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 私がまだ現役選手としてプレーし
ていたころ、多くの日本人選手がド
イツサッカー界で活躍するようにな
りましたが、それは日本サッカーが
過去20年で素晴らしい成長を遂げ
てきたことの証明に他ならないと思
います。香川真司選手や清武弘嗣
選手、長谷部誠選手らの名前は、
今後ブンデスリーガの歴史の中で
も、長く語り継がれていくに違いあ
りません。そして彼らだけでなく、そ
れに続く新しいタレントが次々にド
イツに渡ってきています。今年FC
東京からFSVマインツ05に加入し
た武藤嘉紀選手などは、すでにチー
ムでも主力としてプレーしています。
また私自身の経験として、引退前
の最後の所属クラブとなったアレマ
ニア・アーヘン(2012/13シーズン)
には、村上範和選手という日本人
のチームメートがいましたが、彼は

ドイツに来る前にはシンガポール
や南アフリカ、インドやその後ベル
ギーでもプレーをした、素晴らしい
ワールドフットボーラーでした。
 私はフォルトゥナのユニフォームを
着てプレーをしていたころから、頻
繁に日本人社会とはコンタクトを持
っていました。当時から、デュッセ
ルドルフで行われる日本デーへ足
を運んでおり、そこでフォルトゥナテ
ントを見つけ、限定グッズ販売を行
っていたことを嬉しく思っていまし
た。我々のクラブがデュッセルドル
フの日本社会との間に信頼関係を
築いていることは、クラブにとって
も素晴らしいことであることは間違
いありません。

 私は今、チームマネージャーとい
う立場ですが、いつか近い将来日
本人選手を迎えることが出来ること

も楽しみにしています。日本人はサ
ッカー能力に優れているだけでな
く、規律正しく、非常に友好的です。
そして選手だけでなく、我々のホー
ムスタジアムESPRITアリーナで、一
人でも多くの日本人ファンの皆様の
姿を見ることが出来ることを、毎試
合心より楽しみにしています。

親愛なる日本人社会の皆さまへ
チームマネージャー ザッシャ・ルスラー

Sascha Rösler, Teammanager

Liebe japanische Fortuna-Freunde,
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Heidenheim 1-0 F95
 アウェーに乗り込んで迎えた第3
節、フォルトゥナはハイデンハイ
ムと対戦した。前半から積極的
にチャンスを作るも、マティス・ボ
リーが決定機を活かしきれない
など、前半はスコアレスで折り返
す。後半は両チームともに攻勢に
出たため激しい戦いとなったが、
ハイデンハイムが77分にフリーキ
ックのこぼれ球から鮮やかな決
勝ループシュートを決めることに
成功する。フランク・クラマー監督
はその後、攻撃陣の選手を次々
投入するも、同点ゴールは奪うこ

とが出来ず、そのまま敗戦となっ
てしまった。

F95 1-2 SC Freiburg
 1部から降格してきた強豪フライブ
ルグを迎え撃ったこの一戦は、33
分に失点するも、その4分後にボ
リーが高速カウンターから独走
し、同点ゴールを決めることに成
功する。しかしその2分後に再び
ゴールを許すと、前半を1点ビハ
インドで折り返す。後半に入り攻
勢に出たフォルトゥナだったが、
まずはセルチャン・サラレアがPK
を失敗すると、その後もコーナー

キックからクリスティアン・シュトロー
ディークのヘディングシュートと、デ
ィディエ・ヤ・コナンのシュートがど
ちらも相手ゴールバーを直撃し、
どうしても得点を奪えない。そして
猛攻も実らず、この試合も落とし
てしまうことに。

