＜報道関係者各位＞
2019 年 11 月 30 日
#Twitter トレンド大賞 実行委員会

「#Twitter トレンド大賞」特別企画
Twitter で 2019 年を振り返る事前配信番組

「＃Twitter トレンド大賞 ニューストレンド 2019」
生配信 事後レポート
「＃吉本興業」の話題に田村淳さんは“嘘をついたことがいけない”
駒井千佳子さんも気づかなかった 「山ちゃん結婚」 Twitter 世界トレンド 1 位に
「＃台風 15 号」の話題に対して堀潤さんは”Twitter が生命線に”
配信 URL：https://twitter.com/TrendAward

この度、12 月 26 日(木)に行われる「#Twitter トレンド大賞」の発表を盛り上げるために 11 月 30 日より
全 5 回にわたり配信される事前番組の第 1 回目である「＃Twitter トレンド大賞 ニューストレンド 2019」を公
式 Twitter アカウントにて生配信いたしました。

本番組では、「ニュース」をテーマにトレンドワードをピックアップしながら、全回共通 MC の田村淳さんと、天の声
キクチウソツカナイ。さん、ジャーナリストの堀潤さん、芸能リポーターの駒井千佳子さん、お笑いコンビトレンディエン
ジェルの斎藤司さん、ラストアイドルの西村歩乃果さん、長月翠さん、松本ももなさん、気象キャスターの松雪彩花
さんがトークを交えながら 2019 年を振り返りました。 番組内では月ごとにトレンドワードを紹介し、話題になった
事柄をスタジオゲスト陣が掘り下げました。

＃Twitter トレンド大賞 ニューストレンド 2019 生配信の様子
番組冒頭では「今年もウソをつかずにやっていきます。」というキクチウソツカナイ。さんのコメントに対しＭＣの田
村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)さんより「嘘つくと大変なことになるから！」とツッコミが飛びました。トレンディエンジ
ェル斎藤司さんの紹介の際には「吉本興業」の話題に。淳さんからは「コメンテーターとして活動しているからコメント
しにくいでしょ？」と発言があると「あの報道があったときちょうどグッディ出てましたから！」と当時のエピソードを振り返
りました。
番組内でとりあげたトレンドワード
1 月; #前澤社長
＞100 人に 100 万円を渡す、というツイートを展開、話題になりました。
＞もしも 100 万円を手にしたら？という淳さんからの問いにラストアイドルの西村歩乃果さんは「土地を買
いたい。」と答え、淳さんからは「銭ゲバじゃねえか！」とツッコミが飛び、スタジオの笑いが巻き起こりました。
2 月; #遅刻常習犯
＞遅刻をする側、される側に分かれて、大きな議論を生んだツイート。
＞斎藤司さんは「あえて遅めに伝えて早めに着く」というコメントをして笑いを呼んでいました。
3 月; #ピエール瀧
＞一連の薬物使用に関しては、11 月までの取り締まりの状況を駒井千佳子さんが説明すると、薬物使用に
関して堀潤さんから「海外では治療するもの。相談できる環境を作ることが大事。」と海外の事例や世論を踏まえ
たコメントがありました。
4 月; #新元号
＞令和が発表されると同時に非常にツイッター上でも盛り上がりましたが、「令和」という文字の印象に対して、
松雪彩花さんは「平成生まれで(令和に)慣れるかなと最初感じましたが、華やかな感じがあっていいですよね。」と
コメントしました。
ミニコーナー）これが私のベストツイート！;
淳さん; デイリーポータル Z さんの「#地味ハロウィン」のツイート
堀潤さん; 写真家であるキセキミチコさんの香港で撮影した写真の投稿
松雪彩花さん; 即位の礼の奇跡の一瞬
松本ももなさん; アスキーアートで作ったモフモフタワーのツイート
中でも、堀潤さんがご紹介した、＃まずは知るだけでいい展 は、写真家のキセキミチコさんによる、投稿内のタグ
機能を用いた Twitter 上での個展であり、TV で放送されている情報とは違う香港の現状がこのような形で伝わ
ることに対し「非常に Twitter らしい。」とコメントいたしました。オンラインで始まったこの個展は今度は渋谷で実際
の古典として展開するとのことです。
5 月; #ドロー4
＞今まで曖昧だった、UNO が公式にルールを発表。大きな反響がありました。
6 月; #山ちゃん
＞女優蒼井優さんとの結婚に関するツイートが話題に「山ちゃん」は世界ランキング１位になる快挙を達成。
＞芸能リポーターの駒井千佳子さんも「全然知らなかった！」と驚きを明かしていました。
7 月; #吉本興業 、 ＃ジャニーさんありがとう
＞一連の「#吉本興業」に関しては淳さんから「嘘をついた」ということがよくない、とのコメントがありました。ま
た、「#ジャニーさんありがとう」に関しては駒井千佳子さんから、そのお人柄を偲ぶコメントがありました。

