
フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １５ 日 （ 火曜日 ）          記録者  米山 一真    

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
AM３：４５ 甲斐市役所を出発。この時は眠すぎて、あまり覚えていない（笑） 
AM８：００ごろ 中部国際空港に到着。すごくドキドキしていた。期待と不安が入り交じっていた。 
AM１０：２５ 空港離陸。正直不安の方が大きかった。墜落しないかと・・・ 
PM１０：００ごろ フランクフルト空港に到着。ドイツ人がみんな見てくる（笑）そのあとすぐにま

た飛行機で、デュッセルドルフに向け出発。４５分後到着、２度目の飛行機。不安もなくなり楽しく

なった。ホームステイ先に行った。みんないい人でよかった＾＾ 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
CA の人とドイツ語を軽くかわした。ヤー（はい）とナイン（いいえ）だけだけど。ホームステイ先の

人々と、日本の話などを話した。２２歳の男の人がすごくおもしろくて、すごくなごやかなムードに

なった。ドイツ語・英語・ジェスチャーを使いながら楽しく話ができた。トイレの流し方が最初わか

らなくて困ったりもした。あと、トイレに入ってから、女の人がついてきてなんだ？と思ったら、有

料トイレで「マネー」と言われた。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １５ 日 （火曜日）          記録者  戸松 大輔      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
今日は、４：００頃バスに乗り中部国際空港に９：００頃着。空港は、すごく広かったし、設備も良

かった。飛行機の中は、音楽や、TV などがあった。飛行機が飛ぶ瞬間は、ちょっと緊張した。ドイツ

について思ったことは、みんな背が高い。サッカーチームを見に行きうまそうだった。 
 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
ドイツ人とは、飛行機の中でもあいさつなどをした。ホームステイ先では、最初きまずかったけどだ

んだんなれてきて話せるようになった。俺らのホームステイ先のご主人は、「ボス」です。本名は「ユ

ワ」さん。だけど自分で「ボス」と言っている。ぼくは、ボスの２代目と言っているワン＾＾「ボス」

の子供は、２２歳。名前は「マーティー」！マーティーと「デユッセルドルフ」に行った時、マーテ

ィーの彼女もついてきて、いつもキスばっかり。街中でもキス！！日本人じゃありえない。「ボスの家

族は、みんな家族愛がある」 
 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １６ 日 （水曜日）          記録者  若槻 勇太       

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
起床７時１５分。朝食を食べて母と１番上の兄と健伍と中心街に行った。ただ歩いているだけだった

が・・・。その後家に帰ってきてきたけど、母の了解を得て健伍と２人で街に行くことにした。 
１２時に家に帰り、１時から俺らと一番上の兄と１番下の弟とサッカーをした。疲れて帰り夕方また

サッカーをしにグランドに行った。帰ってきたのは９時３０分くらいで寝たのが１１時くらいだった。 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
朝食はパンだった。味は何かすっぱくてまずかった・・・。 
建伍と２人で街に行った時、ケーキを買うことができた。結構、簡単に買えた。 
その後、街で迷ってかなり焦った。ラースと一番下の弟とサッカーをした。 
思ったより上手くなかった。お母さんは言葉が通じないせいか、タメ息ばっかりついていた。（笑） 
最高は一分に１０回ぐらい。。。 
夕食は、スパゲッティだった。味は良かったが、おかずがなかった。。。何か物足りなさを感じた。 
一日２食だったので、昼はかなり腹がへった。。風呂は一年間くらい使ってないくらい汚かった。 
２階にあった綺麗な風呂場を見たとき、かなりムカついた。 
建伍は日本語が通じないので、ホームステイ先の人達の前で、かなり文句を言っていたので、かなり

うけた☆ 



 フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １６ 日 （水曜日）          記録者  中村 涼馬       

