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 フォルトゥナ・デュッセルドルフの新会長として、
皆さんにご挨拶できることを嬉しく思います。私は
2月初旬に就任し、最初の記者会見で“クラブの
一員になること“を目標にすると述べましたが、フ
ォルトゥナの日本コミュニティはすでに何年も前か
ら我々クラブの一員となっています。皆さんの情
熱はフォルトゥナにとって非常に重要な要素であ
り、私は皆さんにファンやサポーターとして我々の
仲間に加わっていただいたことを誇りに思ってい
ます。また、すでに私は熱心な日本デスクのスタ
ッフを通して、日本コミュニティと多くの伝統的な
アクションがあることを知りました。日本人学校で
のフォルトゥナ授業、似顔絵サインカード、アリー
ナ見学、また大規模な日本デー、そしてツイッタ
ーでのたくさんの反響など、皆さんのフォルトゥナ
に対する関心や熱意は本当に素晴らしいもので
す。

 我々は再びスタジアムに多くの観客を動員する
ことが可能になったこと、そしてまた素晴らしい雰
囲気が戻ってきたことを非常に嬉しく思っていま
す。ホームで行われたハンブルガーSV戦では、
我々がなぜサッカーを、そしてフォルトゥナを愛し
てやまないのかを改めて体感することができまし
た。スタンドからの熱気とピッチ上のパワーがひと
つになり、心がとても熱くなりました。だからこそ、
私は今後のホームゲームにも更に多くの日本人
ファンの皆さんが足を運んでくれること、そして個
人的に皆さんと知り合えることをとても楽しみにし
ています。

 それではまたアリーナ、もしくはインマーマン通り
でお会いしましょう。
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Daniel Ginczek

名前：ダニエル・ギンチェク
ポジション：センターフォワ
ード
背番号：10
国籍：ドイツ
前所属クラブ：VfLヴォルフ
スブルグ
特徴：高い得点能力と豊富
な経験を兼ね備える大型セ
ンターフォーワード

「100％以上の力で戦いま
す。自分の年齢と経験を活
かし、そして何よりピッチの
上で存在感を見せ、できる
だけ多くの得点を挙げて、
下位からの脱出に貢献した
いと思っています」

Jordy de Wijs

名前：ジョルディ・デ・ヴィス
ポジション：センターバック
背番号：30
国籍：オランダ
前所属クラブ：クイーンズ・
パーク・レンジャーズ
特徴：強靭な身体を活かし
た対人の強さに加え、ビル
ドアップに優れた技術を持
つ左利きセンターバック

「イングランドのリーグは非
常にタフなので、ドイツ2部
は私に合っていると思いま
す。チームとクラブのため
に自分の力を発揮したいで
す。このチームなら間違い
なく再び上位を狙えると思
います」

Nicolas Gavory

名前：ニコラス・ガボリー
ポジション：左サイドバック
背番号：34
国籍：フランス
前所属クラブ：スタンダー
ル・リエージュ
特徴：クロスの精度が高く、
攻守の両面においてアグレ
ッシブな左利きサイドバック

「ドイツのビッグクラブと契
約できたことを非常に嬉し
く思います。私にとってはさ
らに自分を高めるための良
いステップです。自分の経
験を活かし、チームの力に
なれることを楽しみにして
います」
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Daniel Thioune

ダニエル・ダニエル・
ティウネ監督ティウネ監督

「フォルトゥナのような伝統ある
クラブでのやりがいのある仕事
はとても魅力的で、大きなエネ
ルギーを持ってこの仕事に臨み
たいと思います。チームは下位
から抜け出すのに十分なポテン
シャルを持っています。このポ
テンシャルをピッチで発揮する
ことがこれからの課題です。私
はコーチ陣やチームスタッフ全
員と一緒に、必ず成功できると
確信しています」

 2022年2月8日、連敗が続いてい
た状況にクラブがついに決断。こ
れにより、クリスティアン・プロイサ
ー監督に代わり、ダニエル・ティウ
ネ監督がフォルトゥナの指揮官に
就任した。ティウネ監督は昨シー
ズン、ハンブルガーSVで第31節ま
で監督を務めていただけでなく、そ
の前にはVfLオスナブリュックでブ
ンデスリーガ2部に昇格を果たし、
クラブをリーグに残留させた経験を
持つ。ニーダーザクセン州出身の
ティウネ監督は、自身もVfLオスナ
ブリュック、VfBリューベック、LRア
ーレンでストライカーとしてプレーし
た経験を持ち、選手キャリアを終え
た後、まずはユースやアシスタント
コーチとして活動し、2017年にオス
ナブリュックの指揮官に就任してい
た。
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1010選手インタビュー選手インタビュー

