
8月21日（Sat） 第5日目

Time Place Action

6：00

6：20

7：20

8：20

8：30

E-Tap
Hotel

in Krefeld

ランドリー

E-Tap
Hotel

Haupt 
Bahnhof
Krefeld

Get up 集合

九州遠征からこの二人怪しい！！

駅の構内へ移動し、ホームで電車を待つ。 いよいよ長い1日が始まる。

Hotel近くの中央駅前に集合!!

駅前には映画館があり、連日長蛇の列で、
ドイツ人も映画見るんだなーと誰かがポツリ
と言っていた。

今日の洗濯係りは畑川、
功刀、土橋の3人

朝食

今日はKolnへ観光と、ブンデスリーグの試合観戦だ。

選手達は楽しい日だろうが、私のとっては緊張感の続く日だ!!

実際、迷子事件の連続であった。

時間は、朝7時10分前、 ホ

テルの選手達はまだベットの
中だろうか??

まだほんのり暗い中ホテルを
出て、車一杯の洗濯物をか
ついで、マシンの中へ・・・・。

そしてマシンが動いている間は、暇
だ!! っでちょっと散歩に出かけた・・・・

そこに朝からやっているカフェがあった。
何か食べたいなーとリクエストの声。
仕方がないな!と 美味しいドイツの菓
子パンをごちそう!

どうだ!! 美味いだろう!!



Time Place Action

8：35

8：40

9：00

9：18

Krefeld
hbf

↓

↓

↓

Koln Hbf

Krefeldの中央駅を出発。 RE-7 2階建て電車乗り心地も最高!!

KrefeldからKolnまで快速電車で約40
分ほど・・・・の電車の旅。

広い車内、ゆったりした座席

乗り心地抜群です。

2階建て電車の座席から観える広

大な畑。

DusseldorfからKolnの間は結構こ

の景色が続く・・・。

Am Rhein（ライン河）を超えるとKoln Hbfだ!! さぁ降りるぞー!!

まだ朝9時過ぎだけど、選手のみ
んな、テンションが高い!!

駅のホームで!!

ホームから降りた地下通路で!!

“1 ・ 2 ・ さーん”



Time Place Action

9：30

Restaurant
Mienges

きれいなステンドグラスです。

内部ぐるっとひと回りステンドグラスの窓が
めぐらしていて、おごそかな雰囲気の中で、
色鮮やかさがひときわ目立ちます。

中央駅の建物をバックにDomeの横を歩き正面に向かう。
朝日がまぶしい!!

途中には、この地域のHauptbahnhof（中央駅）→

Koln駅へついたらまずはお決まりのThe Domeへ

教会

何を祈っているのかな!?

茶化すな丸山くん!!



Time Place Action

9：45

10：10

13：00

Koln Dome 頂上へ登る・・・・。私は下で待っていました。

頂上への階段!!

さて何段あったで
しょうか??

結構きついです
よ・・・この階段。

DOME前を解散。 いよいよショッピングの時間だ!!

13：00に集合と集合場所（今はなきPUMA Shop）を確認し、 “かいさん”

3時間後、この簡単な確認が、後でとんでもないことに・・・・・・。

密室のような階段を上る
と、今度は周りがすっき
り見える鉄骨の階段
に・・・。もう相当高いとこ
ろまで来ている。

高所恐怖症の木下・・・。

手すりにつかまる手に力
が入る!!

ショッピング ケルンの街中を♪♪ ♬

集合時間が近くなってきた。 集合場所のPUMA SHOPのあるところへ行った。 あれっ・・・あれっ・・・
PUMA Shopが無い・・・見当たらない・・・こりゃぁまいった。 みんなここに来るかな!?

1グループ・・・1グループと集まってきた。 ほっとひと安心・・・・・のはずが、ひとグループ5人が来な
い・・・。 結局彼らは、集合場所とは全然違うところにいて、さらにPUMA SHOPを探しに遠ざかっていた
みたいだ!! 携帯電話が、選手達と俺をつないだ!! 良かった。



Time Place Action

13：30

14：20

Markt Platz

Rhein Energie 
Stadion

Strassenbahnに乗って

Rhein Energie Stadionへ向かった。

路面電車の中には、1FC Kolnのユニフォー
ムをきたFanがいっぱい。

線路と平行して通っている歩道も、赤いユニ
フォームを着た若者、家族連れがビールを飲
みながらStadionに向かっている。

昨年は観られなかったブンデスリーグ

ヨーロッパのサッカーを観なければ、始まらな
い・・・・ブンデスリーグ楽しみだ!!

