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外務省「日本ブランド発信事業」報告書 

“FASCINATING WORLD OF GRAND SUMO”～日本の国技・大相撲の魅力～ 

２０１９年９月２８日～１０月１０日（ジョージア、エストニア、リトアニア） 

NHK 国際放送局 World News 部 大相撲英語実況アナウンサー・森田博士 

 

今回の渡航目的 

１５００年の歴史を持ち、国内外で絶大な人気を誇る日本の国技、大相撲。その魅力と迫

力、さらに人気の背景などについて海外で講演することで、大相撲だけでなく日本という国

自体にも興味を持ってもらい、日本に対する関心や共感、理解を促進する。 

 

発信の対象と手段 

ＮＨＫの大相撲英語実況アナウンサーとして、２０年以上世界中に大相撲を伝え続けて

きた私がジョージア、エストニア、リトアニアの三国を訪れて各地で講演するとともに、メ

ディアインタビュー等に応じ、大相撲の魅力を分かりやすく紹介。実際の講演回数はジョー

ジアで２講演、エストニアで２講演、リトアニアで３講演の計７講演行った。 

 

会場設営・講演方法 

まず各講演会場に白鵬と鶴竜両横綱の等身大パネルと国技館土俵の背景幕を各国で用意

していただいた。ジョージア、エストニア、リトアニアとどこもかっこいいセットを用意し

てくれたおかげで、各会場の雰囲気は大相撲ワールド一色に。私のモチベーションもマック

スに。私も十両・蒼国来関から借りた浴衣、博多帯、雪駄のほか、まわしや他多くの相撲ア

イテムを日本から持って行き会場で展示した。 

講演の基本言語は英語。英語をそのまま理解してくれる聴衆には英語のみのレクチャー

を行い、現地語の方がいいと判断した場所では通訳さんに現地語に訳してもらった。 

講演は台本に沿って静止画やＮＨＫワールドで制作した大相撲映像を流しながら進行。

取組以外に、日本人にとっては当たり前という力士の仕草の意味や様式美など、大相撲をあ

らゆる角度から丁寧にわかりやすくレクチャー。講演の構成は「大相撲の歴史～なぜ国技と

言われるのか」、「ルール、取組の見方と見どころ」、「主役である力士たちと彼らを支えるサ

ポート役たち」の３本柱。講演時間は１時間、講演後に質疑応答や日本から持参したまわし

を使って大相撲基本動作のデモンストレーションといったワークショップを３０分。トー

タル１時間３０分の大相撲講演とした。 

 

 



2 

 

 

１国目：ジョージア 

ジョージアと大相撲との関わりは深い。今ではすでに引退している元小結・黒海（レヴァ

ン・ツァグリア氏）をはじめ、現在も十両で活躍する臥牙丸や大関まで上り詰めている栃ノ

心がいる。トビリシ市内の道脇には栃ノ心の大きな看板あったり、壁には相撲の絵が描いて

あったりと、国民の大相撲への関心が大きいことが分かる。 

 
栃ノ心の屋外大型看板 

 

☆第１回講演（９月３０日（月）於：ジョージア・トビリシ市スポーツ・アカデミー。対象：

一般市民、学生、スポーツ交流関係者等約１２０名。英語からジョージア語への通訳あり） 

この会場では講演前から大相撲愛の熱気がムンムン漂う。やはりこの国から３人もの幕

内力士が誕生しているというのは大きい。映像を流している最中も会場内から「ラジャ！」

「ジョン！」「マレー！」と、私のＮＨＫ大相撲番組共演者が写るたびに歓声のようなもの

が沸く。みんな大相撲番組を普段からよく見ているのだ。講演後は私のところにジョージア

相撲クラブの人たちを中心にたくさん集まり「いつも楽しい大相撲番組ありがとう」「画面

で見ている人がこんな遠くまで来てくれたなんて夢のようだ」など、私がジョージアに来た

ことを大歓迎してくれた。 

また講演後は、在ジョージア日本国大使館が用意してくれた「ちゃんこ鍋」を参加者に振

る舞うと、これが大人気。あまりにも美味しかったようで、何度もおかわりする人がいた。

とても和やかなムードで初回講演は終わった。 
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講演会ポスター 講演会の模様 講演後の質疑応答 