ダニエル・ギンチェクダニエル・ギンチェク
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INTERVIEW

ギニー、フォルトゥナへようこそ！まず、ギニー、フォルトゥナへようこそ！まず、
デュッセルドルフへの移籍を決めた理由デュッセルドルフへの移籍を決めた理由
を教えてくれる？を教えてくれる？

 フォルトゥナには数年前から好印象を
持っていましたし、一緒にプレーしたこと
のある選手たちも多く所属しています。
それに、選手としてのキャリアを終えた
後、家族と共にデュッセルドルフで暮ら
していこうと決めたことも大きな理由の
一つです。それ以外の条件も上手くマッ
チしたので、このクラブに移籍することを
決めました。

ギニーは長い間ブンデスリーガ1部でプギニーは長い間ブンデスリーガ1部でプ
レーしていたけど、ブンデスリーガ1部とレーしていたけど、ブンデスリーガ1部と
2部の大きな違いは何かな？2部の大きな違いは何かな？

 1部は人というよりもゾーンで守備をす
るチームが多いので、2部よりもスペー
スがありますし、プレーのスピード感が
違います。また、1部では2部よりもミス
が直接失点に繋がってしまうという部分
もありますね。

デュッセルドルフに移籍して来てから、デュッセルドルフに移籍して来てから、
監督交代やクラブ首脳陣の交代、また監督交代やクラブ首脳陣の交代、また
チーム内でのクラスターなど多くのことチーム内でのクラスターなど多くのこと
が起こったよね。フォルトゥナに来てからが起こったよね。フォルトゥナに来てから
の3ヶ月間を少し振り返ってみてくれる？の3ヶ月間を少し振り返ってみてくれる？

 非常に躍動的でしたね。私がここに来
た最初の週に6、7人がチームを去り、新
しく5、6人の選手やスタッフが入ってきま
した。それから監督が交代となりました。
私個人としては、短い期間ながらクリス
ティアン・プロイサー監督とは良い関係
性だったので残念でしたが、ダニエル・
ティウネ監督が新たな勢いをもたらし、
今はチームとして良いパフォーマンスを
発揮しており、非常に重要な勝ち点を獲
得できています。その中でもハイライト
はHSVとのホームゲームだったと思いま

す。また多くの観客の前で試合ができた
こと、Ultras (熱狂的なファン団体) が再
びスタジアムに戻ってきたことで、何の
ためにサッカーをするのかという理由が
そこにありました。

今シーズンも残すところ後約2ヶ月となっ今シーズンも残すところ後約2ヶ月となっ
たけど、今季残りの期間での個人的なたけど、今季残りの期間での個人的な
目標を教えてくれる？目標を教えてくれる？

 できるだけ多くの勝ち点を獲得して、チ
ーム、そしてクラブとしてベストな順位で
シーズンを終えることです。私個人とし
ては得点を挙げること、そして健康でプ
レーすることです。それができれば、結
果は自然とついてくると思います。

移籍後のインタビューで、1年ほど前に移籍後のインタビューで、1年ほど前に
デュッセルドルフに住居を購入して、ここデュッセルドルフに住居を購入して、ここ
に家族と共に住んでいると言っていたけに家族と共に住んでいると言っていたけ
ど、すでにデュッセルドルフは自身の故ど、すでにデュッセルドルフは自身の故
郷になってる？郷になってる？

 元々西ドイツは私の故郷でしたが、ここ
数ヶ月や数年は代表ウィークなどには
デュッセルドルフの家で過ごしていまし
たし、私の妻はデュッセルドルフに住ん
でいました。だからこそ、デュッセルドル
フはよく知っているので、短い期間では
ありますけど、すでに故郷になっている
と言えますね。

“日本”という言葉を聞いて、まず思い浮“日本”という言葉を聞いて、まず思い浮
かぶことは何？かぶことは何？

 “東京”ですね。大きな街ですし、一度
行ってみたいと思っています。これまで
に多くの日本人選手と一緒にプレーして
きましたが、みんな親切で思いやりのあ
る選手ばかりだったので、私は日本人
の選手や人々が大好きです。だからこ
そ、いつか必ず日本に行きたいと思って
います。

