
科目名/Subject 留学生とつくるフットサルチーム 

曜日・講時・教室/Day/Period/Place 後期 金曜日 ４講時 その他

科目群/Categories 全学教育科目展開科目-カレントトピックス科目 

単位数/Credit(s) 2 

対象学部/Object 全 

担当教員(所属)
/Instructor (Position)

藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生支援機構 

開講期/Term 2/4/6/8セメスター 

科目ナンバリング
/Course Numbering

ZDG-OAR802B 

使用言語
/Language Used in Course

２カ国語以上

授業題目
/Class
Subject

【展開ゼミ】留学生と作るフットサルチーム
Futsal team building with Japanese students. 

授業の
目的と概要
/Object and
Summary 
of Class

　この授業の目的は留学生と日本人学生がフットサルチームを作りゲームを楽しむことです。そのためにコーチングとチームマネージメントの技術
を習得し、留学生の知的文化も理解する事も目標とします。定員は72名とします。またコロナの影響で留学生の皆さんの参加が無い場合も予測
されます。その場合は参加できる学生さんで授業を行います。
【重要】1回目の授業までにクラスコードを使ってGoogle classroomで学籍番号と名前を登録してください。抽選は1回目の授業までに登録した学
生さんを対象とします。受講希望者は1回目の授業までに登録をしてください。抽選発表は1回目の授業後に行います。抽選が無い場合は1回目
の授業時にアナウンスします。
The aim of this class is futsal team building using team management and coaching techniques. 

学修の
到達目標
/Goal of
Study

・単なる集団ではなく、機能的なフットサルチームを作る。
Goal is to play futsal strategically on the team including begginer players.

授業内容・
方法と
進度予定
/Contents 
and 
Progress
Schedule 
of the Class

1. ガイダンス
2. 自己紹介パス練習
3. ドリブル練習
4. 戦術、ルールの把握　　試合
5. 練習、試合と反省
6. 練習、試合と反省
7. 練習、試合と反省
8. 自己紹介，練習、試合
9. 練習、試合と反省
10. 試合と反省
11. 試合と反省
12. 試合と反省
14. 試合と反省
15. 試合と反省

1. Guidance and icebreak.
2. Decision of own objective and team formation.
3. Practice and communication with team mate.
4. Pactice and team production.
5. Game and team condensation.
6. Game and leadership.
7. Game and norm within the team.
8. Game, review and team management.
9. Game and reflection.
10. Game and reflection.
11. Game and reflection.
12. Game and reflection.
13. Game and reflection.
14. Game and reflection.
15. Game and reflection.

成績評価
方法
/Evaluation
Method

Attendance (50%), Attitude during class(50%) 

教科書
および
参考書
/Textbook
and 
References

関連ＵＲＬ



/ＵＲＬ

授業時間外
学修
/Preparation
and Review

動画によるフットサルの技術およびルールの把握
Study yourself about futsal rule uing YouTube. 

実務・
実践的授業
/Practical
business
※○は、
実務・実践的
授業であるこ
とを示す。
/Note:"○"
Indicates
the practical
business

授業への
パソコン
持ち込み
【必要/不要】
/Students
must bring
their own
computers
to class
[Yes / No]

不要
No. 

連絡先
(メール
アドレス等)
※Emailは＠
の置き換え
に注意
/Contact
(Email, etc.)

toshihiko.fujimoto.d3◎tohoku.ac.jp 

その他
/In Addition

道具は必要ありません。着替えとシューズは準備して下さい。留学生の方が多く参加します。しかし語学の問題はありません。留学生さんも教員
も学生さんもみんなで協力をして言葉の壁を乗り越えます。日本人学生の皆さん是非ご参加ください。
【重要】1回目の授業までにクラスコードを使ってGoogle classroomで学籍番号と名前を登録してください。抽選は1回目の授業までに登録した学
生さんを対象とします。受講希望者は1回目の授業までに登録をしてください。抽選発表は1回目の授業後に行います。抽選が無い場合は1回目
の授業時にアナウンスします。Others: No equipment necessary. 
If you would like to participate, please propose on 4th (14:40～)- 1ｓｔ October at Kawauchi Gym. 

１単位の授業科目は、４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としています。１単位の修得に必要となる学修時間の目安
は、「講義・演習」については１５～３０時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）３０～１５時間、「実験、実習及び実技」については３
０～４５時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）１５～０時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, one credit consists of 15-30 hours of class time
and 30-15 hours of preparation and review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one credit consists
of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review outside of class. 

更新日付
/Last
Update

2021/09/22 16:36