 

 

〇レセプション（９月３０日（月）於：駐ジョージア日本国大使公邸） 

講演後は駐ジョージア日本国大使公邸でネットワーキング・レセプションを開いていた

だいた。上原大使夫妻から感謝と激励のお言葉をもらい、現ジョージア相撲連盟会長で元小

結・黒海のレヴァン・ツァグリア氏とも１５年ぶりの再会を果たす。公邸では料理人さんが

腕をふるって用意してくれたお寿司や日本食が大人気で、集まった招待客らの胃袋の中に

あっという間に消えていった。ジョージア相撲クラブの人たちも大勢出席していて「ジョー

ジアでも大相撲生中継を始めたいけどどうすればいいか」「ジョージアにいい土があるから、

それを土俵を作る際の土として使うように日本相撲協会に言ってくれないか」など、相撲に

関する話で盛り上った。記念撮影も”GRAND SUMO!”の掛け声でシャッターを押すなど、と

ても楽しいレセプションだった。 

 

  

元小結・黒海との再会 レセプションでの記念撮影 
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☆第２回講演（１０月１日（火）於：ジョージア・トビリシ市教育・文化・スポーツ省。対象：

一般市民、政府関係者、ジョージア相撲連盟を含むスポーツ関係者約１００名。英語からジ

ョージア語への通訳あり） 

この日は一般人に加え、上原大使夫妻、黒海さんやアマチュア相撲経験者ら多数が会場に

足を運んでくれた。質疑応答時間を短めにして、まわしを巻いた出席者に黒海さんに相撲の

指導を施してもらう。「四つ相撲」と「突き押し相撲」の違いの説明をしたが、突き押し相

撲の場面では黒海さん十八番の強烈な突っ張りを披露してもらい迫力十分。黒海さんの突

っ張りの威力はまだ衰えてなく、彼の現役時代が一瞬で脳裏に蘇った。最後は私とその参加

者で一緒に四股を踏んで楽しいワークショップが終了。 

ここでも大使館に用意していただいた「ちゃんこ鍋」が参加者たちに大人気。大使館の皆

さんに２日間ともちゃんこ鍋を用意していただいたおかげで講演全体が盛り上がり本当に

感謝である。 

  

   

力士マスクで登場 黒海さんが四つ相撲を指導 ちゃんこ鍋の試食 

 

 

２国目：エストニア 

エストニアもジョージアと同じく大相撲力士を輩出している。数は少なく１人だが、元大

関・把瑠都のカイド・ホーヴェルソン氏はこの国の誇りだ。２０１９年３月のエストニア総

選挙に出馬した把瑠都さんは、繰り上げ当選ではあったが見事エストニア議会の国会議員

となり、現在は母国のためにタリン市で尽力している。把瑠都さんも講演に駆けつけてくれ

るということだったので、彼との再会も含めてとても楽しみな気分でタリンに乗り込んだ。 

 

☆第３回講演（１０月３日（木）於：エストニア・サク市。対象：サク市立高校生徒教員ら１

５０名。通訳なし英語のみのレクチャー） 

エストニアでの初講演の参加者は高校生徒。今回初めて通訳なしでの講演。講演中生徒た

ちは熱戦の取組映像に「オーッ」といった声を上げながら熱心に講演を聞いてくれた。質疑
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応答では「どうやって大相撲アナウンサーになったの？」「なぜスモウをそんなに知ってい