1FCKoln vs 1FC Kaiserslautern

なぁ、信太郎!! “えっそう・・・・・・ですね”

路面電車から降りたところは芝生広場。 その向こうに見えるスタジアム

このスタジアムはドイツワールドカップでも公式戦を行った場所である。

Kick Offまで時間があるので、芝生広場

で行われている数々のイベントを見学。
そんな時に騎馬隊が通った。

選手達が持っていたペットボトルを注意さ
れた!!

“スタジアムの中に持っていくなよ!!“と

この後、スタジアムに入る時、荷物検査
にがあるのだけれど、 選手達しっかり
ペットボトル引っかかりました。

Entschuldigen alles !!



Time Place Action

15：00

15：23

15：30

Rhein Energie 
Stadion

試合はHomeの利とポドロスキーの活躍でKolnが先

制。 しかし後半、カイザースラウテルンが反撃。ポド
ロスキーが負傷退場してから、リズムは完全にAway
チームへ。 結果は1－3

ケルンはホームゲームを落とした!!

選手入場 セレモニー

Kick OFF

スタジアムの中に入った。 この雰囲気に選
手達も大感激。

小瀬とは違うだろう!! と俺は自慢した!!

1FCKolnのホームゲームであったが、座った
席はAwayのKaiserslautern側だった。

客席もほぼ埋まり、独特な雰囲気が・・・・。



Time Place Action

17：45

19：30

19：42

20：40

22：00

Rhein Energie 
Stadion

Koln Hbf

Koln Hbf

Restaurant
Wienges

Hotel E-tap

昨年は観られなかったブンデスリーグ

ヨーロッパのサッカーを観なければ、始まらな
い・・・・ブンデスリーグ楽しみだ!!

1FCKoln vs 1FC Kaiserslautern

なぁ、宮内君!! “えっそう・・・・・・ですね”

試合終了後、 Koln駅に向かって
帰る路面電車の駅は、大混雑!

こりゃ40人、全員が乗れそうにな

いな・・・・・と、まず前団を乗せ、そ
のリーダーに後藤をつけ、終点が
乗ったところだから、終点まで行っ
て降りろ、そしてそこで待ってて!と
伝えて、彼らの電車がスタート。

ケルン駅のホームへ全員集合

次の電車が来た。 最前列の頭に “Neumarkt” と書いてあった。 これでいい! っと思った瞬間、前の電車
のそれを思い出した! “Dome Hbf” と書いたあったような・・・・っということは途中で違う方向へ走って行って
しまう。 ヤバい!!

混雑の中、後藤の携帯に電話。 なかなか出ない・・・・・やはり混雑で音も聞こえないし、当然電車の中のマ
ナーを考えると、携帯の音は消しているし、電話に気がついたとしても出れないだろう! それでも、じゃんじゃん

電話した。

何回電話しただろう!

18：15 もうこっちは目的地のNeumarkt駅に着いた。 なかなか後藤につながらない・・・・・彼らが乗った電車
の行き先を調べると、Koln駅を通って、2つの目の駅が終点だった・・・・・そう、遠いところまでは行かないこと
はわかった。 後藤がいるし、大丈夫!と心を頭の中を整理はしたものの、とにかく何とかしないと・・・・。 すると、
俺の携帯が鳴った。 後藤からだ!

“今どこ??” “えっ終点まで行きました・・・・なんて言う駅かわかりません”

“今、地下?” “ハイ” “地上に上がってケルンのドームを探してみて”

そんなやり取りが10分ほどあり、何とかケルンドームに向け、歩きだすことができた。

途中何度か位置確認のために携帯へ電話・・・・・順調にDomeへ向かっているようだが、顔を観るまでは安心

できない。

19：10 黒い集団がDomeの陰から観えてきた・・・1人、2人・・・・・・・・全員いる・・・・良かった。

ホッと一息、今日は2回の迷子騒動があった。 大事に至らなかったが、笑ってすまされることではない。

これから気を引き締めて行かないと・・・・・・事前のチェックが必要。

後藤、ありがとう!!

2階建ての電車に乗りKrefeldへ出発。

いつものレストランに40分遅れで到着。

それでも快く迎えてくれたお店の方々

Vieren Dank!!