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
７時に起きて、ケビンを見送った。朝食は、パンにサラミ、ハム、チーズなどを挟んで食べた。 
１０時頃、暇になったので、ヒルデンのグランドでサッカーをした。 
２時、ヒルデンの街でケビンと一緒に買い物へ。マーフィー（平出のホームステイ先の人）や 
トーマス（光祐のホームステイ先の人）も来て、スポーツショップや服屋へ行った。 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
ホームステイ先の２日目。やや慣れてきてケビンとも仲良くなった。謙とケビンがサッカー選手の名

前を言い合っていた。 
買い物の時は、ドイツでできた友達と一緒にふざけたりして笑いまくった。マーフィーやトーマス、

トヴィー、ケビンなどがちょっかいを出してきた。謙が喋った日本語をマーフィーがマネしていてと

ても楽しかった。その日の夜、夜中寝ていると謙が寝惚けていきなり、俺の胸倉を掴んで蹴ってきた。 
謙に聞くと、夢を見ていたらしい。あと１日のホームステイを enjoy したい！！ 



  フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １７ 日 （木曜日）          記録者  平出 涼        

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
今日はいつも通り、６時半に起き、マーフィーと妹のヤネと学校へ行った。 
学校が終わると家で昼食をたべてグランドへ行って試合をやった。その後、僕と大地は高校１年生と

練習をして、帰って夕食を食べた。夕食は久しぶりに寿司が食べれて、やっぱり日本食はおいしい☆

と改めて思った! 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日はもう３日目で言葉はほとんどわからないけど、ボディーランゲージと簡単な英語でコミュニケ

ーションは結構できていたと思う。 
でも食事では、普通の水が飲めなく、炭酸ばかりでちょっと飽きぎみ・・。水が初めて飲みたいと思

った。でも料理は、おいしい料理ばかりだし、今日は寿司も食べれて幸せだった！！ 
試合では、日本の中学生にはあまりないロングボールを使われ、カウンターで何度かピンチな場面を

作られてしまった。でも、テクニック面では日本の方がレベルが高いと感じた。 
なので、次からは早いアプローチでロングボールを蹴らせないようにして攻撃では、早いパス回しで

たくさんチャンスを作れるようにしたいです！ 



 フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １７ 日 （木曜日）          記録者  立澤 光祐      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
朝は、六時半頃起きて、トーマスは学校に行き、僕は謙と涼馬のホームステイ先に連れて行ってもら

った！！そこに二時間くらい居て、その後は、レバークーゼンへ GO！ 
レバークーゼンのスタジアムの中を案内してもらった。昼食をマクドナルドで食べ、ヒルデンのグラ

ンドへ GO！そして、１試合をこなし僕と浩二と力のホームステイ先でバーベキュー☆ 
１０：３０消灯。。。。 
 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日は遠征３日目という事もあって、ドイツに慣れてきてだんだんコミュニケーションが取れるよう

になってきた。ドイツ人は、日本語が好きらしく、日本語を喋っているとすぐマネしてきて、バカみ

たいだった（笑）みんな良い奴で最高だった☆ 
試合は、結果的には１－１のドローだけど満足できない試合内容だったと思う。 
まだみんなの試合に対する気持ちが足りないから、これから高めて行きたいと思う！ 
今日で、ホームステイは終わり。。なんか寂しい。。  
僕を受け入れてくれたシュナイダーさんに感謝したい！ 
ダンケ シェーン！ 
 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １８ 日 （金曜日）          記録者  上川 敦史      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
朝８時に起きて、朝食はドーナツを食べた。 
午前中は、時間があったので、マヌエルの母、父とレヴァークーゼンに行って、スポーツショップや

デパートに行って、スパイクやユニフォームを見た。 
レヴァークーゼンのスタジアムまでも連れて行ってもらった。それで、俺はユ二フォームを買って、

帰宅。目当ての物が見つかるまで、店を何件も、まわってくれたマヌエルの父、母に感謝したい。 
そして、バスでホテルへ・・・バスの中では、ユア（ボス）にいじめられた。でも、なかなか面白い

