
８月９日（土） 第５日目 くもり

時間 場所 内 容

7：３０

8：00

10：00

ホテル

ホテル

ホテル前集合 私と隆起と浅倉 ３人で散歩をした。

今まで一人で食事をしてからの買い物がてらの街ぶら
であったが、今日からは朝食前の散歩、いつもん合宿
と一緒だ。

今回の遠征、初日から天気があまり良くない・・・。どん
よりして今にも雨が落ちそうな天気が続く。 雷もよくな
り夕立ちのような雨も急に降ってくる。

今日も朝はちょっと肌寒い・・・・・・・。

そろそろ各ホームステイ先から選手たちが来るころです。 準備をしなきゃぁ・・・。

浅倉、この
パン美味し

いな!?

うん・・・・でも
俺はこの ミ
ニハンバーグ
のほうが好き! ふーん

朝食です。

お世話になったホームステイ先の家族と・・。

Wild家のお母さんとTobias君、そして左から
山下、功刀、大野の3人です。 ト
ビーは2009年の夏に日本にくるよ。 私の家

にホームステイします。

Schlottmann家のお母さんと中楯。弁護士の
お父さんの事務所は、あのKoenigsalleにあ

るんだよ。 すごいね。

Alms家のお父さん、お母さんそしてMarvin君 そ

して左が杉本、右が長谷部の二人です。



時間 場所 内 容

ホテル 引き続きホテルで出迎え・・・。

Pless家のお父さ
んと息子 そして
左から末木、中
国の二人だ。
お父さんの着て
いるゲームシャツ、
私が10年前にい
たチーム
BorsiaMoechengl
adbachだ。

Flakowski家の車からおりてきた5人の
選手たち。 後姿がお父さんだ。

Becker家のお父さんとFlorian君とそして
左から柿沼、岩瀬の二人。

Percoco-Garcia家のお母さんと
Patrick君、そして左から渡恭、芦
沢、河野の3人です。Patorickは本
当に楽しい奴でしたね。

Digklis家の息子Alexandros君と窪
川です。 窪川がかわいく見える
ね・・・・。

Kater家の息子Jan-Philipp君と後
藤です。 2日目にお母さんから泣
きが入った・・・・しゃべってくれない
から・・・気に入ってもらえないのか
なって悩んでましたよ。

Maloki家の息子Rajmond君と小野
ちゃんです。 似たような顔してる
ね・・・。



時間 場所 内 容

13：００

14：00

14：40

15：
15KO

ホテル

05/06

HildenSued

試合に向かう前、ホテル前に集合。

積もる話、ホームステイ先での出来事・・・
うるさいうるさい!!

ホームステイ先、みんな楽しい楽し
い・・・とかいいつつもなんかどうか緊張
感とストレスがあったはずだ・・・・。

そして今その緊張感から解き放たれ、
いつも見慣れた顔が横に前にいて、そ
れも日本語が通じる、こんな贅沢なこと
があるのだろうか!!

自然とみんな笑顔になっている。

０ － １
３ － ０３ １

【得点経過】 5min：HildenSued 40min：小野 55min：小野 60min：小野

ｆortuna98 vs 05/06HildenSued B1

ロッカールームで・・・。

午前中、ホテルのほうに戻らず、直接試合会場にきた2組のホームステイ先。

今日の相手は、高島
らがホームステイし
ているFlakowski家
の長男ケビンの所属
するチームだ。

ケビンもJurのチー

ムには来年入れる
かもしれない・・と
言っていたが、もっと
質を上げないとテス
トに受からない・・と
言っていた。

【豆知識】 共同のロッカールーム
には必ずある檻型収納スペース。

ここへ入れておけば盗難予防とな
る。

Zurlinden家のお母さんと息子のFabian君、そし
て左から森本と瀬田の２人。

Yesiloez家のお父さんと双子のFetullah君と
Said君、そして左から丹沢と水上の２人。



時間 場所 内 容

18：00 Vfb03

Hilden

【戦評】 グランドに着き、車のドアを開けると同時に大音響が耳に入ってきた。何事
だ!?とプラッツの中に入ってみると、フェスタ（お祭り）をやっていた。 クラブのトップ
チームのキックオフパーティのようなものだ。 8月末にシーズンが開幕するのだ。