1.FC Nürnberg 1-0 F95
 どちらのチームも開幕スタートに
失敗し、負けられない一戦となっ
たこの試合。しかしチーム状況を
象徴するように、どちらもフィニッ
シュの精度を欠く展開となる。そ
んな中、前半終了間際にユリア
ン・コッホがミドルシュートで相手
ゴールネットを揺らすことに成功。
しかしこれは、シュートコース上に
いたマイク・ファン・ドイネンがオフ
サイドの判定となり、得点が認め
られない。すると後半67分、カウン
ター攻撃から、一度はミヒャエル・
レンジングがセーブするも、こぼ
れ球を押し込まれて先制ゴールを
決められてしまう。クラマー監督は
新加入のケレム・デミルバイを投
入し、攻撃を活性化するも、89分
のヤ・コナンのシュートは再びゴー
ルバーに嫌われ、そのままタイム
アップとなってしまった。

Bei drei knappen Niederlagen fehlt jeweils ein Tor
毎試合1点が足らず、3連敗。
　ドイツ杯1回戦でPK戦までもつれ込んだRWエッセンとの激闘を制したフォルトゥナは、その後、リーグ戦
に戻るも3連敗を喫してしまう。毎試合好ファイトを披露するも、運にも見放され、毎回あと1点が届かない
試合が続いた。
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F95 3-0 1860 München
 フォルトゥナから1860ミュンヘンへ
移籍したばかりのミヒャエル・リーン
デルも出場したこの一戦は、アクセ
ル・べリングハウゼンが前半から躍
動する。開始9分に左サイドからの
センタリングでイラス・ベブーのヘデ
ィングゴールをアシストすると、30
分にはサラレアからのパスに抜け
出し、再びヤ・コナンのゴールをお
膳立てするクロスを上げる。前半を
2点リードで折り返したフォルトゥナ
は、勢いそのままに66分には再び
ヤ・コナンが相手ゴールネットを揺
らして3点差とすると、ディフェンス
陣もしっかりとした堅守を見せ、嬉し
い今季初勝利を、ホームESPRITア
リーナで掴むことに成功した。

VfL Bochum 1-1 F95
 火曜日の夜に開催された第7節
は、今季好調のボーフムとアウェー
で激突することに。多くのサポーター
が詰めかけたこのダービーは、前半
から激しい攻防戦となる。どちらも守
りに入ることなく積極的に攻撃を仕
掛け、両チームの守護神が好セー
ブを連発する試合展開となる。とこ
ろが26分、ロングボールのこぼれ
球を拾われ、一瞬の隙を突かれて
ボーフムに先制ゴールを決められ
てしまう。後半に入り、ベブーやサ
ラレアがシュートを放つも、これら
も相手GKの好プレーに阻まれる。
またボリーのシュートがゴールポス
トに直撃するなど、運にも見放され
てしまう。それでも最後まで諦めな

いフォルトゥナはロスタイム、サラレ
アのセンタリングにファン・ドイネン
が頭で劇的な同点弾を決め、貴重
な勝ち点1を獲得することに成功し
た。

Karlsruher SC 1-1 F95
 2試合連続でアウェー戦となった
今節は、昨季入れ替え戦に挑んだ
古豪のカールスルーエ。ここ2試合
で良いパフォーマンスを見せていた
フォルトゥナだったが、この日は
カールスルーエが試合を優位に
進め、多くの決定機を作られてし
まう。フォルトゥナも反撃を試みる
が、なかなかフィニッシュまでの
形が作れない。それでも後半に
フリーキックのチャンスを得ると、
デミルバイの蹴ったボールは密
集する両チームの選手の間をす
り抜けて、相手ゴールに吸い込ま
れ、先制点を挙げることに成功す
る。ところがその直後、シュトロー
ディークがエルヴィン・ホッファー
にボールを奪われ、同点ゴール
を決められてしまう。そしてこの僅
かなミスが命取りとなり、この試
合も引き分けでタイムアップを迎
えた。

Nach dem ersten Saisonsieg für zwei weitere Spiele ungeschlagen
今季初勝利から3戦負けなし！
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F95 0-1 SV Sandhausen
 前節のカールスルーエ戦ではリ
ードを守れなかったフォルトゥナ。
そこでしっかりと守備の確認をし
て挑んだこの一戦は、前半は安
定したディフェンスを見せる。しか
し今季を通じて決定力を欠く前線
の攻撃陣がなかなか先制点を奪
えない。すると後半の立ち上が
り、シュートのこぼれ球を元フォ
ルトゥナのラニサフ・ヨヴァノビッ
チに押し込まれ、これが決勝点
となって黒星を重ねる結果となっ
た。