人で、楽しかった。 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日は、マヌエルとは、あまり話をしなかった。午前中は、顔を見なかった。連れて行ってもらった

レバークーゼンのスタジアムは、思ったより、大きくなかったけど、初めてのドイツのスタジアム見

学だったので、感動した。夜の、走りは、２８６０メートルしか走れなかったけど、次は３０００以

上になるようにしたい。 
ひとつびっくりしたのが、車の中で、マヌエルの父がカーナビをいじっていると思ったら、急にスピ

ーカーから、男の人の声がでて、それで運転しながら会話をしていたこと。へぇ～と思いながらも、

会話を聞いていた。もちろん何を言っているのか分からないけど、ちょっと気になった。 
 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １８ 日 （金曜日）          記録者 藤巻 謙        

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
起床・・・７：３０ 朝食・・・ 
８：５０分 散歩・・・９時３０分 
ひまになったから帰り・・・１０：００  
ケビン到着・・・１時３０分 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
朝食は、とてもうまいパンと、ハムで最高だった。りょうまと、二人で、旅に出かけたけど、楽しく

なかったから、途中で帰った。二人で部屋の掃除やボールを磨いていたら、ケビンが帰ってきて、三

人で騒ぎ出した。ブーブークッションをしかけたら、ぼふっという悲しい音が流れた。そしてとうと

う別れるときが来た。正直、まじめに悲しくて、ずっとホームステイが良かった。俺が泊まらせても

らったフラコフスキーさんは、人間性がとても優しくて心の温かい人だった。ホームステイは、人と

人との距離を縮めてくれると思った。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １９ 日 （土曜日）          記録者  酒井 俊輔      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
今日は７時に起床して散歩をした。日本と違って寒かった。その後、朝食を食べた。朝食はパンだっ

た。パンはもう飽きたので、そろそろ日本食を食べたいなと思った。次に昼食を食べた。昼食は肉だ

った。硬かった・・・。３時頃からｖｆｂ０３hilden と試合をした。とても身長がでかくてびっくり

した。次に夕食を食べた。夕食はまたパンだった。パンはもういらないと思った。そして１１時に寝

た。 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日はｖｆB03hilden と試合をした。チームの人がみんな身長がとても大きくてびっくりした。フィ

ジカルがとても強くて、競り合いのときに全く歯が立たなかった。結果も完敗だったので、もっと頑

張ってもっと強くならならなきゃいけないと思った。 
ドイツ人とのコミュニケーションは自分から話しかけたりなどして積極的にチャレンジすることがで

きた。ベニーや他の人たちからドイツ語の悪口などを教えてもらった。とても楽しかった。 
ドイツ遠征もにこり半分くらいしかないので、今しかできないことを積極的にチャレンジしてみよう

と思った。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 １９ 日 （土曜日）          記録者  堀ノ内 建伍     

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
朝 7 時に起きた。9 時から練習をして 3 時から試合。 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・サッカーはどうでしたか？ 

 
僕はホームステイをして感じたことがあります。まず言葉が違うと自分の伝えたいことが伝わらずと

ても厳しかった。次に食べ物がパンばっかりだったし、しょっぱくて厳しかった。何より厳しかった

のはご飯を夕食だけ出してもらえなかったこと。日本から持ってきたお菓子を食べまくった。メシ食

べて～！だけど、そこの家庭は家族全員がみんな仲良くて、そういうところは一番かなと思いました。

早く日本に帰ってご飯が食べたいです。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２０ 日 （日曜日）          記録者  清水 彬弘     

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
７：００起床～散歩～ビーチバレー～ 
９：００朝食 

１０：００プール 
１２：００昼食 
１８：００ヒルデン到着 
１８：３０夕食 
２２：４５就寝 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・サッカーはどうでしたか？ 