ここ3ヶ月間、真大や碧とプレーしていここ3ヶ月間、真大や碧とプレーしてい
るけど、これまでに一緒にプレーしたこるけど、これまでに一緒にプレーしたこ
とがある日本人選手を教えてくれる？とがある日本人選手を教えてくれる？
また、日本人選手に対する印象は？また、日本人選手に対する印象は？

 碧と真大の他には、香川、細貝、長
谷部、乾、清武とプレーしたことがあり
ます。日本人はみんな素晴らしい技術
を持っていますね。それに、彼らの性
格や常に全力を尽くすところ、規則正
しい部分などはチームにとても良い影
響を与えます。特にドイツの中で一番
日本人が住んでいるこの街で、彼らの
活躍は非常に喜ばしいものだと思いま
す。
 
デュッセルドルフの日本コミュニティーデュッセルドルフの日本コミュニティー
を知ってる？日本食は好き？を知ってる？日本食は好き？

 寿司は大好きです。家の近くにレスト
ランがあるので、よくそこで寿司を注文
していますし、日本食は好んで食べま
すね。日本コミュニティーに関しては、
デュッセルドルフで私のJunggesellen-
abschied (結婚前に行うパーティー) を
行ったのがたまたま日本デーが開催さ
れている期間で、街中が仮装・コスプ
レをした人々や日本人の人たちでいっ
ぱいになっていたのを見て、初めてデ
ュッセルドルフの日本コミュニティーの
大きさに気づきました。

最後に日本人のフォルトゥナファンに最後に日本人のフォルトゥナファンに
一言一言

 日本人のファンや外国のファンがいて
くれることをとても嬉しく思います。我
々も皆さんに素晴らしい試合を見せら
れるように頑張ります。デュッセルドル
フには大きな日本コミュニティーがあ
るので、多くの日本人ファンがスタジア
ムに足を運んでくれることを願っていま
す！

冬の移籍期間、フォルトゥナ・デュッセルドルフはVfLヴォルフスブルグからセンターフォワードのダニエル・ギンチェクを獲得。“
ギニー”ことギンチェクは、これまでにブンデスリーガ1部の数多くのチームでプレーし、ヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグ
にも出場したことのある経験豊富な選手だ。そして今回、そんなフォルトゥナで背番号10を背負うストライカーがインタビューに
応じ、フォルトゥナに移籍することを決めた理由や移籍してからこれまでの3ヶ月間、また“日本”というテーマについても色々と
語ってくれた。



 ブンデスリーガ2部の第26節、フォルトゥ
ナはチーム内でクラスターが発生したこと
により、U23から6人、U19から1人の選手
をトップチームに補充してSCパーダーボ
ルンとのアウェー戦に臨んだ。フォルトゥ
ナはこのような状況でもチーム一丸とな
って戦い、Paderbornに1-1の引き分けで
貴重な勝ち点1を獲得。そしてこの一戦に
は、この日キャプテンを務めたアペルカン
プ真大、中盤の要である田中碧、そして
U23チーム所属でプロデビューを飾った内
野貴史の日本人3人が同時出場。フォル
トゥナで日本人3人が同時にピッチに立っ
たのは、これがクラブ史上初のこととなっ
た。

 ドイツ・ブンデスリーガで日本人3人が同
じチームで同時にピッチに立つということ
は、そう頻繁にあることではない。おそらく
2016年にHannover 96で清武弘嗣、山口
蛍、酒井宏樹の3人が同時出場した以来
のことで、その前には前例のないことだろ
う。これに関して、アペルカンプも「日本人
3人が同時に出場できたのは嬉しいです。
歴史に残りますね」と喜びを口にしてい
た。

フフ
ォォ
ルル
トト
ゥゥ
ナナ
史史
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日日
本本
人人
33
人人
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時時
出出
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 今シーズン第26節となったパー
ダーボルン戦、21歳にしてブンデ
スリーガの伝統クラブであるフォ
ルトゥナ・デュッセルドルフのキャ
プテンを任されたアペルカンプ真
大は、試合後、このことについて
「選手協議会のメンバーがみんな
コロナでいなかったので、自分の
中では少し予想してましたけど、
実際に試合前日のミーティングで
監督から“明日は真大が21歳の
若さでキャプテンとして公式戦に
臨むけど、これは非常に特別なこ
とだ”と言われたときは本当にド
キドキしました。だけど嬉しかった
です」とその時の心境を語り、続
けて「この1週間は試合に向けて
いつも通りの準備ができなくて大
変でしたけど、そんな中でU23や
U19の選手を含め”自分たちには
何も失うものはない”、”チーム一
丸となって戦う”というのが一番
重要でした。今日はキャプテンを
務めましたが、試合に入ってから
はキャプテンということをあまり考
え過ずに、いつも通りに自分のプ
レーをしました。勝利まで後少し
だったので本当に悔しいですが、
最後の最後まで何が起こるかわ
からない、これがブンデスリーガ
2部です」と自身の経験から2部リ
ーグの厳しさを強調していた。

