
（報道資料）  ２０１９年６月６日 
ＮＨＫ広報局 

「Ｎスポ！２０１９ －ＳＨＩＢＵＹＡ－」の開催について 

 ＮＨＫでは、東京２０２０大会開幕１年前となる７月に、スポーツの楽しみ方や魅力を伝
えるイベント「Ｎスポ！２０１９ －ＳＨＩＢＵＹＡ－」を、渋谷ヒカリエで開催します。 
 “Ｎスポ！”は、東京２０２０大会に向けてＮＨＫが毎年開催している総合スポーツイベ
ントで、今年は『スポーツで広がる新しい未来 ～２０２０ そしてその先へ～』をテーマ
に、ＮＨＫの番組やコンテンツとともに東京２０２０大会の魅力を体感する５日間。さらに
私たちが東京２０２０大会をきっかけに楽しめることや考えることと、その先にある未来
について、様々な角度で渋谷から発信していきます。 ≪東京２０２０公認プログラム≫ 

  日  時：２０１９年７月２０日（土）～ ２４日（水） 
会  場：渋谷ヒカリエ ９階 ヒカリエホール（東京都渋谷区渋谷２−２１−１） ほか 

■ ホールＡ（９Ｆ）メインステージ

【７月２０日（土）】 

① ２０２０新種目 ＬＩＶＥ！（★）
東京２０２０大会から追加された新種目のアスリートたちが登場！基本的な競技ルールや見どころトークのほか、ステー
ジ上での迫力のデモンストレーションなどを披露し、新種目の楽しみ方を伝授します。
〔出 演〕佐川涼（スケートボード選手）、小島果琳（スポーツクライミング選手）ほか
〔開 演〕午前１１時 〔終演予定〕正午

② Ｆｏｏｒｉｎと「パプリカ」をおどろう！（★）
米津玄師さんが作詞・作曲、プロデュースした＜ＮＨＫ＞２０２０応援ソング「パプリ
カ」をみんなでおどるダンスステージ。応援ソングを歌うユニット「Ｆｏｏｒｉｎ」のメ
ンバーと一緒におどって、東京２０２０大会を盛り上げよう！
〔出 演〕Ｆｏｏｒｉｎ
１回目〔開 演〕午後０時３０分〔終演予定〕午後１時 ２回目〔開 演〕午後３時１５分〔終演予定〕午後３時４５分 

③ 「未来スイッチ」スペシャルステージ（★）
東京２０２０大会をきっかけに、暮らしの身近な課題に目を向け、解決への道を探るＮＨＫのキャンペーン「未来スイッ
チ」。東京２０２０大会が私たちに新たに考えるきっかけをくれる未来の話を語ります。
〔出 演〕福山潤（声優／「未来スイッチ ２０２０その先へ」ナレーション担当）ほか
〔開 演〕午後１時４５分  〔終演予定〕午後２時３０分

【７月２１日（日）】 

④ みんなで筋肉体操フェス（★）
「みんなで筋肉体操」が渋谷にやってくる！番組出演者たちと一緒に筋トレしませんか？タンクトップ持参で参加してくれ
る方を事前に大募集！みんなでやれば、キツいけど辛くない！お祭り気分で筋肉をパンパンに追い込む参加型イベントで
す！  ※演出上、前方エリアは筋トレエリアとなります。
〔出 演〕谷本道哉（近畿大学准教授）、武田真治（俳優）ほか
〔開 演〕午前１１時 〔終演予定〕午前１１時３０分

⑤ 大河ドラマ「いだてん」プレミアムトーク in Ｎスポ！（★）
日本にオリンピックを招致した男を演じる阿部サダヲさんをゲストに招き、撮影の裏話やドラマの見ど
ころなどを伺うスペシャルトークイベント。オリンピックの魅力を伝える役柄ならではのトークで、東
京２０２０大会ももっと楽しみに！
〔出 演〕阿部サダヲ（俳優／大河ドラマ「いだてん」田畑政治 役）
〔開 演〕午後１時３０分 〔終演予定〕午後２時１５分