 
ドイツ遠征 6 目。今日はサッカーの練習は休みで朝ビーチバレー、午前中はプールに行った。ビーチ

バレーはもちろん足でやるのだが、僕は砂に足をとられてとてもやりにくいと思った。でもとても面

白かったのでまたやってみたいと思った。しかしビーチバレーはドイツ人チームと試合をして負けて

しまった。その後、朝食を食べプールへ行った。プールはとても広かった。ウォータースライダーも

あった。ウォータースライダーは一人か二人ずつ降りなきゃいけないのに、みんなで一気に降りたら

スライダーの中はぐちゃぐちゃになってしまって蹴られたりして痛かった。またプールの中には流れ

るプールやとても深いプールもあって面白かった。ドイツにはこんなプールがたくさんあると思うと

ドイツって施設が整っていてすごいな～と思った。プールにはドイツのサッカークラブの選手もいて

ロッカーの使い方やシャワーの使い方などを教えてもらってとても助かった。ドイツ人はそういうこ

とで気軽に話しかけてくれるのでいい人たちだと思った。 
午後はホテルで荷物をまとめてバスに積み、そしてヒルデンへ向けて出発した。バスの中では眠って

いて気づいたらヒルデンに到着していた。 
明日はケルンへ観光に行くので楽しみだ！ 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２０ 日 （日曜日）          記録者  箭本 桂弥      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
７：００起床 

 ９：００朝食～プール 
１２：００昼食 
１４：４５移動 
１８：５０夕食 
２２：４５消灯 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・サッカーはどうでしたか？ 

 
今日は７：００～９：００頃までビーチバレーをした。ビーチバレーではドイツのチームとやったけ

ど負けてしまった。負けてしまった理由はしっかりとヘディングで返せなかったからだと思う。しか

りとヘディングで返せていればもっといい勝負になっていたと思う。 
朝食を食べ終わった後にみんなでプールに行った。プルではドイツ人とウォータースライダーをやっ

てとても楽しめた。その後、泳ぐ練習をするためのプールで大地や建伍たちとふざけていたら溺れそ

うになった。その後、違うプールに行く途中、階段で滑ってこけてしまった。 
今日は試合はなかったけど、明日の観光をおもいっきり楽しんで午後の試合は闘う気持ちを持って試

合に臨み絶対に勝ちたい！ 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２１ 日 （月曜日）          記録者  沢登 拓哉      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
７：００起床 
８：００ケルンへ出発 

１０：００ケルン大聖堂見学 
１１：００自由行動 
１４：００ケルン出発 
１５：００ホテル到着 
１８：３０キックオフ 
２０：３０夕飯 
１１：１５消灯 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・サッカーはどうでしたか？ 

 
今日は 7 時に朝食を食べたが、さすがにパンばかりで飽きてきた。白いご飯が食べたいと初めて思っ

た。そして 8 時からケルンへ電車で出発した。ケルンに着いたら大聖堂へ行きラセン階段を登った。

階段はとても長く、やっと着いたと思ったらまだ階段があった。その階段で僕の前にいたトモが「俺

行きたくね～よ（泣）」とすごい高さにビビッて立ち止まっていた。そして頂上に着いたらみんなで写

真をたくさん撮った。頂上はとても高くて足がすくんだ。更に疲れた。その後は自由行動でケルンの

町へ出掛けた。僕は謙と一緒にスポーツショップと服屋と雑貨屋に行って家族や友達にお土産を買っ

た。そして無事に駅に到着することができた。その後試合をした。今日は勝とうという気合が入って

いた。僕は先発で出場！ドイツで初得点することができた。結果は５－１でフォルトゥナが初勝利す

ることができた。 
明日もデュッセルドルフへ出掛けたり試合もあるので、観光は楽しんで試合は頑張って勝ちたいと思

う。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２１ 日 （月曜日）          記録者  白神 元気      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
７：００起床 
８：００出発 

１０：００ケルン到着 ケルンドーム見学＆自由時間 
１４：３０ホテル 
１６：３０出発 
１８：３０K.O 
２１：００夕食 
２２：００洗濯 
２３：００就寝 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日はこのホテルで初めての朝食だった。前のホテルよりずっときれいでおいしかった。8 時にホテル