 ブンデスリーガでは、フランクフ
ルトの長谷部やシュトゥットガルト
の遠藤のように日本人がキャプ
テンを務めるチームもあるが、今
回アペルカンプは21歳の若さにし
てチームでこの重要な役割を任さ

れた。その理由はどこにあるのだ
ろうか。実はアペルカンプは、フ
ォルトゥナのU17チーム、U19チー
ム、U23チームでもキャプテンや
選手協議会のメンバーとして、チ
ームで重要な役割を担っていた。
そこで、なぜアペルカンプがどの
カテゴリーでも重要な役割を与え
られていたのかについて、今もフ
ォルトゥナに所属している当時の
監督たちに話を聞いたところ、興
味深いことを聞かせてくれた。

21歳にしてキャプテンを務めた21歳にしてキャプテンを務めた
アペルカンプ真大アペルカンプ真大
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U17、Samir Sisic
ザミア・ジジッチ監督

 「真大はU17チームに所属してい
た頃から攻撃面で高い能力を発
揮していましたが、彼は主に攻撃
の起点となる選手で、ゴールに繋
がる2つ前のパスを出していまし
た。もちろんゲームメーカーとして
チームにとって重要な存在だった
ことは間違いありません。しかし、
それではゴールやアシストなど結
果として数字に表れません。だか
らこそ、我々は真大の更なる成長
のためにも、彼自身がゴールや
アシストを挙げられる選手になる
ように指導しました。その中で、
彼が自分の役割を理解し、さらに
チームに対して責任を持ってもら
えるよう、キャプテンや副キャプテ
ンを任せていました」

U19、Suker Sinisa
シュカー・ジニサ監督

 「当時から真大はチームで最も
ポテンシャルを持っている選手で
したし、勤勉さや集中力という面
において模範的な選手でした。そ
れに加え、常に全力で取り組み、
チームのためにプレーできる選
手だったのでキャプテンに任命し
ました。また、キャプテンに任命し
たのは、彼が持つ卓越した技術
や勤勉な日本人の部分を大事に
しながらも、ドイツのメンタリティや
ヨーロッパで戦っていくハードな
部分を彼に植え付けたいという狙
いもありました。自分のプレーに
責任を持つこと、もちろん技術は
必要ですが、技術はあくまでも1
つのツールです。それをハードな
戦いの中でどう活かすのかという
部分が、彼が更に成長していく上
で必要でした」

U23、Niko Michaty
ニコ・ミチャティ監督

 「真大はU19からU23に昇格し、
シーズン最初からチームの中心
選手として、また選手協議会のメ
ンバーとしてチームで重要な役割
を担い、素晴らしいシーズンを送
りました。その1年後にはトップチ
ームのメンバーとして活躍してい
ます。真大は声を張り上げてチー
ムを引っ張るようなタイプではな
いですが、素晴らしいサッカー選
手でありながら、模範的な行動や
プロフェッショナルな姿勢、学ぶこ
とへの意欲と野心的な部分を持
っています。だからこそ、この役
割を与えました。今の自分に満足
せず、常に上を目指して努力を続
けている真大が、パーダーボル
ン戦でキャプテンマークを巻いて
ピッチに立った姿を見た時は本当
に嬉しかったです」

U21ドイツ代表U21ドイツ代表
UEFA U-21欧州選手権予選UEFA U-21欧州選手権予選

U21ドイツ代表 – U21ラトビア代表 4-0U21ドイツ代表 – U21ラトビア代表 4-0 U21イスラエル代表 - U21ドイツ代表 0-1U21イスラエル代表 - U21ドイツ代表 0-1

SHINTA APPELKAMP
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 3月24日、“SAMURAIBLUE”こと
日本代表は、オーストラリア代表
とのアウェー戦に2-0で勝利を収
め、見事カタールW杯への出場権
を獲得。そんなアジア最終予選、
日本をW杯へ導く鍵となったのが
フォルトゥナのMF田中碧の存在
だった。2021年10月12日、ホーム
でのオーストラリア戦、第3戦まで
に2敗を喫し、追い詰められた状
況で迎えたこの一戦、田中がW杯
予選デビューを果たすと、代表初
ゴールを決める大仕事をやって
のけ、2-1での勝利に貢献。その
試合から田中は4-3-3システムの
インサイドハーフとして日本代表
に必要不可欠な存在に。そして、