1.FC Kaiserslautern 3-0 F95
 今節は左サイドを担ってきたべリ
ングハウゼンとサラレアが負傷
離脱することに。結果が欲しいク
ラマー監督にとって痛手となった
が、ポジション変更を行ってキック
オフを迎える。しかし試合は開始
11分、相手のカウンター攻撃から
失点を許してしまう。その後激し
い攻防戦となるも、フォルトゥナに
はなかなか得点が生まれない。
すると後半にはコーナーキックか
ら追加点を奪われると、反撃も実
らずロスタイムには3失点目を喫
し、2連敗となってしまった。

F95 1-0 DSC Arminia Bielefeld
 3年前にフォルトゥナを1部昇格に
導いたノーベルト・マイヤー監督
が率いるビーレフェルトを迎えて
のホーム試合は、お互い慎重な
立ち上がりに。それでも20分を過
ぎたところで両チームがファース
トシュートを放つと、24分に左サ
イドを突破したサラレアが相手GK
のオウンゴールを誘発させ、リー
ドを奪うことに成功する。その後
は守護神レンジングがファインセ

ーブを連発するなど、ディフェンス
陣も含めて安定した守備を見せ
たフォルトゥナは、度々カウンター
攻撃で応酬しながら90分間を戦
い抜き、タイムアップとともに今季
2勝目を挙げることに成功した。

Rasenballsport Leipzig 2-1 F95
 　負傷のため、コートジボワール
人コンビを欠いて挑んだライプツ
ィチ戦は、前半から防戦一方の
展開となる。中盤でボールを奪い
返しても素早いプレッシャーを受
け、なかなかチャンスを作れない
と、ハーフタイム直前の44分に失
点してしまう。さらに後半に入って
も走力の落ちないライプツィヒに
追加点を奪われる展開となるが、
フォルトゥナも75分にコーナーキ
ックからカリム・ハグイがヘディン
グシュートを決めて反撃の狼煙を
上げる。さらに新加入のアレクサ
ンダー・マドルンクや、ブンデスリ
ーガ2部デビューとなったエマニュ
エル・イヨハを投入して同点ゴー
ルを目指したが、この日も1点が
届かず、勝ち点を持ち帰ることは
出来なかった。

Gemeinsam sind wir stark
チーム一丸となって勝利へ。
 3試合負けなしと上昇気流に乗り始めたかに思えたチームだったが、ホームでザントハウゼンに敗れると、
アウェーでカイザースラウテンに3失点とディフェンスが崩壊してしまう。それでも立て直しを図り、チーム一
丸となって挑んだビーレフェルト戦で貴重な勝ち点3を獲得。しかし、その後ライプツィヒに敗れると、グロイ
ター・フュルトには再び1-0で勝利も、再びアウェーでザンクト・パウリに0-4の敗北となってしまった。
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F95 1-0 SpVgg Greuther Fürth
 クラマー監督にとって古巣との対
戦となった今節は、怪我で離脱し
ていたべリングハウゼンとボリー
が再びスタメン入り。するとフォル
トゥナは、開始早々から積極的な
攻撃を見せる。そしてその努力は
78分に報われることに。デミルバ
イの蹴ったコーナーキックが、174
ｃｍのヤ・コナンの頭にピタリと合
い、フュルトゴールを揺らすことに
成功。このゴールが決勝点とな
り、フォルトゥナが勝ち点3を獲得
した。

FC St. Pauli 4-0 F95
 連勝を狙ってアウェーに乗り込ん
だフォルトゥナだったが、前半
早々の決定的なチャンスを活
かしきれないと、そこからはパ
ウリの猛攻を受けることに。GK
レンジングが再三ファインセー
ブを見せる活躍を見せたが、
前半に2失点を喫して折り返す
と、後半にも2点を献上する結
果となり、最後まで攻守が上
手くかみ合わないままタイムア
ップを迎えることとなってしまっ
た。

