
8月23日（Mon） 第7日目

Time Place Action

5：55

6：15

7：30

8：50

E-Tap
Hotel

in Krefeld

Laundry

E-Tap
Hotel

Get up 今日は昨日走って頑張ってしまったせいか、起きれなかった。

ドアをたたく音、多分相当の時間、気がつかなったのだろう!
ドアを開けると、小田切が立っていた。 ごめん・・・

すぐ着替え、車でコインランドリーに向かった。

今日は相当な量だ。車の中が洗濯物でいっぱい

となった。 においもすごい!!
ファブリーズが必要だ!!

九州遠征からこの二人怪しい！！

ランドリーに戻り、3人に囲まれ、今度はジュースを飲ませろ!! と脅され（*^_^*） 買わされた!!

←朝の洗濯係りの恒例となった菓子パン。

朝からやっているカフェもおなじみさんとなり、朝から話が
はずんだ。 イタリア系の親父さんと娘さんでやっているカ
フェ。

Hotelでの朝食

田中隆也はしっかり合羽を用意! さすが準備が良い。

昨日から雨が続くが、選手達のテンションは、高いままで維持!

たくましくなってきた選手達を観ると俺も心強い。

迷子騒動を乗り越え、だんだん自立心もでき、選手たちそれぞれ
に責任感も出てきたような気がする。

Hotelの前に集合

9時前だというのに、今
朝は暗い!!

朝から今日は雨、雷も
伴ってかなりの雨量!!

今日はショッピング!街
を歩かなければならな
いので、ちょっと大変!

Strassenbahnの切符を買う機械。

自転車、犬なども一緒の時も、このマシンで購入可能!



Time Place Action

9：08

9：50

10：10

Strassen
bahn

Dusseldorf
Hbf

Dusseldorf
Hbf

Dusseldorf ではちょっと雨も

弱くなった。

ショッピングの後、試合がある
のでボールなども持参。

荷物が多くちょっと大変だ!!

路面電車に乗るとすぐやらねばならないこと
がある。

それは乗車切符のスタンピングだ。

この機械で日付を印字してもらう。 これをや
らずに車掌さんにみせるとキセル扱いとなり
罰金を取られる。

Dusseldorfまでの40分間 電車の中ではゲームをやったり、話に夢

中になったりで、外の雨は全く気になりませんでした。

集合場所をしっかり確認し、解散した。約2時間半ほどの自由時間だ!

Dusseldorfの街が見えてきた。

Rhein河を渡る橋の上から。

左の写真は、両替銀行だ。

歩いているこの通りは、通称日本人
通りと言って、Immerman Str

（インマーマンシュトラッセ）という。

日本の本屋さん、食事処がある。



Time Place Action

12：50

13；05

Dusseldorf
Stadt

Dusseldorf
Hbf

Bus

↓

↓

Rathaus vom Dusseldorf デュッセルドルフ市役所です。

迎えのバスに乗り、試合会場へと向かう・・・・・。 重い荷
物を肩にしょっていたので一息つける・・・良かった。

解散した場所へ集合
荷物が多いんだけど、お土産も買わなけれ
ば・・・・とみんなスポーツ用品店に立ち寄り、
いっぱい買ってきた模様。

下の写真の店が、一番の品数で人気だった。」

バスの中では、買ってきたユニフォームなどを出し合ってみんなで品定め!!

さて買い物上手は誰だったのかな!?



Time Place Action

14：20

15：00

Menchen
Gladbach

On The Pitch

Borussia M”Gladbach 実は私が1995年～1998年までのドイツ滞在中のな
かの 後の1年間を過ごしたっというかトレーニングを積ませていただいたク