るの？」「親方になるには何が必要なの？」「力士にはほとんど休みがないっていうけどそれ

本当？」「まわしの前にぶら下がっている細い糸みたいなのは何？」「女性も相撲やらない

の？」「力士はどのくらい食べるの？」「好きな力士は誰？」など多数の質問を受ける。講演

を聞いて相撲に相当興味を抱いてくれたことが嬉しかった。 

ワークショップでは、エストニア相撲連盟並びにヨーロッパ相撲連盟会長で大相撲の元

大関・把瑠都を育てたリホ・ラニクマー氏の手を借りて生徒さんにまわしを巻いてもらう。

面白かったのが、まわしを巻くところから非常に盛り上がったところだ。「ふんどし」のよ

うなものを巻くなんて見たことのない子供たちばかりなので、そういったことを見るだけ

でも楽しかった様子。まわしを巻いた後は、その子と私で四股を踏むパフォーマンス。これ

また非常に大うけだった。 

  

  
講演を聴く生徒たち 

 

   
ラニクマー氏が高校生にまわしを巻く様子 四股の基本動作を体験 
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力士と国技館の大型パネル 大相撲関連グッズの展示 

 

☆第４回講演（１０月４日（金）於：エストニア・ヴィンニ・バジャスティ高校。対象：エス

トニア相撲協会関係者、青少年力士、高校生約４０名。英語からエストニア語への通訳あり） 

タリン市からおよそ１００キロ離れたヴィンニ市での講演。ただ今日は「先生の日」とい

って、学校の先生を敬う休日だそうで校内では生徒たちをほとんど見かけない。「先生の日」

がこの日に決まったのも最近らしく、講演の出席者が少ないのも仕方ない。それでも北岡大

使夫妻、把瑠都さんらをはじめ数名の生徒さんや一般の方たちに集まっていただき感謝で

ある。質疑応答も「外国人力士は何人いますか？」「ウクライナ人力士が今大相撲にいると

思いますが、彼の将来性をどう見ていますか？」「森田さんにとって大相撲の最大の魅力と

はどんなところですか？」など、大相撲に詳しい人もいたりして感心した。 

ワークショップでは把瑠都さんに加わってもらい、相撲の５つの基本テクニックである

「おっつけ」「はず押し」「頭をつける」「かいなを返す」「もろ差し」のデモンストレーショ

ン。取組の勝負が決まるまでに、実はこういった細かい技を連続で繰り出しながら勝ちへつ

なげていくという説明をさせてもらうと、場内の参加者たち、とくに相撲を実際にやってい

る子供たちは目を丸くしながら集中して聞いていた。把都瑠さんも現役時代を思い出した

ようで「相手を自分の腹に乗せて前へ出ると効率よく寄り切りで勝てる」「吊り出しの時は

相手を宙に浮かせたままなら自分が先に土俵を割っても負けにはならない」「相撲では両脇

を締めることが非常に重要なので、現役時代は脇に髪の毛を挟んでそれが落ちないように

稽古をした」など現役時代の話をたくさんしてくれた。隣にいた私も大変勉強になるワーク

ショップとなり、さすが大関まで上り詰めた人だと改めて感じた。 

  

把瑠都さんとの再会 
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講演会には把瑠都さんも参加 

 

   

把瑠都さんと共に技の解説 

 

 〇レセプション（１０月４日（金）於：バルト道場内カフェテリア） 

第４回講演後、ネットワーキング・レセプションを催して

くれた。把瑠都さんのお兄さんもいて「来週大阪でやるアマ

チュア相撲世界選手権に選手を連れて行くんだ」と言う。把

瑠都さんが引退した今も、エストニアと相撲のつながりがま

だあることを確認。バルト道場も拝見させてもらったが、土

俵が２つあってとても立派な稽古場である。把瑠都さんが２

０１２年初場所で幕内優勝した際の優勝額も飾ってある。レ

セプション後には道場生たちが集まって相撲の稽古を始め

ていた。  

レセプションの模様 
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把瑠都さんと記念撮影 把瑠都道場にてメディアインタビュー 

 

 

