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Merry Christmas ！
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今年の漢字に「災」という字が選ばれました。

今年の漢字に「災」が選ばれた。

今年は本当に災害の多い年であった。夏の記録的な猛暑も含めて、自然の驚異の前に人間は無力であ

ることを改めて見せつけられた感がある。だからこそ「災」に備えること「防災」が重要になってくるのであ

ろう。「災」が選ばれた理由の一つに、この「防災」意識の高まり、多くの人が自助共助の大切さを再認識

した年というものがあった。

台風の被害も甚大で、台風21号と24号は記録的な強風を伴って日本列島を直撃した。損害保険会社に

申請された事故件数は東日本大震災の3倍にも及んだという。未だに処理が終わっていないようである。

「災」はさらにスポーツ界でのパワハラ問題も「人災」として大きく取り上げられた。日大アメフト部に始まっ

て、女子レスリング、女子体操、ボクシング、相撲等など今年のスポーツ界は大きく揺れた年であった。今

はもう巨人の星のようなスポ根の時代ではなくなったということである。東京オリンピックを控えて日本の

スポーツ界も意識改革が必要である。

この他

2位「平」 3位「終」 4位「風」 5位「変」

6位「暑」 7位「大」 8位「最」 9位「新」 10位「金」

となった。
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【日経MJ2018年ヒット商品】
• 安室奈美恵
• TikTok（ティックトック）
• スマホペイ
• サブスクリプション
• 羽生結弦
• 大阪なおみ
• キリン「本麒麟」
• ゾゾスーツ
• Vチューバー
• eスポーツ
• U.S.A

• カメラを止めるな

【２０１９年ヒット商品予想】
• デカトロン＆ワークマンプラス
• 新元号フィーバー
• 誠品生活
• 日本版アマゾンGO

• ヒプノシスマイク
• 渋谷スクランブルスクエア
• アレクサ オート
• ムンク展
• オキュラスGo&クエスト
• ハリーポッター：ウィザーズ・ユナイト

＜ヒット商品＞

今年のヒット商品もやはりインターネット関連が多かった。

TikTokは若者を中心に大流行した。これは中国発。

スマホを使った決済も徐々に浸透しつつある。いよいよキ

ャッシュレス時代が本格的にやってくるのだろう。

サブスクリプションとは、毎月定額を支払うことで得られる

サービスのこと。ファッション関係や高級時計、高級車まで

気軽に借りられる時代になってきた。消費スタイルが変わ

りつつある。

Vチューバー？？？動画配信するCGアニメのキャラクター

だそうで、2018年で5000人以上が誕生しているという。

eスポーツは対戦型ゲームを競技化したもので世界大会も

開かれている。来年から国体でも採用されるとか・・・これ

はどうしても納得いかない。これがスポーツかと常に思う。
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＜2019年ヒット商品予測＞

• デカトロン＆ワークマンプラス

アパレル業界に4000億円の巨大新市場が出現。激安＆高性能を武

器にした2つのブランドが同時参入する。

デカトロンはフランスのスポーツ店で世界に1500店を展開。売りは激

安！ハイキング用バックパック350円、硬式テニスラケット990円！！

これに対するのが日本のワークマンが立ち上げた「ワークマンプラス

」激安＆高性能を売りにする。

果たしてこの勝負は・・・

• 新年号フィーバー

これは来年の目玉になるであろう。さて、どのような年号が選ばれる

のか？それにしても4月の発表でシステムは間に合うのだろうか？

みずほ銀行の通帳はすでに西暦表示に切り替わっている。

• 誠品生活

台湾の進化系書店が日本橋に進出。

• 日本版アマゾンGO

レジなし店舗が今後日本でも多くなっていく。カメラとAIで店舗の無人

化はますます進む。

• ヒプノシスマイク

キングレコード内レーベル・EVIL LINE RECORDSが手掛ける男性

声優12人によるラップソングプロジェクト。通称「ヒプマイ」。

これのどこが人気なのかは・・・？？？

• 渋谷スクランブルスクエア

渋谷再開発の“本丸”２３０ｍの高層ビル。これからの渋谷は変わる

！

• オキュラスGo&クエスト

PCやスマホがいらない高性能VRゴーグル。
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今年の流行語大賞は、「そだねー」「忖度」