*
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37 / IHLAS BEBOU
イラス・ベブー
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君はフォルトゥナで成長し、プロサ
ッカー選手になったわけだけど、そ
れについてどう思っている？
 まずはフォルトゥナでプロサッカー
選手になれたことは非常に嬉しい
ことだし、感謝しているよ。デュッセ
ルドルフは僕の故郷だし、ここで育
ってきただけだから、ここにいるこ
とはとても居心地が良いしね。

2013/14シーズン、ディナモ・ドレス
デンでデビューを果たしたわけだ
けど、どんな気持ちだった？
 とにかく最高の気分だったよ。ホー
ムスタジアムでデビュー出来て、本
当に多くのサポーターが応援してく
れていたし、もちろんあれだけ多く
の人の前でプレーするのも初めて
の経験だったしね。それに家族も
来てくれていて。みんな心から喜ん
でくれたよ。

そのあと、怪我のために長期離脱
を強いられたよね。またピッチに戻
ってこれると確信していた？
 もちろんだよ。長い離脱になるこ
とはわかっていたし、最初から医
者も最低でも半年は掛かると言っ
ていたしね。それでも絶対にまたピ
ッチに戻ってくると信じていたよ。

今や地元のスター選手になったわ
けだけど、そういう自覚はあるの
かな？
 僕が途中交代で投入されるときな
どは、サポーターからの大きな声
援をもらえているし、それはすごく
力になっている。デュッセルドルフ
の人たちが僕を応援してくれてい
ることはすごく嬉しいことだし、しっ
かりと感じているよ。

君にとってのこれからの目標とは
何かな？
 今はチームとともに、再び成果を
あげられるようになりたいと思って
いるよ。それにチームが好調にな
れば、僕自身も上手くいっているこ
とを意味するしね。いつか代表チ
ームでプレーすることは夢の1つだ
けど、とにかく今はチームのため
にプレーすることに集中しているか
な。

これまでに日本人と関わりを持っ
たような経験はある？そしてどん
な印象かな。
 過去には対戦したりした経験があ
るし、とてもいい印象を持っている
ね。(以前フォルトゥナに所属して
いた大前)元紀とも練習の時に軽
く喋ったくらいだったけど、個人的
には日本人はみんなとても穏やか
だし、勤勉だし、そういうところは僕
に似ているところもあると感じてる
よ。

日本文化について知っていること
はあるかな。日本食とかは好き？
 お寿司については知ってるけど、
そんなに食べに行ったりはあまり
しないかな。学生時代からの友人
に現地生まれの日本人の友人が
いるけど、ドイツ語でコミュニケー
ションを取っているし、特別日本文
化と接する機会はあんまりないか
な。

最後にフォルトゥナの日本人ファン
にメッセージを。
 僕たちの今の目標はとにかく結果
を出して、順位を上げていくこと。
チーム一丸となってそれに向かっ
て全力で努力していくし、僕として
もしっかりとチームの力になってい
くよう頑張りますので、是非スタジ
アムに足を運び、応援してくれれば
嬉しいです！

 フォルトゥナのユースアカデミー出身で、18歳でプロ契約をしながら長年怪我に苦しんできたベ
ブー。しかし今シーズンは怪我からも解放され、チームの中で重要な役割を担うまでに成長した。そん
なベブーにこれまでを振り返ってもらった。

イラス・ベブー Ihlas Bebou

 Ihlas Bebou

 背番号: 37
 生年月日: 1994年04月23日
 身長: 183 cm
 体重: 74 kg
 国籍: トーゴ 

 加入年: 2011年
 出身地: ソコデ(トーゴ) 
 現住地: デュッセルドルフ
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 現在シュカ監督率いるU19チー
ムに所属するタイラン・ドューマン
(18歳)と、今年ドイツU18代表にも
招集されたエマニュエル・イヨハ
(18歳)は、今季初めのキャンプか
らトップチームに帯同し、10月に
は2人揃ってプロ契約にサインし