日本代表は田中が出場するよう
になってから全勝でW杯へのチケ
ットを掴み取ることに成功した。

 田中は、W杯出場を決めたオー
ストラリア戦後のインタビューで「
すごく嬉しいです」と喜びを見せ、
続けて「僕は最終予選からしか参
加してないですけど、少なからず
自分の中でやれることはやったと
思いますし、それを見て自分が貢
献できたと周りの人が言ってくれ
るのは嬉しいです。僕も少しは貢
献できたと思いますけど、ワール
ドカップに出ることが日本サッカ
ー界にとって非常に大事なことは
分かっていますし、日本代表が常

日本代表のW杯出場が決定日本代表のW杯出場が決定
7大会連続7回目、4年に一度の祭典へ7大会連続7回目、4年に一度の祭典へ
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に先頭にあると思っているので、
ワールドカップ出場を決めること
ができて誇りに思いますし、そこ
に自分がいれたことは嬉しいで
す」とコメント。

 自身のプレーについては「良か
ったところも悪かったところもあり
ますけど、インサイドハーフはゴ
ールだったりアシストだったり結
果を求められるポジションではあ
るので、僕自身もこの試合で点を
とって主人公になろうという気持
ちで挑みました。まぁ、(三笘に) 
もっていかれてしまいましたけど
ね (笑)。ただ、そこのクオリティは
前々から常に言っているように、
僕自身のプレーするエリアが比
較的低い中で、ボール保持という
部分が自分の出る価値だと思っ
ているんですけど、その中で自分
が前を向いた時にいかに高いク
オリティの仕事ができるのかって
いうのはより求めていかなければ
いけないです。今日あったパスミ
スに関してはほとんど技術のミス
で、見えてなかった訳ではないの
でポジティブではありながらも、そ
この精度を更に求めていかない
といけないとは思います」と振り
返った。

 「自分のサッカー人生を振り返っ
たときに、こうやって最終予選に
自分がピッチに立って、ワールド
カップのチケットを勝ち取ることが
できたこと、それに自分が関わる
ことができたことはすごく光栄なこ
とですし、成功と言える部分だと
思うので、そこだけは忘れないよ
うに自分の心の中にとっておきた
いと思います」と田中。

 そして、「これからです」と力強く
述べた中盤の要は、「W杯という
舞台でトップクラスの相手と試合
をしないといけません。その舞台
で、個人として何もできなければ
出ている価値、自分の価値もなく
なってしまいますし、そこで世界
のトップの選手たちと何ができる
かだと思います。すべての面にお
いて、もっとクラブでより自分の力
を伸ばす、レベルも上げていかな
いといけません。世界のトップの
基準をぶらさず、今は僕自身が
世界に追いついていないので、そ
この距離を縮められるかどうかで
す。そこに向けてやっていくしか
ないと思います」と、まずはクラブ
での取り組みが重要になると話
し、「代表の活動で結果を残すこ
とが重要で、それが得点やアシス

トなのか、それとは違う部分での
貢献度なのか、自分の中でも求
めていかないといけないところで
す。自分が出た試合でいかに勝
利を掴めるかが非常に重要だと
思うので、勝利と得点やアシスト
にはよりこだわりつつ、僕はボラ
ンチなので点を決めればいいと
いうわけではないので、90分通し
て自分がどれだけ貢献できるか
を、今まで以上に求めないといけ
ないのかなと思います」と結果に
こだわる部分も示した。

 彼の言葉通り、本当の勝負はこ
れから始まる。それでも、アジア
最終予選で証明した田中碧とい
う選手の価値が、本大会でも日
本代表にとって非常に重要な存
在になることは間違いないだろ
う。
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 2022年3月12日に行われた今シ
ーズン第26節のSCパーダーボル
ン戦、フォルトゥナはコロナによる
多くの欠場者を出したことで、U23
やU19の選手をトップチームに補
充し、試合のできる人数16人ギリ
ギリでアウェー戦に臨むことに。
しかし、こんな状況の中でもチー
ムは一丸となって戦い、SCパー
ダーボルンを相手に1-1の引き分
けで勝ち点1を獲得することに成
功した。そして、このチームの危
機的状況の中、ブンデスリーガ2
部デビューを飾り、堂々としたプ
レーで90分フル出場を果たしてチ
ームに大きく貢献したのが、U23
チーム所属の内野貴史だった。