このお祭り気分は、ここへ今回の遠征初勝利を目指してきているわれわれにとって
は、なんか集中できず、やな気分だ。

15時過ぎに始まったゲーム。 Jurは、〝shin、5-0で君らが勝てるよ！〟と言っては

いたが・・・・・・。 またもやゲームへの入りが良くない選手たち、ポゼッション（ボール
を奪われない）は良いのだが、前に行けない・・・しかけない・・・周りも動かない・・・。
だんだんリズムを奪われる。結局カウンターからPKを取られ、失点をした。いつもの

悪いパターンだ。 前半は、失点こそなかったが、全くリズムが単調で、つないでいる
だけのサッカーになってしまった。 後半、今遠征でキレのある中国を中盤に投入、し
ばらくしたらチームが動き出した。ボールも流れるように動き出した。

中国が、ボールを離して、動いてまた受ける・・・そして前に運んで行く、ということを
みんなの先頭になってやってくれた。その結果、リズムが完全にｆにきた。そして小野
の同点弾、逆転弾、追加点とハットトリック生み、チームもドイツでの初勝利を得た。
素直に良かった。 でも反省・課題の多いゲームだった。 ハーフタイムのミーティン
グで修正をしたが、まだまだ動きだすタイミング、ボールを離し受けるタイミングの〝
いつ？〟がチームで共有できていいない。 これは今後なんとかしていかなけれ
ば・・・。

《前半》

高島 河野 渡章(瀬田)

五味 柿沼

西室

中楯 長谷部 窪川 水上

（後藤）

山下

《後半》

杉本(丹沢) 小野 芦沢（内田）

大野 岩瀬

中国

真壁 渡恭 森本（浅倉） 末木

功刀

試合後、ホテルに戻り、身支度をし、ヒルデンのプラッツへ行った。
これからバーべキューだ！

もうこんなに、打
ち解けてい
る・・・・。
さすが子供たち
早いな・・・。
うらやましいよ。

ボールはこ
こ！



時間 場所 内 容

18：10

誰だ!
コーラに手を
出しているの
は？
炭酸がうまい
んだよね！！

煙い・・・目が
痛いよう！

愛情を感じるすごい視線・・？

怖い！

私のヒルデンでの飲み友達で
す。 名前は不明。でも必ずい
て、俺と一緒に飲んでくれる。
娘さんがサッカーをやっている
んだよ。 いつまでも元気でね。

拓夢、
フォークと
ナイフ上手
だな！

お肉２枚、
ください。



時間 場所 内 容

20：00

お願い、お肉
持ってきて！
お母さん。

何を、だれに
お願いしてる
の？柿沼は・・

ー大和ー
おいしい。

ドイツ最高！！

ドイツの子供たちも携帯使っ
て、写メ撮ってるよ！

万国共通だ・・・



時間 場所 内 容



時間 場所 内 容

20：50
いよいよお別れ・・・・パーティーも終わりだ！ みんなと最後のタッチ

森本はHPのお母さんにサヨナ
ラ・・・。森恭…泣きそう・・・??

Flakowskiの奥さんGabiさん。
例年ユニフォームを洗濯をしてくれている。
今年はちょっと体調を崩しているとのこと・・・。
体は大事にしてくださいよ。 ５人のホーム
ステイありがとうございました。

皆川の行くところに
は、必ずビー
ル・・・・・？
今年は樽ではなく
瓶ビールでした。
でもおいしい。
Tobiasから日本に
来たいという話を
聞かされる・・・
大歓迎だと答えた。

会の最後の方で、やっと来てくれました。 下田さんご夫妻です。 ずーっと日本にいる時からお世話になり
Jur氏とのコンタクトを取ってくれている人です。 奥さんも元気でかわいいですね。下田さん・・・。

記念に ｆ のタオルとペナントをさし上げました。 そしたらすぐ封を切り、写真に入れてくれました。 うれしい
ですね。 みんなで写真撮りました。 今回、試合の時の集合写真以外、全員で撮る写真、少ないんだよ
ね・・・・貴重な写真です。