た。特にイヨハは、今秋に行われ
たDFB主催のU18選抜トーナメン
ト大会に、DFBのU19選抜チーム
として出場。アドラー(ドイツのシン
ボル)を胸に付けてプレーし、初ゴー
ルもマークしている。さらには同10
月23日のライプチッヒ戦でブンデ

スリーガ2部デビューを果たすな
ど、その能力の高さを証明してい
る。
 また同様にU19チーム所属でキ
ャプテンを務めるレビス・ビアデ
は、18歳ながら母国コンゴU21代
表チームですでにデビューを飾
っている。加えてGKスメテー・コ
クポー(17歳)は、この秋に初め
てタイU19代表からの招集を受
け、U19アジアカップへの出場が掛
かった2試合のために、代表チー
ムのユニフォームに袖を通した。さ
らに今季U17チームからポレンス
キー監督が指揮するU18チームに
昇格したモハメド・ジョウアウディ
(17歳)は、チュニジアU19代表選
手としての経験を積んでいる。
 さらに、U19チーム所属のジョシ
ュア・ラース(17歳)は、今年10月
にチリで行われたU17ワールド
カップに出場したオーストラリア
U17代表の一員として全試合に
出場するなど、ベスト16進出の
原動力となる活躍を見せてい
る。

Tolle Entwicklung von NLZ-Spielern

成長著しいユースアカデミーの選手たち
 2008/09シーズン、ブンデスリーガ2部に昇格するとともに設立されたフォルトゥナのユースアカデミーが、今
年初めてDFB(ドイツサッカー協会)とDFL(ドイツプロサッカーリーグ機構)より2つ星を獲得した(3つ星が最
高)。現在ではU19、U17、U15チームはそれぞれ各年代のトップリーグに所属し、それぞれがコンスタントな
パフォーマンスを発揮しているだけでなく、年代別代表チームに招集されるタレントも増えてきている。
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 これまでドイツU16代表としてプ
レーしてきた、シジッチ監督率い
るフォルトゥナU17チームでキャプ
テンを務めるミカ・ハンラーツ(16
歳)は、今年9月にブレーメンで
行なわれていた4ヶ国トーナメン
ト大会に出場したドイツU17代表
マイケル・シェーンヴァイツ監督
から初招集を受けた。そのドイツ
代表は惜しくも優勝の座を逃した
が、大会を2位でフィニッシュし、

ハンラーツはイタリアU17代表戦
でスターティングデビューを飾っ
た(1-2で敗戦)。第2戦のイスラエ
ルU17代表との試合のメンバー
は、ほぼすべてのポジションを入
れ替えたため出場はなかったが
(6-0で勝利)、3戦目のオランダ
U17代表との対戦では、再びハ
ンラーツがセンターバックとして
起用され、2-2の試合に貢献して
いる。

 日本ではJリーグ4クラブで監督
を務め、日本語も非常に堪能な
ことで有名なゲルト・エンゲルス
氏を父に持つレオは、フィリピン
とドイツのハーフだが、日本で生
まれ育ったため、完璧な日本語
を話す。父の仕事の関係でドイ
ツに戻ると、複数クラブからの誘
いの中から2014年夏にフォルトゥ
ナ入りを決断。今季はU17チーム
で輝きを放つ、バイエルンのダグ
ラス・コスタに憧れる若武者は、 
「日々のトレーニングに100％取

り組んでいくことが、プロになるた
めの近道と昔から父に言われて
きた。日本の友達は恋しいときも
あるが、ドイツのサッカーを取り
巻く環境は素晴らしいし、集中し
てサッカー出来ている」と語る。
 そのレオとは東京横浜ドイツ学
園からの友達というシンタは、今
年の6月まで三菱養和巣鴨に所
属していたが、昔から父の母国
であるドイツでプレーすることを
熱望していた。そしてレオを通じ
てフォルトゥナU16へテスト参加