 内野は試合後のインタビューで、
「今日は運良くこういった形で出
番が回ってきたので、絶対にこの
チャンスをものにしたいという気
持ちを持ってピッチに入りました。
自分としては簡単なミスもありま
したし、まだまだ改善点はたくさ
んありますけど、この状況で少し

でもチームの力になれたと言う部
分では自分のプレーに後悔はな
いです。初めてのプロデビューで
したし、自分のサッカー人生でこ
の日を忘れることは絶対にないと
思います。これからまたチャンス
が訪れるかわからないですけど、
今回こういった経験をできたこと
で得られた自信を次に繋げてい
きたいです」とコメントしている。

プロデビューを裏で支プロデビューを裏で支
えた大きな存在えた大きな存在

 どのような気持ちでプロデビュー
戦に臨んだのかについて聞かせ
てくれた内野は、「前日の夜、ホ
テルでめちゃくちゃ緊張していた
んですが、碧くんが僕にどうした
らいいのかとか、自身のデビュー
戦のこととか本当に色んな話をし
てくれて、それで僕もすごく良い
メンタルで試合に臨むことができ
たんです。あの碧くんの言葉がな
かったら、今日のような割り切っ

内野貴史内野貴史
ブンデスリーガ2部ブンデスリーガ2部
デビューデビュー

japan.f95.de20
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たプレーはできなかったと思いま
す。試合中も碧くんが常に僕にア
ドバイスとか声を掛けてくれて、
本当に心強い存在がピッチの上
にいたので、思い切ってやれまし
た」と自身のプロデビューに大き
な支えとなった田中碧の存在に
ついて説明。
 
 また、この試合でキャプテンを務
めたアペルカンプ真大について
も、「真大の存在も大きかったで
す。真大は同じ年ながらすでにド
イツ・ブンデスリーガで多くの経験
がありますし、自分と同じでドイツ
でステップアップしてデビューして
るという部分もあったので、そん
な彼がキャプテンとして同じピッ
チの上にいるのは本当に大きか
ったです」と述べ、続けて「試合前
に監督から熱い言葉をかけても
らったり、ラファ、エディ、フロー、
カレードとか経験のある選手たち
が”難しく考えなくていい。お前の
いつものプレーをすればいいん
だ。俺たちがサポートするから”と
声をかけてくれたので、思い切っ
てプレーすることができました」と
チーム全体がサポートしてくれた
ことも説明した。

 試合終了まで約10分、足を攣
ってピッチに倒れ込んだシーン
については「正直、60分を過ぎ
たくらいから本当にキツくて、そ
こからは自分との戦いでした。
やっぱり雰囲気も違いますし、
力も入ってたので。ただ、あそこ
でバツを出して交代するのは簡
単でしたけど、今のチームの状
況もありますし、90分アグレッシ
ブに走り切るっていう部分が自
分の長所でもあるので、あそこ
でまだいけるかいけないか聞か
れた時にいけると答えられたの
は、U23チームでも日頃からそう
いう気持ちでサッカーやってるこ
とを証明できたと思います」と内
野。
 
 そんな彼の貢献もあり、フォル
トゥナは危機的状況の中でもチ
ーム一丸となって貴重な勝ち点
1を獲得することに成功。支えて
くれたチームに感謝し、素晴ら
しいパフォーマンスでプロデビュ
ーを飾り、チームに大きく貢献し
た内野にまたチャンスが訪れる
ことは間違いないだろう。

パリ五輪世代のU21日本代表パリ五輪世代のU21日本代表

初招集 & デビュー 初招集 & デビュー 

ドバイカップ U-23制覇ドバイカップ U-23制覇

 ブンデスリーガ2部デビュー
戦での活躍もあり、内野は
2024年パリ五輪を目指すU21
日本代表が出場するドバイカ
ップ U-23のメンバーに選出
された。この大会、内野は第
1戦目となるクロアチア戦で後
半から出場して日本代表デビ
ューを果たし、1-0での勝利に
貢献すると、第2戦目のカター
ル戦 (2-0) にも試合終了間際
に途中出場。そして迎えたサ
ウジアラビアとの決勝戦、内
野はスタメンに名を連ね、90
分フル出場で1-0での勝利に
貢献した。これにより、U21日
本代表は3連勝でドバイカップ 
U-23優勝を飾っている。