バーべキューが終わったのは９時、このあとここでミーティング（明日の予定等）をし、歩いてホテルまで帰りま
した。まだこんなに明るいんですよ。夜９時だというのに。
さぁー明日はOberhausenだ！チケット手に入るかな？ えーい、いざとなったら強行突破だ！！



【高島 宏精】 1993／05／27生まれ

8：00起床、9：00朝ごはん、10：00外でリフティング、１１：00ホームステイ先のファミリーと
お別れ、12：00ホテル着、14：00グランド着、15：00試合（ケビンがいるチームとやって3-1
だった。） 16：30シャワー、18：00バーベキュー、21：00ホテル着、22：30消灯

ドイツ人とのコミュニケーションは、バーべキューの時何人かの人としゃべった。軽いあい
さつや、自己紹介をした。ホームステイのときに、なるべくドイツ語でしゃべってコミュニ
ケーションをとることができた。朝泊めて貰っていた家の周りを歩いて、街を少しでも覚え
ようと努力してみた。ドイツのグランドと気候には少し慣れたが、自分のプレーに精一杯で
仲間のカバーができなかった。

【水上 竜一】 1993／04／19生まれ

今日はホームステイ最後の日なので、朝からお礼の手紙を書こうと思い、ドイツ語の本を見ながら少しでも感
謝の気持ちが伝わるように書きました。

Vielen Dank fuer die Einladung. Duetschland das gefaellt mir.  Ich danke Ihnen herzlich.            

Ich hoffe, dass wir uns irgendwann,   Bleiben wir in Kontakt.  Aufwiedersehen.

( お招きありがとうございます。 僕はドイツが気に入りました。 心より感謝いたします。

いつか会える日を楽しみしています。 そして連絡はとり続けましょう。 さようなら。 ）

ホームステイ先では言葉が通じず、お互いに戸惑うこともあったけど、家族 みんな
が優しくしてくれて本当に良かったです。自分も言葉を調べながら、 少しでも多くのド
イツ人とコミュニケーションを取れるようにチャレンジできて 良い経験になりました。
昼にはいつもと同じように、パンとチーズ、卵、ジャム トマトなどの食材をはさんで食べる
昼食を出してくれました。その時に俊平と 今日は、午後から試合になる予定なのに
自分たちは荷物をまとめて準備して あるがなかなかホテルに行く気配がありませんでし
た。直接試合会場に送って くれるのか、不安だったので聞いてみることにしました。し
かしうまく伝わりませんでした。相手に思いを伝えることは大切なことだけど、とても難しいと感じました。

試合でも昼のことと同じように、僕には反省点で、もっとコミュニケーションをとって、周りと絡んで行かないと
いけないと思いました。そうすればもっと自分も活きるし、周りの選手も活かせると思います。それを感じたの
は、隆起が前を向いて良い状態の時にオーバーラップをすればチャンスになると思って走ったが、前の柊弥
が開いて受けようとしていて、自分が上がろうとしていたスペースがなくなってしまいました。結局ボールは自
分の所へ来たけど、クロスまで行けなかったです。 一言声を掛けていれば、もっといいプレーができたかも
しれないし、ディフェンスも困ったと思います。あとディフェンスになったときにもっと前の選手を動かして、自
分のところで意図的にボールを奪えるようにしていきたいです。そのためにしっかり声を出して伝えることが
大切だと思いました。

良いプランを立てるために試合中、自分を見失わずに、冷静に周りの状況を把握すること、状況にあったプ
レーをすることが特に大切になってきます。こうやって書くことはできるが、実際にピッチに立ってプレーして
みると相手のプレッシャーもあり、なかなか難しい。だけどいつまでも難しいって言っていたら、結局自分のも
のにできずに終わってしまうのでピッチに立って自分で考えながらチャレンジして身につけていくしかないと思
います。そのためにドイツでいろいろなことにチャレンジして、すぐにはうまくいかなくてもきっかけがつかめる
ようにしたいです。
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