３国目：リトアニア 

実は今回三ヶ国を巡る事業の中で、リトアニアだけ少々の不安を感じていた。リトアニア

ではこれまで大相撲力士も出ていないし、どれだけリトアニアの人たちが相撲に興味を持

って話を聞いてくれるか見当がつかなかったからである。しかしその不安はいい意味で外

れる。講演だけでなく各メディアでも私や大相撲のことを大きく取り上げてくれたため、今

回の旅を締めくくるリトアニアでもノリノリで講演することができた。 

 

☆第５回講演（１０月７日（月）於：リトアニア・カウナス市武道アカデミー 対象：一般人、

学生、道場生徒、アカデミー関係者、スポーツ関係者約１００名。英語からリトアニア語への

通訳あり） 

参加者の年齢層が今回の講演で一番低い。講演会場となった空手道場の畳の最前列に陣

取ったのは、道場に通う幼稚園児や小学生のかわいい子供たち。アカデミー関係者や保護者

達は、後方に用意された椅子に座って私の講演を聞いてくれた。今回の講演は子供たちに分

かりやすく、かつ飽きさせないよう心掛けた。また講演を通じて小さい子供たちへメッセー

ジを伝えたかった。それは幕内で活躍する炎鵬という、１６８センチ、９８キロしかない力

士の成功例を用いて、「自分は体が小さいから」といって諦めないで努力すれば、成功を収

めることができるということ。講演後に「日本に来て大相撲に挑戦したい人？」と聞くとた

くさんの子供たちが手を上げてくれる。 

ワークショップは私が子供たちに四股を指導。子供たちは見よう見まねで一生懸命四股

を踏んでくれる。親御さんたちも講演を楽しんでくれたようで「日本へ行ったことがあって

今日の講演で日本を懐かしく感じた」「チェコ出身だった隆の山はどうしてる？」「なぜ力士
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は本名と違う名前で戦うんだ？」「あんなにすごい立ち合いの激突で脳震盪を起こして意識

を失う力士はいないのか？」といった質問を受ける。リトアニア人の相撲知識の深さと関心

の大きさに、私は驚きと嬉しさを感じた。 

 

  

リトアニア・カウナスの武道アカデミーでの講演 

  

参加した子供たちと四股を踏む 

 

  

子供や親に相撲アイテムの展示物を説明 
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☆第６回講演（１０月８日（火）於：ビリニュス・リセウム高校 対象：同高校生、教員、リ

トアニアオリンピック委員会約１００名。通訳なし英語のみのレクチャー） 

今回の講演も６回目ということで、台本なしでもできる状態になってきた。今日は英語の

みのレクチャーなのでアドリブもたくさんできる。講演は順調に進み質疑応答でも「女性は

相撲できないの？」「親方になれなかった人たちは引退後どうするの？」「まわしの前にぶら

下がっているものは何？」「横綱のまわしのところにぶら下がっている白いジグザグの紙は

何？」とたくさん聞かれる。最後は生徒と一緒に四股を踏んで講演を終了。講演後も相撲展

示物に興味を示した生徒たちから番付表や力士タオル、力士カード、力士手形色紙が欲しい

と言われたので差し上げた。日本みたいにじゃんけんをして勝った者が各アイテムを持ち

帰っていた。当初はリトアニアではどうなるかと思っていた講演だったが、それは取り越し

苦労であった。 

 

  

講演に聞き入る生徒たち 四股を踏むことに挑戦 

 

  

大相撲グッズの解説 生徒たちの記念撮影 
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☆第７講演～ミニ講演（１０月８日（火）於：駐リトアニア日本国大使公邸 対象：山崎大使

夫妻とゲストの方約６０名。通訳なし英語のみのレクチャー） 

今回の講演の締めくくりは、駐リトアニア日本国大使公邸でのミニ講演。講演３０分＋質

疑応答１５分といった短縮バージョンだったが、ゲストのみなさんに大いに喜んでもらっ

て全講演を終了。講演後もたくさんの方と大相撲や日本についての話をした。 

 

 

 

大使公邸でのミニ講演 

 