ラブだ。

当時とは変わって、すっかりスタジアムも新装、育成部も新スタジアム周辺で
の活動になっており、当時の面影は全くない。

スタッフも当然当時のスタッフはいませんでした。 ちょっと10年前の懐かしい

仲間に会えるかなと、期待していたけれど・・・・・全く昔の面影は影も形もな
かった。

ビルのようなスタジアムの中にある育成部のロッカールーム。

まだまだ新しい香りのするスタジアム。

こんな環境でできるドイツの選手達がうらやましい・・・です。

今日は、負けられん・・・・なんとしても恩返しだ!! 俺の中では。

午前中の雨がウソのように晴れ渡ってきた。 スタジアムをバックに人工芝、天然芝のグランドが8面ほどある

グランド。



Time Place Action

15：20

15：30

On the Pitch

Goal： なし

0 － 1

0 － 1
0 2

《2nd》

原 宮内 涼太

和田

松谷 望月

森本 樋川 望月 山崎

河野寛

《1st》

三井 猪股 石川
（天川）

木下

雄志 木村

畑川 土橋 明石 後藤

中村

写真で観ての通り、相手のチームは1歳下の選手達。 しかし、添えはブン

デスリーグの下部組織チーム。 テクニック、運動量は質が高い。そして守
備の意識が非常に高いのは、ドイツらしかった。



Time Place Action

17：45

19：15

19：30

Borussia
M”Gladbach

Bochum
Stadion

《試合が終わって》

一言、 悪のゲームだった。 風が強く思うようにBallが走らなかったこともあるが、Ballを奪う、失う、

奪っても、また失う・・・・と攻撃にならない。 次の次まで予測してボールを動かしたり、ポジションを取った
りができない。

ゲームが進み、状況が悪くなると、ゲームを立て直すことができる選手がいなくなる。 これはチームとして
課題である。 これからトーナメントのゲームを戦っていく中で、苦しい状況、リズムが悪い状況はいくらで
も出てくる。 そんな中でいとも簡単に負けていたのでは、何の為にドイツまできて、たくましさを育ませて
いるのか分からなくなる。

また、1人1人、試合の状況を考えて判断し、プレーできるようになっていかなければならない・・・・・・。

それがまだまだだ・・・・ということだ!!

試合後、シャワーを浴び、バスに乗って次の目的地に向かった。

ブンデスリーグの2部リーグの試合観戦をする。

Bochum市内のRewirpower Stadionが会場となる。

今日の夕食Menuは、スタジアムのホットドック、メガドックだ

途中、Autobahn（高速道路）の渋滞もあり予定より30分ほど遅れて到着。

スタジアム付近に着くと、ちょうど今日の相手チームのTSV1860Munchen
のクラブバスに遭遇・・・・・・・・懐かしかった。

2年前、S級コーチライセンスのインターシップでドイツ、ミュンヘン市内にあ

るこのチームにお世話になった。



Time Place Action

20：15

22：00

23：00

25：00

Bochum
Stadion

Hotel E-Tap
In Krefeld

Kick Off

試合終了。 すでに時間は夜10：00 バスに乗りHotelに向かう。

右の写真が、ホーム
チームのBochumのサ

ポーター

左の写真が、Awayの
1860Munchenのサポー

ター

スタンドの4隅の一角がAway用の席。 その席にはホームチーム
の観客も近寄らない。 近寄るのは警備員がPolisだけ!!

Bochumには川

崎フロンターレ
から移籍してき
た韓国人のチョ
ンテセがCFとし

て出場

Hotelに到着。 いよいよ明日が 後のドイツの日。

あさってには日本へ帰国。 明日の日程を確認したり、そろそろ荷物の整
理に取り掛かれと、ミーティングをし、それぞれの部屋に散った。

今日は、各部屋の見回り、スーツケースのアドバイスなどなど・・・・寝る
のが遅くなった!!

今日買ってきたお土産・・・・というかほとんど自分の為に買ってきたゲー
ムシャツを、さっそく着て・・・・おい これからゲームでもやるのか!!