U21日本代表 – U23クロアチア代表 1-0U21日本代表 – U23クロアチア代表 1-0

U21日本代表 – U23カタール代表 2-0U21日本代表 – U23カタール代表 2-0

U21日本代表 – U23サウジアラビア代表 1-0U21日本代表 – U23サウジアラビア代表 1-0



 フォルトゥナ・デュッセルドルフは
アディダスと11teamsportsの協力
のもと、フリンガーンの伝統クラ
ブとデュッセルドルフの街の密接
な関係をエモーショナルに表現し
た、2021/22シーズンの特別ユニ
フォーム”ジャックス・ティリー”を
発表。このユニフォームは、デュ

ッセルドルフの有名な芸術家であ
り風刺画家のジャックス・ティリー
氏がデザインしたもので、ブンデ
スリーガ2部の第27節となるホー
ムゲーム、ハンブルガーSV戦で
着用された。
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2021/22シーズン2021/22シーズン
特別ユニフォーム特別ユニフォーム

街とフォルトゥナの繋がりを表現街とフォルトゥナの繋がりを表現
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 ジャックス・ティリー氏は彫刻家
でもあるコミュニケーションデザイ
ナーで、1983年からデュッセルド
ルフのカーニバルで知られる風
刺的なカーニバル山車などもデ
ザインしている。デュッセルドルフ
出身のジャックス・ティリー氏はこ
の街と特別な関係にあり、彼にと
ってデュッセルドルフは他のどの
都市でも経験したことのない幸福
感に満ちた故郷である。だからこ
そ、フォルトゥナは今年の特別ユ
ニフォームのデザインをデュッセ
ルドルフの芸術家とコラボし、ユ
ニフォームのデザインで街の特
徴、そして街と伝統クラブの密接
な関係を表現している。

 
 例えば、ユニフォームにはデュ
ッセルドルフを象徴する有名なも
の数々が描かれており、ライン
川の流れに沿って、建物とともに
フォルトゥナの伝統的なファン文
化のシンボルも描かれていたり、
聖ランベルトゥス教会、コンサー
トホール、ラインタワーなど、よく
見れば見るほど常に新しい繊細
なモチーフに気づくことだろう。
日本の国旗が入ったマフラーが
描かれている事も、フォルトゥナ
とデュッセルドルフの日本コミュ
ニティとの深い繋がりを表してい
る。パウル・ヤネス・シュタディオ
ンの隣にはデュッセルドルフの有
名なマスタードの容器が描かれ

ており、メガホンからは”Fortuna 
ist der geilste Club der Welt (フ
ォルトゥナは世界で最も素晴らし
いクラブだ)”という声が聞こえてく
る。また、ユニフォームの首元に
は”1895”の数字とともに市の紋
章にも入っている碇のデザインが
施されており、細部までこだわっ
た作品となっている。遊び心にあ
ふれ、風刺的で魅力的なジャック
ス・ティリー氏の典型的なスタイ
ルがここにある。

SONDERTRIKOT

2021/22シーズン2021/22シーズン
特別ユニフォーム特別ユニフォーム
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 フォルトゥナ・デュッセルドルフは
2020年、更なる国際化に向けて
中央大学とカレッジパートナー契
約を締結。このパートナーシップ
を通じ、本来であれば最大で10
人の学生がドイツにて1週間のプ
ログラムに参加し、ブンデスリー
ガクラブであるフォルトゥナの内
部で行われている活動を現場で
体験する講座が予定されていた
が、未だ続くコロナパンデミックの
影響により、今年もオンライン・セ
ミナーという形での開催を余儀な
くされることとなった。

 このプログラムではクラブのフィ
ロソフィーやマーケティング戦略、
チケッティング、CSR活動、ファン
対応、ユースアカデミーについて
など、サッカークラブの経営にお
ける様々なノウハウについての
講義を実施しただけでなく、フォ
ルトゥナのパートナーである日系
企業の担当者からフォルトゥナを
支援する意義や意味を伺う機会
が提供された。また、オンライン
での開催を余儀なくされたため、
バーチャル・スタジアムツアーと
いう形でビデオによるスタジアム
ツアーも開催。

 そして、6日目となった日曜日に
は、この研修でクラブのことを学
んだ上で日本にて無料放送して
いるSpooxでフォルトゥナ対FCシ
ャルケ04の試合を観戦してもら
い、その翌日にはサプライズとし
て田中碧とアペルカンプ真大から
学生たちに向けてのメッセージが
送られた。

 コロナパンデミックにより、残念
ながら2年連続でオンラインとは
なってしまったものの、2月8日か
ら14日までの1週間で20時間を超
える講義やディスカッションを行っ
た研修は、今年も大成功を収め
た。