◇メディア対応◇ 

今回のメディア対応はテレビ、ラジオ、新聞などを含め計９回に及んだ。 

① ９月３０日（月）ジョージア・Silk Universal Cable TV（スタジオ収録） 

② ９月３０日（月）ジョージア・地元スポーツ紙インタビュー（トビリシ市スポーツ・ア

カデミーにて収録） 

③ １０月１日（火）ジョージア・地元スポーツ紙インタビュー（現地日本大使館にて収録） 

④ １０月１日（火）ジョージア・地元テレビ局インタビュー（旧市街にて屋外収録） 

⑤ １０月１日（火）ジョージア・教育・文化・スポーツ省インタビュー（省庁にて収録） 

⑥ １０月４日（金）エストニア・ポスティメース紙インタビュー（バルト道場にて収録） 

⑦ １０月７日（月）リトアニア・国営放送ＬＲＴ（生出演） 

⑧ １０月７日（月）リトアニア・カウナステレビインタビュー（カウナス空手道場にて収

録） 

⑨ １０月８日（火）リトアニア・ニュースサイトインタビュー（ビリニュス・リセウム高

校にて収録） 

 

メディア対応で印象に残っているものとして、まずはジョージアでのインタビューであ

る。どのインタビューも地元のヒーロー大関・栃ノ心についての質問を必ずしてきた。「５

月場所の栃ノ心対朝乃山の一番は、なぜ物言いによって栃ノ心の勝利の判定が覆されたの

か？」「あなたはあの取組の結果についてどう思っているのか？」「栃ノ心は１１月場所で大
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関復帰できると思うか？」などといった具合である。それだけ栃ノ心という地元の英雄をフ

ァンだけでなくメディアも後押ししているのだと強く感じた。 

しかし、今回のメディア対応でなんといっても一番インパクトが強かったのが、リトアニ

ア国営放送ＬＲＴの朝番組生出演である。日本でいえばＮＨＫの「おはよう日本」だ。何せ

驚いたのが、この出演のための事前打ち合わせはゼロ。出演のため放送局に着くと間もなく

音声担当の女性が私にピンマイクを付けてくれる。生放送開始６時の直前（５時５８分ごろ）

にメインアナウンサーが私のところに「ラーバスリータス（おはよう）」と言って握手をす

ると、そのままスタジオ内へ消えていった。「もしかして打ち合わせなしの生出演？」と思

いきや、その予感は的中。６時５分過ぎにスタジオへ案内されると６時１０分から「大相撲

コーナー」に突入。私、メインアナと通訳のジーカスさん３人の生出演である。まずは相撲

の起源、歴史について、さらに日本人と大相撲の関係等を聞かれる。次に相撲の基本動作「四

股」を披露して、四股の持つ意味を説明。「日本人が健康のために普段しているエクササイ

ズは？」といった相撲から少し離れた質問もあったりして、あっという間に１０分の生出演

が終了。このような事前打ち合わせを全く行わない出演というのは、長い間テレビの仕事に

携わっている私にとっても初体験だ。でも正直楽しかった。何を聞かれるか分からない仕込

みなしの生出演は、最初から最後まで自然の会話で進みワクワク感いっぱいだった。そうい

う意味では今回ＬＲＴの放送スタイルが、本来あるべき姿なのではないかと思った。ＬＲＴ

でのまさにぶっつけテレビ本番生出演は、私の今後の放送人としての価値観や考えを改め

させてくれる、何にも代えがたい非常に貴重な体験となった。 
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Silk Universal Cable TV 

 

  
ジョージアの Main Channel テレビによるインタビュー 

 

   
リトアニア・国営放送ＬＲＴの朝のニュース番組への生出演 

 

    
リトアニア・カウナステレビインタビュー リトアニア・ニュースサイトインタビュー 
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★総括★ 