をすることが実現。見事入団の
許可を勝ち取り、この夏からデュ
ッセルドルフへやってきた。シン
タの夢はドイツ代表になること。
そのためには少しでも早く、ドイ
ツサッカーに慣れなくてはいけな
い。「日本人よりもやはりフィジカ
ルが圧倒的に強い。練習からみ
んなうるさいくらい声を出すし、す
ごく厳しい声も飛ぶ。練習ではま
だまだ出来ていない部分もある。
その辺はもっとやらなくちゃいけ
ない。でも(自分からも)だいぶ声
を出せるようにはなってきた」と
日独のサッカーの違いを感じな
がら、高い順応性も覗かせる。
 ユースアカデミーの選手たち
は、ESPRITアリーナで行われる
トップホーム試合でボールボーイ
を担当することがあるが、2人も
すでに経験済み。「サポーターの
声はすごかった。やはりあのピッ
チに立ってプレーしたい」と目を
輝かせる。「日本食は好き。ラー
メンを食べられるのは嬉しい」と
話す2人が、近い将来ESPRITアリ
ーナで、フォルトゥナファンを熱狂
させる日も遠くないかもしれない。

Die in Japan gebürtigen Talente „Leo“ und „Shinta“

日本生まれのハーフ2人も奮闘中！
　フォルトゥナのユースアカデミーには日本出身の若武者が所属している。レオ・エンゲルス(16歳)とシン
タ・アペルカンプ(15歳)の2人だ。日本とドイツを故郷とするタレントらは、このデュッセルドルフで夢を叶え
るために日々努力をしている。
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Arena-Führung für die japanische Schule
日本人学校ESPRITアリーナ見学会
 今年で8回目となるデュッセルドルフ日本人学校とのコラボ企画「ESPRITアリーナ見学会」が11月12日(木)に
実施された。日本デスク瀬田による事前授業でしっかりと予習してきた子供たちは、想像以上に大きいアリー
ナに終始驚きながら、見学会を楽しんだ。

 毎年恒例の時期がやってきた。
毎年11月に実施されている「ES-
PRITアリーナ見学会」に向けて、
まずは10月22日(木)にフォルトゥ
ナ日本デスクの瀬田が小学校を
訪問し、対象となる小学2年生に
向けて特別授業を行った。ドイツ
サッカーやフォルトゥナ、ESPRIT
アリーナについて勉強した子供た
ちは、宿題として選手たちの似顔
絵を描き、これらはその後、本人
たちの下へ届けられた。ロッカー
ルームでは子供たちの作品に大
盛り上がりとなり、記念に写真撮
影する選手もいるほど大好評と
なった。

 そしてアリーナ見学会当日は天候
にも恵まれ、子供たちは憧れの選
手たちにご対面。初めて見る大きな
選手たちとハイタッチをして大興奮
したあとは、日本人学校の生徒の
100倍を収容するアリーナの中を隈
なく見学。覚えたばかりのフォルト
ゥナの応援歌を大きな声で歌うなど
堪能した後は、一般の人は絶対に
入ることが出来ないエリアである選
手ロッカールームでお弁当を広げ
てピクニックを楽しみ、最高の思い
出を胸に帰路に就いた 。
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私たちの子どもが、そして、その子どもたちがいつまでも、

昨日よりもっといい世界で目覚めることができたら。そんな未来を想像してみませんか。

世界中のいたるところで、豊かな水とクリーンエネルギーがあふれ、

道路は渋滞することなく、誰もが一人ひとりに合った医療を受けられる。

日立は、それをけっして夢ではなく、社会イノベーションでかなえる未来と考えています。

すでに動き出しているのは、電力や水や交通などの異なるインフラをＩＴでつなぐことで、

資源のムダをなくし、社会状況の変化にも柔軟に対応して進化し続けるシステムづくり。

これも、世界をより豊かにするための取り組みの一つです。

私たちが想像できる暮らしは、きっと、実現できるはず。

未来への、かけがえのない贈り物をしたいのです。

未来を生きる子どもに、
どんな世界を贈れるだろう。

それが、日立の社会イノベーション。
social - innovation.hitachi.com

GBC_ 日立労組会報「HUNT」 : 297（H）×210（W）mm JPN_ 未来への希望篇