を出発してケルンへ行った。ケルンドームはとても大きくて階段が多くて頂上まで上るのがとても大

変だった。最近ドイツ人が周りにいても違和感が無くなって、そこらへんのドイツ人と結構話ができ

るようになってきた。ケルンの町は結構広くてすごく疲れたけど、みんなとお土産を探したり話をす

るのが楽しかった。 
サッカーはドイツで初勝利を収めることができた。おかげで夕飯ではジュースを 1 本増やしてもらえ

た。夕食後は涼馬と一緒に洗濯に行った。洗濯機は日本の物より時間がかかって皆川さんと涼馬と文

句を言った。ホテルの帰ってから寝るまで時間がかかったけど無事に 1 日が終わった。明日は最終日

だから楽しく思い出になるように過ごす。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２２ 日 （火曜日）          記録者  河野 大幸      

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
朝、一真は寝坊しかけました。けど敦史がなんとか起こしてくれて間に合いました。ご飯はまたパン

を食べました。おかずはソーセージや卵を食べました。微妙でした。その後デュッセルドルフに行っ

て買い物をしました。大輔はちょっといじめられていました。そしてたら急に具合が悪いといってヘ

ニョへニョになってしまいました。昼食は日本食を食べたくて食べたくて我慢できずみんなで天丼と

焼肉丼を食べました。やっぱり日本食は最高でした。今日も歩き疲れました。 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日は地図を見せながら道を聞いてかなりドイツ人とコミュニケーションがとれたと思います。けど

日本人に会った時はどこかホッとして嬉しかったです。道を歩いているとめちゃ×２でかい犬が座っ

ててそこに大輔が座って犬の 3 匹ショットを撮りました。なんか同じような感じで笑えました。通行

人はすごい顔をしてこっちを見ていました。 
サッカーはボールを受けるときに焦ってしまったり、僕がボールを受ける前に準備するのは当たり前

だけど僕が出したい人にも声をかけて準備させるようにもしたいと思います。 
今日も疲れたけど楽しかったです。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年 ８ 月 ２２ 日 （火曜日）          記録者  唐沢 力       

１．今日の日程 （朝から夜までの君の行動を書いて・・・） 
 
 ７：００起床 
 ９：３０ホテル出発 デュッセルドルフ観光 
１６：００ホテル到着 
１６：３０ホテル出発 試合 
２０：００ホテル到着 
２１：００夕食 
１０：１５ミーティング 
１１：００消灯 
 
２．今日を振り返って  ・ドイツ人とのコミュニケーションは？  

・何かチャレンジした事は？ 
・ サッカーはどうでしたか？ 

 
今日はデュッセルドルフ観光のときに道に迷ってしまったけどドイツ人の人に道を聞いたら丁寧に答

えてくれて日本では答えてくれない人もいるので僕はドイツ人みたいな優しい人になりたいなと思っ

た。デュッセルドルフでは彼女とお揃いのブレスレットを買った。チャンピオンリーグで使ったレプ

リカボールを自分用に買った。 
今日は最後のドイツチームとの試合で後半から出たけどパスミスが多かった。フィジカルが強くて身

長の高い選手への対応をしっかり身につけたいです。 
初めてチキンの丸焼きを食べたのでとにかくおいしかった。楽しかった。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年  月  日 （曜日）          記録者  堀ノ内 建伍     

 
まとめ 

 
ホームステイ編 
僕は若槻とホームステイをしました。俺らはドイツ語の本を持っていきました。家の人には本を見せ

て欲しい物や挨拶をしました。そこには 3 人兄弟でした。そしてそこの家はメシを 1 日 2 食しかくれ

ませんでした。なので腹が減ってしかたありませんでした。俺と若槻は近くにあった町に行ってご飯

を食べました。そして夜になり風呂を借りました。けど風呂はなんかカビみたいなものが生えていま

した。僕は具合悪くなりそうでした（笑）後、そこのお母さんはかなりため息ばっかりついていて嫌

な気分になりました。けど家族は仲が良くて、こんなに仲が良い家族は初めて見ました。 
こんなホームステイでしたが、とてもいい思い出となりました。とてもいい経験ができました。 
 