今回の事業で私が常に念頭に置いていたのは「大相撲という日本が誇る国技を分かりや

すくきちんと紹介し、大相撲の魅力と醍醐味をたくさん感じ取ってもらう。そうすることで

日本の他の部分に関心を抱いてもらい日本をもっと知ってもらえるのでは」ということで

あった。そういう意味では今回の講演やメディア対応は目的を十分に果たせたと自負して

おり、日本、そして日本人の印象をポジティブに伝えることができたのではと思っている。 

各国で感じたのだが、聴衆した人たちは大相撲の戦いの部分もそうだが、それ以上に力士

たちの仕草や様式美を不思議に思い、そして魅力的に感じているということ。全ての動作に

意味が込められていて、そういったことが神事たる所以であるということに深い関心を示

し、これまで気づかなかった大相撲の魅力にさらに引き込まれていたように思う。 

最後になるが、今回私の講演をこれ以上ない形でサポートしていただいた外務省のみな

さんや現地の担当者の方々、そして各国の在日大使に心から感謝の意を表したい。今回私が

行った３つの国のどこも私にとっては初めての訪問であったため右も左も分からない状態

だったが、各国滞在中は安全面を含め最高のおもてなしで私を迎え面倒を見てくれた。中世

のヨーロッパを彷彿させるジョージアやエストニアでの旧市街巡りは、私の緊張感と疲労

感を和らげてくれた。リトアニアではカウナス市での講演前に、この地で第二次世界大戦中

多くのユダヤ人亡命者たちを救った杉原千畝領事代理の杉原記念館へ連れて行っていただ

き、この地でしか学ぶことのできない貴重な歴史探訪をさせていただいた。訪問した全ての

国でお世話になった皆様には感謝の言葉しかない。本当にありがとうございました。 

そして、今回このような素晴らしい事業に私を選んでいただき、ありがとうございました。 

 

★参考：大相撲講演に来てくれた人たちが特に関心を示していたこととは？ 

・大相撲は土俵上の戦いだけでなく「五穀豊穣」と「天下泰平」を祈る神事であることが、

他のスポーツと違うところ 

・力士のすべての動作に意味がある 

・土俵の中では常に相手をリスペクトし、土俵に宿る神様に無礼な振る舞いをしてはいけな

い 

・力士は戦う前に塩を投げて土俵と自分の体を清める 

・勝った力士は懸賞金をもらう 

・勝った力士しか力水は与えることができない 

・ゲンを担ぐ力士たち。場所中はちゃんこ鍋に鶏肉しか入れない 

・大相撲は無差別級。１００キロにも満たない力士が２００キロを超える相手に挑む 

・白鵬は「キング・オブ・ザ・リング！」。強さの秘訣は？ 

・現在６５０人いる力士の中で一人前と認められる力士はたったの７０人 

・ほぼ何をやってもいい大相撲。でも禁じ手もいくつかある 

・取組で一番エキサイティングな場面は“立ち合い” 
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・横綱になるのは本当に大変 

・大相撲力士になるための条件とは 

・大相撲力士の基本３サイクル：稽古、食べる、寝る 

・相撲の基本はなんといっても下半身。９０％下半身、１０％上半身で戦う 

・本場所がない時も巡業で大忙しの力士たちは３６５日相撲漬け 

・力士たちはたくさんの規則を守って生活している 

 

◎各現地で用意してもらった設備＆器具 

パソコン、プロジェクター、マイク、横綱パネル、国技館土俵幕、浴衣用ハンガー、展示物

用テーブル 

 

◎今回の講演で使用した大相撲グッズ 

白鵬マスク、力士ミニのぼり、力士タオル、力士名鑑、大相撲ＣＤ、番付表、力士取材時の

写真 

   

 

◎今回用意した展示物 

浴衣、雪駄、博多帯、まわし、力士サイン手形色紙、すき油、力士名鑑、力士トランプ、力

士うちわ、「ひよの山の英会話に待ったなし！」大相撲英会話本、大相撲カード、富士山飾

り絵、相撲手ぬぐい、日本風景扇子、力士マグネット、番付表、大相撲大入り袋、ピンクど

ーもくん人形、NHK WORLD-JAPAN パンフレット、２０２０東京五輪マスコット人形 