⑥ 対決！「火ノ玉ＪＡＰＡＮ」－ボッチャＬＩＶＥ！－（★）
２０１６年のリオデジャネイロパラリンピックで銀メダルを獲得し、東京２０２０大会でもメダル獲得の期待が膨らむボ
ッチャ日本代表チーム「火ノ玉ＪＡＰＡＮ」がＮスポ！に登場！実物大のコートで世界レベルのテクニックを披露します！
その他、ＭＣの篠田さんら出演者たちとのボッチャ体験やスペシャルマッチなど、ボッチャの魅力満載の１時間です。
〔出 演〕杉村英孝、廣瀬隆喜（ともに、リオデジャネイロパラリンピック Team BC1-2 銀メダル）

  高橋和樹（リオデジャネイロパラリンピック BC3 日本代表）ほか 
〔Ｍ Ｃ〕篠田麻里子（女優） 
〔開 演〕午後２時４５分  〔終演予定〕午後３時４５分 



⑦ ハンドボール ＬＩＶＥ！（★） 
 国立代々木競技場（渋谷区）で開催され、男子は３２年ぶり、女子は４４年ぶりの出場となるハンドボール。 
 フィールドゴール日本歴代最多ゴールを誇る宮﨑大輔選手ら日本代表の中心選手をゲストに招き、ジャンプシュートなど
を目前で体感できる迫力のデモンストレーションを交え、試合の楽しみ方や競技の魅力を伝えます。 

 〔出 演〕宮﨑大輔（オリンピックアジア予選４大会 日本代表）、木村昌丈（ハンドボール選手）ほか 
 〔開 演〕午後４時１５分  〔終演予定〕午後５時 

【７月２２日（月）】 

⑧ ラグビー ＬＩＶＥ！（★） 
 元日本代表の五郎丸歩さんをゲストに迎え、ラグビーの魅力を語りつくすトークステージです。印象に残る２０１５年のラ
グビーワールドカップの舞台裏や、９月に開幕するラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会の見どころなどを伺います。 

 〔出 演〕五郎丸歩（ＮＨＫラグビーワールドカップナビゲーター）ほか 
 〔開 演〕午後６時  〔終演予定〕午後６時４５分 

【７月２３日（火）】 

⑨ ハートネットＴＶ「パラマニア」公開収録（★） 
 東京パラリンピックまであと１年。知られざるパラスポーツの魅力にクイズ形式で迫る企画です。
今回は、スタジオを飛び出し、公開収録で皆さんと共に「パラマニア＝パラリンピックの熱狂的
なファン」を目指します。パラリンピックの歴史や障害を活かした工夫の数々まで、奥深いパラ
の世界を、楽しく深堀りします。 

 〔出 演〕猪狩ともか（仮面女子）、川島如恵留（Travis Japan／ジャニーズJr.）、てれび戦士、  
小島よしお（芸人）ほか 

 〔司 会〕風間俊介（俳優）、中野淳 アナウンサー 
 〔開 演〕午後４時  〔終演予定〕午後７時 
〔放送予定〕２０１９年８月１９日（月）午後８時～８時２９分 ≪Ｅテレ≫ 

            ８月２６日（月）午後８時～８時２９分 ≪Ｅテレ≫ 

【７月２４日（水）】 

⑩ 「増田明美のキキスギ？」公開生放送（★） 
 番組初の公開放送は、マラソンの顔ともいえる豪華ゲストにキキスギちゃいます。９月の代表選考レースの大胆予想。その
後の強化策。選手の暑さ対策を応援する私たちも参考にしちゃいましょう。 

 〔出 演〕増田明美（スポーツジャーナリスト） 
      瀬古利彦（横浜DeNAランニングクラブ／日本陸連マラソン強化戦略プロジェクトリーダー） 
      有森裕子（女子マラソン オリンピック２大会メダリスト） 
 〔司 会〕杉嶋亮作 アナウンサー 
 〔開 演〕正午  〔終演予定〕午後２時 
〔放送予定〕２０１９年７月２４日（水）午後０時２０分～１時５５分 ≪ラジオ第１≫（生放送） 