サッカー編 
ドイツ人は身長が高くてびびった。けど試合をやってみると日本も技術ではそこまで差が無かったと

思います。そしてドイツ人はとても体の当たりが強かったです。その部分は日本よりかなり強いと感

じた。この試合での経験は自信になりました。日本に帰っても生かしていきたい。こんな経験はなか

なかできないからとても良かったです！ 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年   月   日  （曜日）            記録者  平出 涼      

 
まとめ 

 
僕はこの遠征を通して学んだこと、そして悔いがのこってしまったことがいくつかあった。 
学んだことといえば、まずホームステイで僕の方後との英語を分かろうとしてくれたり、伝えるのは

難しいのに色々と話しかけてくれたベル家の優しさや思いやりを私生活、そしてサッカーでも生かし

ていけたらいいと思います。 
サッカー面で学んだことは僕らがやろうとしているグループで崩すサッカーが出来ているときは、相

手が高校生だろうと良い形で崩せてチャンスを作りだすことができるのだと分かった。逆にロングボ

ールが多くなるとリズムが悪くなり失点につながってしまうことも分かった。 
悔いが残ってしまったのはホームステイでマーヴィンやお父さんとはたくさん話せたけど、妹のヤネ

やお母さんとはあまり話す機会を作れなかったことです。だからまたこういう機会があれば自分から

話しかけることを意識していきたいです。 



フォルトゥナサッカークラブ ドイツ遠征２００６ 

 
２００６年   月   日  （曜日）            記録者  深澤 大地     

 
まとめ 

 
このドイツ遠征は 3 年間の中でみんなが楽しみにしていたものだと思います。初めて飛行機に乗る人

もいればすでに乗ったことのある人もいました。飛行機で 13 時間近くみんなで楽しんだ。ドイツに着

いたのは夕方 6 時くらいでした。その日からホームステイがあり、1 人なのか 2 人なのかワクワクし

ながら待っていました。1 人の人は戸惑いながらも言葉の問題をクリアしていたと思う。逆に 2 人の

人はどちらか 1 人が話せばいいから自分は 1 人でよかったと思う。 
ホームステイ先で学校に行ったり町に出かけたりしていい経験をしました。3 泊 4 日の短いホームス

テイだったけど、みんな仲良くなり別れの日には思わず感情あふれて泣いてしまった人、楽しく別れ

た人もいた。自分は別れたときは寂しい気持ちで一杯でした。そして別れた日からヒルデンのチーム

と合同合宿！みんなドイツまで来て合宿かよ～とちょっとテンション下がりめ・・・でもいざとなれ

ばしっかり頑張りました！ヒルデンのチームは高校生で年上なのでみんなビビリ気味。でも試合とな

ればみんな戦い、自分より大きい選手に負けないように必死でした。試合は負けたけど良いものが 1
人１人の中でできたと思う。合宿最終日はヒルデンの人たちとみんなでプール。みんな最後なので大

はしゃぎでした。ドイツ遠征も残り 3 日。観光にも行きみんなで買い物にも行きました。5 時間近く

自由行動でした。道もわからぬまま買い物へいきました。とてもいい経験ができました。誰か迷う奴

がいないか心配でしたが誰も迷うことなく時間内に帰ってきてすごいなと思いました。 
このドイツ遠征を通して自分にプラスになったことがたくさんできたと思います。またドイツに行き

たい。また違うところにも行ってみたいと思った人もいるだろう。 
最後の飛行機内は、楽しんだ人や疲れてずっと寝ていた人もいました。日本に帰れば高円宮杯が始ま

ると思っていたと思う。優勝というものをつかむ為にしっかりやっていこうと思いました。 
 
 

 