今年の流行語大賞は、「そだねー」が選ばれた。

今回の冬季オリンピックは、羽生選手の2連覇、スケート陣の大活躍

など史上最高のメダル数を獲得して大変盛り上がった。そんな中、

この「そだねー」と「もぐもぐタイム」という、なんともゆったりとした温

かみのあるカーリングの競技が注目の的となった。もちろん、初めて

のメダルに輝いたという実力を伴ってのことで、一層盛り上がった感

がある。厳しい「災」があった年だけにホッとする場面であった。

この他であまりなじみのなかったのが、「おっさんずラブ」おっさん同

時の恋愛ドラマだったようであるが、これも時代か・・・

一方、「ボーっと生きてんじゃねーよ！」 あのチコちゃんは一体だれ

が入っているのだろうか？怒っているシーンだけがCGなのだろう

か・・・？とつい気になる。しかし、あの受け答えは見事である。日常

普通に使われ、行われていることでこれほど「なぜ？」「どうして？」

が答えられないのか、チコちゃんはそんな大人を叱り倒している。ま

さに、ボーっと生きてんじゃねーよ！である。反省せねば・・・

次にギャルの流行語大賞をご紹介しよう。今年も難解！

1位の「いい波乗ってんね」は、今年のヒット商品でもあるTikTokで

ブームとなった曲だそうだ。「今日の！お前は！いい波乗ってんね

～♪隣の！あの子も！いい波乗ってんね～♪・・・」

6位の「ぐい縦・・・」もやはりTikTokでブームになった曲のフレーズ

2位「好きビ」 これもわけがわからない。「彼ビ」「推しビ」と好きな人

を指すときになぜか「ビ」をつけるそうだ。

3位「あげみざわ」人気YouTuberけみおさんの動画がきっかけで広

まったフレーズで、テンションが上がったときに使うとか・・・

毎年毎年新しい言葉が出ては消えていく。これもインターネット時代

の特徴。またチコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ！」と言われ

そうだ。

【流行語大賞】

・そだねー（大賞）

・eスポーツ

・（大迫）半端ないって

・あっさんずラブ

・ご飯論法

・災害級暑さ

・スーパーボランティア

・奈良判定

・ボーっと生きてんじゃねーよ

・＃MeToo

【ギャル流行語大賞】

•いい波乗ってんね

•好きビ

•あげみざわ

•映え

•あざまる水産

• ぐい縦ぐい横ぐい斜め的な

•すこ

• ミートテック

•どちゃくそ

•セトア
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この１年、このレポートを読んで頂き誠にありがとうございました。

締めくくりとして、恒例の今年の話題をまとめてみました。皆さんも自分なりの十大ニュースを考えて

みませんか

本年も大変お世話になり誠にありがとうございました。
来年も引き続きお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

来年も皆様にとって健康で明るい年になりますよう心より
お祈り申し上げます。

【スポーツ】
•日大アメフット部悪質タックル問題
•女子テニス大阪なおみ全米オープン優勝
•貴乃花親方退職
•羽生結弦がオリンピック2連覇
• カーリング女子銅メダル
•サッカーW杯 ベスト16 最後の14秒
•大迫傑がシカゴマラソンで日本新記録
•大谷翔平メジャー新人王

【経済】
•仮想通貨「コインチェック」580億円流出
•日産ゴーン会長逮捕

【政治】
•安倍総理が消費税10%増税を正式表明
•森友問題で佐川氏を証人喚問
•沖縄県知事の翁長氏が死去
• 18歳成人民法改正を閣議決定
• カジノ法案成立
•働き方改革関連法が成立
•自民党総裁で安倍首相が連続３選

【海外】
• 中国主席の任期撤廃
• 米国が輸入規制発動、米中摩擦が激化
• 南北朝鮮首脳会談実現
• トランプ大統領 イラン核合意離脱表明

• 在イスラエル米国大使館がエルサレムに移
転

• 史上初の米朝首脳会談実現
• EUがグーグルに制裁金
• トランプ氏、INF全廃条約破棄表明
• メルケル独首相が党首退任へ
• 米中間選挙、上院共和党、下院民主党勝利
• EU、英離脱を正式決定

【社会】
• 将棋 藤井聡太 最年少で七段に
• 大阪で震度６
• 西日本豪雨 死者220人超
• オウム松本死刑囚ら幹部の死刑執行
• 埼玉熊谷で国内最高気温41.1度
• 大型台風日本列島直撃（21号、24号）
• 北海道で震度７
• 安室奈美恵引退
• 豊洲市場が開場

【物故者】
津川雅彦 朝丘雪路 樹木希林 大杉連
衣笠祥雄 西城秀樹 桂歌丸 さくらももこ


