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アメリカのホットな

テレビ番組
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車

スポーツ

映画

今月のダイジェスト版では、アメリカの文
化をすこしイメージができるよう、ホットな
（人気な）ものをいくつかピックアップしま
した。今回は、アメリカで人気のあるテレ
ビ番組のジャンル、車のブランド、スポー
ツ、映画を紹介します！

勉強になれば幸いです！



アメリカのテレビ番組
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しかし、このようにストレスになるはずのテレビを、なぜ人が

見たくなるのでしょうか。諸説ありますが、ワクワクドキドキさ

せる物を自分がコントロールできる環境で見れるからだとい

う説があります。暗い話を体験できるし、恐怖に襲われそう

になったらすぐテレビを消してしまえる。このようなことから

人気になっていると言われています。
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犯罪の番組

大まかに分けると２種類があります。現実の犯罪に基

づいた番組とニューヨークやマイアミ等を舞台にした

架空の犯罪に基づいた番組です。架空の犯罪番組

は８０年代から流行りましたが、最近は実際に起こっ

た犯罪を紹介する番組が人気です。犯罪の実態や

事情、犯人の心境などを深掘りする番組専門のテレ

ビ局があるほど人気になっています。
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SF・ファンタジー

SFとファンタジーの番組も人気があります。巧みなCGI

（コンピューター ジェネレイテッド イメジェリー）や面白い

設定で多くの人の興味をひいています。またアメリカの社

会問題が描かれることもあります。世界は違うけれど体験

する問題は同じなので、その状況を生き抜く人たちに自

分を重ねて勇気づけることができるのではないでしょうか。

例えば、架空の中世の世界を舞台とする番組が今人気です。

なぜこんなに人気になったのかは諸説ありますが、スリルあふ

れるアクションと興味深い設定に加えて、現実の社会の様々な

人達が描かれているからだとされています。SF・ファンタジー

の世界では、現実の世界では社会的弱者であろう人が強く

戦ったり自分らしく生きたりする場面が描かれているため、つら

い環境に生きる人たちはこれを見て「一人じゃないんだ」「この

人にできるんだったら私も頑張れる」というふうに感じるので

しょう。
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参加者にとんでもない恐怖感を芯まで感
じさせるゲームショー

１つ目のステージはたいてい、高い建物の窓辺に沿って

歩くなどの恐怖に耐えなければいけないチャレンジ。２つ

目のステージは、ゴキブリなどの珍しいものを食べるチャ

レンジ。３つ目は、アクション映画の主人公が体験するよう

なスタントに挑戦するステージ。全てのステージを早くクリ

アした人が勝ち、一番遅い人がアウトになります。勝った

人は$50,000(五百万円)をもらうことができます。

ゲームショー

ゲームショー（Game Show）というジャンルは、種類がいく

つかありますが大ざっぱに言うと参加者が賞金をかけてクイ

ズに答えたり、想像ができないような難題をクリアしていく番

組です。昔からある番組のジャンルで、最近少し人気が低

迷しているとはいえ、まだまだ人気です。

特に人気になったのは、参加者にとんでもない恐怖感を感

じさせるゲームショーです。時間制限が決められた中で、参

加者が３つのステージのそれぞれのチャレンジをクリアして

いきます。
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Sub-Feature Title 4
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自分の人生とは全く違う人の人生が見れ
たり、「カリフォルニア州にはこういうことも
あるんだ！」とか「やっぱりお金持ちは違

うね」というのが見える

リアリティー番組

リアリティー番組は、日本のテラスハウスとほぼ同じものも

あれば、すこしゲームショーの内容が交じっているリアリ

ティーショーもあります。加えて、セレブやお金持ちの人

たちの生活を紹介する番組もたくさんあります。舞台のほ

とんどがニューヨーク市やカリフォルニア州ですが、最近

は様々な州のお金持ちのライフスタイルが描かれるように

なっています。

何が面白いのかと言うと、自分の人生とは全く違う人の人

生が見れたり、「カリフォルニア州にはこういうこともあるん

だ！」とか「やっぱりお金持ちは違うね」というのが見える

からではないかと思います。しかし、リアリティーと言いつ

つスクリプトに沿って作られている番組が少なくないと言

われています。

Author Name
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アメリカの車
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値段の割には長く持つ傾向にあって機能
がたくさんあるとされています。