⑪ 「すイエんサー」公開収録（★） 
 いろんな運動の「苦手」をやっつけるスゴ技を、みんなで考えよう！かけっこ、ドッジボー
ル、フラフープ、バスケ、野球、水泳、スケボー、ボウリング…。全部はできないかもしれ
ないけど、体を動かしやすい服装でお越しください。 

 〔出 演〕いとうあさこ（タレント）、横山だいすけ（歌手）、すイエんサーガールズ ほか 
     ※出演するすイエんサーガールズは、決まり次第ホームページでお知らせします。 

 〔開 演〕午後４時  〔終演予定〕午後６時 
〔放送予定〕２０１９年８月２７日（火）午後７時２５分～７時５０分 ≪Ｅテレ≫ (再)８月３１日(土)午前１０時 

９月 ３日（火）午後７時２５分～７時５０分 ≪Ｅテレ≫ (再)９月 ７日(土)午前１０時 

■ ホールＡ（９Ｆ） 

【７月２０日（土）～２４日（水）】※期間中毎日開催 
〇 「Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｔｏｋｙｏ １９６４→２０２０」展                   
１９６４年東京オリンピックから、男子マラソンの世界記録は１０分以上も更新され、どの競技でも用具は格段の進化を遂
げました。記録や用具、技術やルールなど、スポーツの世界で起こった様々な進化の“その間”をテーマにした企画展です。 

■ ホールＢ＆フリースペース（９Ｆ） 

【７月２０日（土）～２４日（水）】※期間中毎日開催 
東京２０２０大会には２００を超える国・地域の選手が参加する予定。せっかく日本で開催されるオリンピック・パラリン
ピック！日本人選手を応援するだけでなく、外国の選手も応援して、世界の人たちといっしょにスポーツの祭典を楽しもう！ 

〇 世界を応援しよう！ 応援体験コーナー ＠フリースペース 
 世界の国・地域には、その国ならではの応援スタイルがあります。応援体験コーナーでは、各国・地域の応援を覚えて楽し
い動画を撮影することができます。撮影した動画は４４０インチの巨大ディスプレイに映し出されます。 



〇 世界を応援しよう！ ステージショー ＠ホールＢ 
 ４４０インチの巨大ディスプレイを使って、ＤＪ＆ＶＪが「世界を応援しよう！」をテーマにしたライブパフォーマンスを
行います。 

 〔出 演〕ＨＩＦＡＮＡ（アーティスト）ほか        ※詳しい日程や出演者は、決まり次第ホームページでお知らせします。 

■ ホールＢ（９Ｆ） 

【７月２０日（土）～２４日（水）】※期間中毎日開催 

〇 体感！「東京リボーン」 ～“ネオ東京”が出現！～  
 大ヒットＳＦ作品『ＡＫＩＲＡ』の世界観のもと、大改造が進む東京の姿を追いかけるＮＨＫスペシャル「東京リボーン」。
４４０インチの巨大ディスプレイを使って、この「東京リボーン」の世界を体験できます。「東京リボーン」の世界観で写
真撮影ができるフォトタイムも！                ※詳しい日程は、決まり次第ホームページでお知らせします。 

〇 ８Ｋスーパーハイビジョン・パブリックビューイング 
「リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック」の名シーンを、８Ｋの超高精細映像と２２．２ｃｈの三次元音響で体
感！また、ゲストといっしょに映像を鑑賞するスペシャルイベントも開催します。 
〔出 演〕武井壮（タレント）ほか             ※詳しい日程や出演者は、決まり次第ホームページでお知らせします。 