やっとホテルに着きました! 疲れたー。



今日の日記と感想 8月21日（Sat）
【KONO Masaya】 1995／7／20 生まれ
ドイツ遠征5日目の朝、いつも通りに朝食を食べ、集合時間に集合場所に集まった。今日は試合はなくKolnへ行き、観光をしそのあと、ブンデスリーグのケルンvsカイザースラウテ
ルンの試合を観戦する予定だ。 まずは電車でKolnまで向かった。 Kolnに着くと、目の前に大
聖堂が観えた。 さすが観光名所なだけはあり、さまざまな国の人や、パフォーマーが見られた。
その中でも日本旅行者もいた。久しぶりに日本語で話ができるクラブ以外の人とふれあいが持
てて、内心うれしかった。

ケルン大聖堂の中では神聖な教会で、すごく静かで凛とした雰囲気だった。 その後大聖堂の
頂上まで登った。 階段は狭くて暑かった。登っている最中、どうやって造ったんだろうな・・・とか
を考えながら上がっていく中、もう一つ考えたことは、その階段の壁は落書きだらけだったという
ことで、これじゃあいくら外見が良くても、結局内側が汚かったら、台無しになってしまうと思った。
そして頂上では、Koln周辺やRhein河が観え、相当高い教会だなと実感した。 その後ショッピ
ングの時間ということで解散となった。 自分は、信太郎、河田、優斗、純也と行動した。最初はみんなでスポーツ店やいろんなショップに行き見て回った。 その後昼ごはんは途中に
あったマックとサンドイッチですまして、集合場所に向かおうとした。そして教えてもらった道を、感でたどっていき、やがて・・・・・迷ってしまった。迷った直前は、まだ焦りはなかったが、いろんな道を行ったり来たりしていたら、どんどんわから
なくなり、周りの人に聞いたりした。 だけど、自分達が行くところをよくわかっていないのに、そ
れを英語で話すというのは、難しくてなかなか目的地に行けなかった。 そして結局純也の携帯
で、皆川さんに電話してなんとか着いた。 そして自分が思ったことは、この異国の地で、迷子に
なってしまうという経験は、なかなかできないことなので、逆に良い経験をしたんじゃないかと思っ
た。

この後、ブンデスリー1部の試合を観た。 ケルンのスタジアムに向かう途中、街中は試合観戦
者やサポーターでいっぱいだった。 そしてスタジアムに着くと、たくさんの人でにぎわっていた。
試合が始まると、サポータの声が響き渡った。 試合は先制点を取ったのはケルン、その時一気
に観客のテンションが上がり、会場内は、声が響いて、床が揺れるほどだった。 結局、カイザー
スラウテルンが逆転勝ちという結果に終わったが、カイザーの観客のテンションは最高潮だった。
そして見知らぬ人とハイタッチをしたりと、わずかな時間でサッカーを一緒に楽しんだだけで、見
知らぬ外国人と感情を共有できるということはすごく良いことで、やはり日本のJリーグとは一味
違う盛り上がりがでた。 試合後電車に乗った。 車内は、人だらけで、立っているだけで汗が噴
き出てくるほどの人口密度だった。そして電車を降りると異変に気付いた。 また迷ってしまった
のだ。 とりあえず試行錯誤しながら、そして道を聞きながらひたすら歩いた。 歩き続けると大
聖堂が観え、あと一息っというとこで皆川さんやみんなに合流できた。 本日2度目の迷子だった。
電車に乗りホテルに戻った。 その夜はすぐに寝てしまった。 ある意味すごく疲れた一日だった。



【MIYAUCHI Shintaro】1995／12／5 生まれ

朝は7時に起きて、早めにご飯を食べ、出かける準備をした。 ケルンが

どんなところなのか楽しみで、電車の中では景色を眺めるだけでした。

ケルンに着いた時のKoln Domeの高さ、人の多さに圧倒された。 ドー

ムの最上階までの階段の数は、500段を超え、足がしびれるほど疲れた

が、そこから見た景色は最高だった。

自由時間になると、人々がとても多く、迷わないか心配になりました・・・・

そして、案の定迷ってしまいました。

集合場所が分からずにひたすらまっすぐ行ってしまったため、行きすぎて

しまい、皆川さんと連絡を取りながら、集合場所に着いた。 ホッとした。

3時半からKOのケルンvsカイザースラウテルンはケルンが勝つと思った

が、やはりサッカーには何が起こるか分からない・・・・ということが良く分

かる試合でした。1人退場したケルンが先制し、守りを固めて守りきろうと

したが、後半の終了間際に立て続けに3点を奪われ、1－3。 しかし結果

以上にすごいと思ったのが、ポドルスキー選手で、1stタッチ、スピードの

緩急、DFの意識、全てが世界のトップレベルだと思いました。

そう考えると、自分はまだまだ駄目だということが良く分かりました。

カイザーも同点にした後の勢いには、1点の重みを感じました。

明日からの残り2試合で自分が何をできるのか、確かめて、高円宮杯ま

でには、弱点を克服して、チームの戦力になれるように頑張っていきたい

です。
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