つづきまして、アメリカで人気のある車を紹介します！

アメリカでは、なんと日本の車が多いです！人気ブラン

ドの１位と２位を占めるのはトヨタとホンダです。他には

シボレー、フォード、メルセデスベンツが人気のようです。

なぜ日本車が人気なのかというと、質がいいからです。

値段の割には耐久性があり、性能がよいとされていま

す。アメリカの車は安いけれど、耐久性がなく、燃費が

悪いことから日本車より人気がありません。



アメリカのスポーツ
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動きの一体感やすさまじい肉体的な強さを併せ持つ男

のあるべき姿を示すスポーツであり、南部の家庭では

子供にプレーさせることが多いです。試合に出場しなく

ても、選手の心を励ますマーチングバンドの奏者になる

ことも喜ばしいことだとされています。アメフトのシーズン

（9月～2月）になると家族で集まって試合を見るのが一

般的です。アメフトはアメリカの文化の大切な柱だと言

えます。

アメフトはアメリカの文
化の大切な柱だと
言えます。

フットボール

ご存知の方もいるかもしれませんが、アメリカでもっとも人

気のあるスポーツはアメリカンフットボール（アメフト）です。

アメフトの競争人口は少ないのですが、アメリカ人の約4

割が一番好きなスポーツです。特に、アメリカの南部の

人たちにとっては非常に大切な存在です。
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Sub-Feature Title 4
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バスケットボールはスポーツだけではなく、
アメリカのファッション業界にも影響を

与えています。

バスケットボール

２番目に人気のあるスポーツはバスケットボールです。

それは、他のスポーツよりも参加しやすいことが理由

だとされています。アメフトのような防具がなくてもプ

レーでき、すぐ手に入るボールしかいりません！

アメリカでは、バスケットボールは競争人口が一番多いと

されています。それに加え、バスケットボールの選手はお

金持ちだと思われているため、多くのアメリカの子供たち

は「バスケ選手になりたい」と思っています。バスケット

ボールというスポーツの枠を超えて靴の会社をたち上げ

たり、映画に出たりする選手もいます。バスケットボール

はスポーツだけではなく、アメリカのファッション業界にも

影響を与えています。

Author Name
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野球

野球はアメリカで3番目に人気のあるスポーツです。アメリ

カの代表的なスポーツだと言われていますが個人的には、

日本やキューバなどの方がもっと人気なのではないかと思

います。野球はバスケットボールと同様、皆ができるから人

気になりました。子供、男性、そして、女性の間でも人気で

す。

人気になるにつれ、多くの観戦者が来られるようにス

タジアムが作られ、スタジアムで売られるホットドッグ

が定着するようになりました。試合を見ながら食べや

すく、美味しくて、売りやすい食べ物なので人気に

なったのではないでしょうか。最近は、試合が長いと

いう理由で野球の人気はなくなっています。

１８９０年からゲームスタートを告げるためにゲストを呼んで
始球式を行う習慣があります。
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サッカー

アメリカや日本ではサッカーと言いますが他の国々では
たいていフットボールと言われています。アメリカでは他

の国と違って、サッカーは人気はありませんが少しずつ
人気が上がっています。アメリカ人はせっかちな人が多
いので、１点を取るのにかなりの時間がかかることや、選
手がレフェリーに対して良くない行為をすることなどに、あ
まりよくないイメージを持っている人が少なくはないと思い

ます。



アメリカの映画
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①スター・ウォーズ/フォースの覚醒 (2015)

②アベンジャーズ/エンドゲーム(2019)

③アバター(2009)

④スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム(2021)
（2022.1.7~公開中）

⑤ブラックパンサー(2015)

"Movie Theater 2015.jpg" by Liam Ferguson is licensed under CC BY-SA 3.0

これはアメリカ歴代興行収入トップ５の映画です。全部

SF映画です！昔はこうではありませんでした。現実の

設定の映画が流行ってましたがスター・ウォーズの放

映が、SF映画が大人気となる火付け役のひとつとなり

ました。かつてなかったCGIの技術を発揮して、複雑

なストーリーを描く映画として一世をふうびしました。物

価上昇率を差し引くとスター・ウォーズシリーズの映画

がトップ５のうち３本を占めます！

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Movie_Theater_2015.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Liamferguson
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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スター・ウォーズが出てから他のSF映画が出るには

少し時間がかかりましたが、最近はスーパーヒーロー

の映画がトップ５を占めるほど人気になっています。

アメリカ人の大人はアニメや漫画があまり好きではな

い傾向にありますが、なぜか映画化すると多くの人が

観たいと思うようになります。理由は、新しい映画が

出るたびにCGIの技術が発達していること、善人が

悪人に勝つという誰もが納得がいく物語にあるので

はないかと思います。また、コミックとは違って実在す

る人がスーパーヒーロー役を演じるため親近感がわく

のではないかと思います。（しかもかっこいいアクショ

ンシーンがたっぷりあるから見逃せない！）

５番目のブラックパンサーですが、公開時は、アメリカのメ

ディアにおけるマイノリティーの人たちの描写が話題になり

ました。それまで、ほとんどの映画や番組の主人公などの

主要なキャラクターは白人であり、マイノリティーの人たちは

脇役や悪役という傾向にありました。また、ニュースなどで

は、マイノリティーの人たちはあまり肯定的に報じられてい

ませんでした。しかしマイノリティーの人たちが主役を演じ、

多額の予算を投じたブラックパンサーが映画館で公開され

ると、すぐに人気になり、マイノリティーである黒人のイメー

ジが少し改善したと言えるのではないかと思います。映画

にはこういう力もあるんだと思いました。
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以上アメリカのホットな○○を紹介しました！いかがだっ

たでしょうか。このダイジェスト版を読んでアメリカのことを

もっと知っていただければうれしいです。

完
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次回（２月２８日）：
2月はアフリカ系米国人歴史月間！

歴史にまつわるアメリカの有名人を紹介！
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画像出所表示一覧
1. "Crime-scene-do-not-cross.jpg" by Kat Wilcox is in the Public Domain, CC0

2. "Amzn CFF.jpg" by kellepics is in the Public Domain, CC0

3. "TZ Rocketmod.jpg" by Laretrotienda is in the Public Domain, CC0

4. "Countdown (Game Show) studio.JPG" by axg is in the Public Domain, CC0

5. "Miami Beach Panorama.jpg" by Ralph Nas is in the Public Domain, CC0

6. "Toyota GR HV Sports Concept rear.jpg" by TTTNIS is in the Public Domain, CC0

7. "Baseball-017.jpg" by Salmaboskey boskey is in the Public Domain, CC0

8. "GT Football Spring Game 2019 (284).jpg" by Thomson200 is in the Public Domain, CC0

9. "Billiken soccer.jpg" by Wilson Delgado is in the Public Domain, CC0

10. "Popcorn 9.jpg" by ViajeroExtraviado is in the Public Domain, CC0

11. "Handcuffs-Black.jpg" by Evan-Amos is in the Public Domain, CC0

12. "Movie Theater 2015.jpg" by Liam Ferguson is licensed under CC BY-SA 3.0

13. "President Obama First Pitch" by Haraz N. Ghanbari is licensed under CC BY-SA 4.0

14. "Gaston Nicolas Torres.jpg" by Paula josefina gaston ambroggio is in the Public Domain, 

CC0

15. "GT vs BC basketball March 3 2019 (48).jpg" by Thomson200 is in the Public Domain, 

CC0
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