■ ヒカリエ前 特設ステージ（１Ｆ）  

【７月２０日（土）～２４日（水）】※期間中毎日開催 
〇 ＡＴＨＬＥＴＥＳ ＳＰＥＣＩＡＬ ＳＴＡＧＥ 
 ２０２０大会新競技のＢＭＸをはじめとする、いま注目のストリートスポーツの世界チャンピオンたちが集結。 
 Ｎスポ！開催中の５日間に渡って、その卓越したスキルとテクニックの融合したパフォーマンスを披露します。 
〔出 演〕内野洋平（ＢＭＸフラットランド ２０１９ 世界チャンピオン） 

ＢＵＧ!? (フリースタイルバスケットボール ２０１４ 世界チャンピオン) 
徳田耕太郎（フリースタイルフットボール ２０１２ 世界チャンピオン） 
ＴＡＩＳＵＫＥ（ブレイキン ２０１９ 世界チャンピオン） 

〔Ｍ Ｃ〕ＭＡＭＵＳＨＩ 

＜同時開催＞ パラスポーツの魅力を伝える様々な特別企画（９Ｆ・８Ｆ・１Ｆ） 

【７月２１日（日）】 

⑫ 「アニ×パラ」スペシャルステージ（★） ＜ホールＡ（９Ｆ）メインステージ＞ 
 パラリンピックをもっと楽しく！もっと身近に！を合言葉に、パラスポーツの魅力を、日
本が誇る文化「アニメ」で世界中に発信するプロジェクト「アニ×パラ」のスペシャルス
テージ。今年は第６弾のテーマ“視覚障害者柔道”について、モデルとなったアスリート
や、作品の原作やテーマ曲を担当した豪華ゲストとのトークで、パラスポーツの魅力に迫
ります。 

 〔出 演〕廣瀬悠（視覚障害者柔道選手） 
      廣瀬順子（視覚障害者柔道選手／リオデジャネイロパラリンピック銅メダリスト） 
      河合克敏（漫画家／「アニ×パラ」第６弾 原作者） 
      ｍｉｗａ（シンガーソングライター／「アニ×パラ」第６弾 テーマ曲担当） 
 〔Ｍ Ｃ〕三上大進（ＮＨＫリポーター／左上肢機能障害） 
 〔開 演〕午後０時１５分 〔終演予定〕午後１時 

【７月２０日（土）～２４日（水）】※期間中毎日開催 
〇 ＮＨＫ パラリンピック チャレンジ スタジアム ＜ホワイエＡ（９Ｆ）＞ 
 「世界は沸いた。日本はどうだ。」をテーマに、パラリンピックの魅力を体感できるブー
スを展開。パラリンピック関連番組の上映に加えて、アスリートの驚異の身体能力を体感
できる展示や競技体験も！あなたも、日本を沸かせてみませんか。 

〇 「アニ×パラ」特別企画 ～アニメで知る「パラスポーツ」展～ ＜８/ＣＯＵＲＴ（８Ｆ）＞ 
日本を代表する漫画家やアニメ監督たちが独自の視点でアスリートを見つめ、書き下ろした作品の数々。実際に使用した
原画や絵コンテを使って制作の裏側を紹介し、「アニメ」という切り口からパラスポーツの魅力に迫ります。 

 ※スケジュールや出演者は、変更になる場合があります 

 
 
 
 
 
 
 
 

参加・申込方法 入場は自由、無料ですが、会場内が混雑した際は入場を制限する場合があります。 
タイトルに★のついたイベントを前方着席エリア（筋肉体操は筋トレエリア）で観覧する場合は、事前
にＷＥＢ申し込みが必要です。以下のＮＨＫのホームページ内にある専用フォームからお申し込みくだ
さい。お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。 

◆ＰＣ・スマホ http://www.nhk.or.jp/event/nspo 締め切り：７月１日（月）午後１１時５９分 

※ホールＡのステージイベントは、音声を字幕化してモニターに表示しますので、聴覚障害のある方に

もお楽しみいただけます。 
問い合わせ（一般の方）  ハローダイヤル ０３－５７７７－８６００（午前８時～午後１０時／無休） 

ホームページ  http://www.nhk.or.jp/event/nspo 

 

http://www.nhk.or.jp/event/nspo
http://www.nhk.or.jp/event/nspo