Vfl Bochum 1848  vs TSV 1860 Munchen

（Blue) （White)



【KAWADA  Hiroki】 1996／3／9 生まれ

ドイツ遠征7日目の朝、今日は7時くらいに起き、ちょっと遅めの朝食だった。 眠
い目をこすりながら、2階の朝食会場におりて行くと、もう何人かの一般の人や、

フォルトゥナの人がいた。 ドイツにも慣れてきて、挨拶もいくつか覚えたので、積
極的に “モルゲン” とホテルの人や一般の人に挨拶をした。

すると、みんなが必ず笑顔で “モルゲン” と返してくれたので、とてもうれしかっ

た。 少しでもドイツ人とドイツ語で話し、コミュニケーションがとれたことに感動し
た。 それにこっちの人たちは、あいさつすると相手が外国人であろうが必ず笑顔
で返してくれるので、気軽に挨拶することができた。

朝食はパンで、中央に山積みのパンとバター、チーズ、ヨーグルト、ココアなどが
並べられていた。 ドイツの食文化は日本とは違い、慣れないものが多かったけ
ど、パンが大好きな僕にとっては、朝食においしいパンが毎日食べられることは、
とてもうれしかった。

今日はDusseldorfの街へ行き、買い物をしたあと、試合をし、ブンデスリーグ2部
戦のBochum1848 vs 1860Munchen の試合を観戦する予定だ。 買い物は
Dusseldorf の街を2時間ほど自由にまわった。 デュッセルドルフの街はたくさ

んの店が立ち並び、とても賑やかだった。 スポーツショップでいろいろなチーム
のグッズを買ったり、昼食を食べたり、2時間を思いのままに過ごした。

その後の試合は、今回のドイツ遠征のなかで1番強い相手と対戦した。 自分は

試合に出れずとても悔しい思いをしたが、ドイツ人のプレーは、パスやシュートの
技術が高く、球際も強く、少しは勉強になることがあった。 試合を通して思ったこ
とは、アップではふざけているように見えるけど、試合になると本気になり、ただ
熱くなるだけでなく、プレーの質も良く、すごいと思った。

試合観戦では、2部ということもあり、思ったより観客が少なかった。 その中でも
HomeとAwayのチームのサポーターの応援はすごく、Jリーグでは観られない光
景を観ることができた。 試合はチョン・テセの2ゴールを含んだ3－2でBochum
が勝利した。 元々Jリーグにいたチョン・テセのゴールが、このヨーロッパで見ら
れたことは、本当にうれしかった。 その後ホテルに戻り就寝した。 今日1日だけ

でもいろいろなことがあり本当にいい経験になった。 日本に帰って生かせるよう
に頑張りたい。

【AKASHI Kazuho】 1995／7／1 生まれ

今日のスケジュールは、初めにDusseldorfで買い物をして、グランドに向かい試合をし

て、スタジアムでブンデスリーグを観戦するという少し忙しい日程でした。

Dusseldorfでは、昼食にドイツの巨大ソーセージが入ったホットドックを涼太と食べ、ボ

リュームのでかさに感動しました。 またデパートのエレベーターでは、1階や2階、地下

と同じように「F0」と書いてあり、0階という表した方にとまどい、トイレを探すのにとても苦

戦してしまいました。

そしてメインの試合では前日のゲームを生かし、前の選手達を動かしながらのプレーを

心掛けたのに、DFとMFのコミュニケーション不足からの失点をしてしまった。 自分の

対応の遅さに気付かされました。

シャワーの後の試合観戦は少し肌寒く感じましたが、サポーターの熱い応援と、またも

やホットドックのスケール＆ボリュームに興奮しました。 前半に力強いプレーでスタジア

ムを沸かせたチョン・テセの一つ一つのコントロールを観て、同じアジア人として「誇り」を

感じたのと共に、後半の彼のプレーを観て、体力の大切さを肌で感じました。

また選手1人1人の状況判断とそれを活かすテクニック、体の向きも近くで感じることがで

き、細かい準備が重要なのだと改めて感じました。 今日のブンデスリーグで観たプロの

プレーをこれからのゲームやトレーニングに活かしていきたいです。

今日の日記と感想 8月23日（Mon）


	8月23日（Mon）　第7日目　
	今日の日記と感想　　8月23日（Mon）