今年も中央大学に向けて今年も中央大学に向けて
オンラインセミナーを実施オンラインセミナーを実施

CHUO-WORKSHOP

 研修後、受講生は「間違い
なく自分の人生に大きな影
響を与える1週間となった」
、「今後の自分のキャリアの
選択肢が大きく広がった」、
「ますますスポートビジネス
の分野で活躍したくなった。
視野が海外に広がった」な
どの感想を述べてくれた。

 この研修に参加した12人の
学生たちが、今回のセミナ
ーを通して学んだことを彼ら
のこれからに活かしてくれる
ことに期待すると共に、来年
こそは現地ドイツで研修プロ
グラムが実施できることを心
より願っている。
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 フォルトゥナのフットサルチーム
がフットサル・ブンデスリーガ残留
という大きな目標を達成。今シー
ズン第15節、フォルトゥナはMCH 
Futsal Clubビーレフェルトに1-4
で敗れたものの、他会場でTSG 
1846マインツがハンブルグの
WAKKA Eaglesに0-7で敗戦し、勝
ち点5ポイントで最下位となってい

るマインツとフォルトゥナの勝ち点
差が、今季後2試合を残して7ポイ
ントとなったため、フォルトゥナが
降格圏内となる9位まで転落する
可能性がなくなり、リーグ残留が
決定した。なお、債務超過に陥っ
た1894ベルリンは、すでに何週間
も前から10位 (唯一の自動降格)
が確定していた。

 その後3試合が残っていたシャヒ
ン・ラシ監督率いるチームは、1分
2敗で勝ち点1ポイントを追加し、7
位でフィニッシュ。そしてここか
ら、フットサル・ブンデスリーガ初
代チャンピオンの座を懸けたチャ
ンピオンシップラウンドに進むこと
となる。
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フットサルチームのフットサルチームの
リーグ残留が決定リーグ残留が決定

「企業」の経済活動を総合的に学ぶ

お問い合せ先：中央大学 商学部事務室

https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=7

中央大学商学部とフォルトゥナ・デュッセルドルフは
日本初のカレッジ・パートナーシップを締結しました。

中央大学 商学部
中央大学商学部
公式Webサイト

経営学科 会計学科 国際マーケティング学科 金融学科

サッカー・ビジネスに関する
諸問題を学ぶことで、スポーツ・
ビジネスにおいて解決すべき
課題を発見し、グループワーク

で情報収集・分析しながら、課題解決策を考
案していくプログラムです。

公認会計士などの高度職業
会計人を目指す学生のため
のプログラムです。授業で

は基礎から応用、さらに職業会計人として働
く上での専門的・実践的な内容についても理
解を深めます。

ファイナンシャル・プラン
ナーや証券アナリストに興
味のある学生を対象に、資
格試験対策はもとより、経

済や企業の分析や資産運用など社会で役立つ専
門知識の習得を目指したプログラムです。

多様な価値観、文化、習慣、
課題を理解することで、
英語や第二外国語の学び
を深化させ、語学力を活

かして海外インターンシップや国内外の実態
調査に積極的に参加します。

地域社会が解決すべき課
題を適切に特定し、関連
する情報を収集し、効果
的なビジネス・ソリュー

ションを考案するとともに、課題解決の実現
に向けたイノベーションに挑戦します。

プログラム科目
スポーツ・ビジネスや海外企業へのインターンシップ、地域の課題解決を目的とした商品・サービス開発などに
挑戦できる PBL型の講座や、公認会計士やファイナンシャルプランナー等の資格取得を目的とした講義など、
将来のキャリア形成に直結する実践的な学修ができるプログラムです。

スポーツ・
ビジネス・
プログラム

アカウンタント・
プログラム

グローバル・プロ
フェッショナル・
プログラム

ファイナンシャル・
スペシャリスト・
プログラム

ソーシャル・アント
レプレナーシップ・
プログラム

プログラム科目の最新情報は
専用WebページをCheck！！

商学とは製品やサービスを生み出す過程とそれらの流通・交換を営む市場の経済の動きを解明
する学問です。市場を牽引するのは主に企業ですから、商学では企業の活動を中心に学びます。
商学部では 4つの学科を通じてビジネスに関わる流通市場の営み、企業活動と管理の仕組み、
ビジネスの国際展開、会計情報の作成・活用などを深めていきます。 『プログラム科目（グローバル・スポーツ・ビジネス・キャリア）』では、

2 月8日～14日にかけてオンライン研修を実施しました︕