8 月; #煽り運転 、 #滝川クリステル
＞「#煽り運転」に関しては事件をきっかけにドライブレコーダーを導入した淳さんがその機能を紹介。小泉進
次郎さんとご結婚を機にトレンドインした「#滝川クリステル」さんに関しては、今まで多く政治家の結婚式に参加し
てきた堀潤さんから、小泉進次郎さんに関してのコメントがありました。
ミニコーナー）「拡散希望！2019 年の私の一大ニュース！」;
長月翠さん; 自分たちでプロデュースをした期間限定カフェの商品であまり好きではないおかゆチョコレートを
ファンの方に絶品と言い続け提供したことに対して「（実はおかゆチョコレートが）苦手でした。ファンの方に謝りたい
です。」と謝罪
斎藤司さん; 「撮影で生ジャッカルを体験してきて、腰がいたいです。」とラグビーに絡めて個人的ニュースを
披露
9 月; ＃台風 15 号
＞観測史上１位を風の強さを誇る台風 15 号に関して、気象キャスターの松雪彩花さんが近年の気象状況
を踏まえ、「昨今の台風は想定を越えるものが多すぎる。」と気象キャスターならではのコメントと共に、台風に関し
ての詳しい解説をしていただきました。また、堀潤さんからは、「都心の被害が大きくなかったため、ニュースは組閣会
議に目が向いていたが、被害が大きかったエリアの人々は Twitter で SOS を発信していた。まさに彼らの生命線
になっていたのが、SNS だった」とコメントがありました。
10・11 月; #多摩川氾濫 、 #ニノロス 、 #バチェラー
＞「#多摩川氾濫」では、公の情報では見えない情報が SNS によって拡散した事例が紹介され、松雪さん
から、「個人発信ができることで情報の伝達が早くなる」、というコメントがありました。さらに、ウェザーニュースと
Twitter の共同で「＃減災レポート」というハッシュタグと共に、こういった情報が投稿されると、マッピングされて、ハ
ザードマップが出来上がる、という説明がありました。
＞「#ニノロス」は、ご結婚を発表された二宮さん日してお祝いの気持ちの籠ったハッシュタグを駒井千佳子さ
んからご紹介されました。
＞「#バチェラー」では「友永構文」が紹介され、「アイドルじゃなかったら出てみたい。」とラストアイドルの西村
歩乃果さんからコメントが出るなど、目が離せない番組であることを熱くコメントしていただきました。

事前配信番組について
「#Twitter トレンド大賞」を盛り上げるために、11 月 30 日より全 5 回にわたり事前番組を Twitter 上で配
信いたします。番組内では、「ニューストレンド」、「ビューティトレンド」、「スポーツトレンド」、「エンタメトレンド」、「アニ
メトレンド」の 5 部門のうちの一つをテーマに据え、トレンドワードをピックアップしながら 2019 年を振り返る企画と
なっております。全回通して MC を担当する田村淳さんと、テーマごとに変わるゲストを迎えスタジオトークにより、ト
レンドワードを掘り下げます。
【視聴方法】 Twitter ライブ配信（無料）
※イベント後は、アーカイブをご覧いただけます。
詳細の視聴方法は、下記の公式 Twitter アカウントにてご確認ください。
【公式アカウント】

https://twitter.com/TrendAward

【番組概要】
・ ＃Twitter トレンド大賞 ニューストレンド 2019：11 月 30 日(土) 20:00～22:00(放送終了)
出演者：MC 田村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)/天の声 キクチウソツカナイ。
ゲスト:堀潤(ジャーナリスト)、駒井千佳子(芸能レポーター)、斎藤司(トレンディエンジェル)、ラストアイドル(西
村歩乃果、長月翠、松本ももな)、松雪彩花(気象キャスター)
アーカイブリンク：https://twitter.com/TrendAward/status/1198852669730779139
・ ＃Twitter トレンド大賞 ビューティトレンド 2019：12 月 3 日(火) 20:00～22:00
出演者：MC 田村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)/天の声 ゆい P(おかずクラブ)
ゲスト：誠子(尼神インター)、ピカ子、江野沢愛美、とまん
・ ＃Twitter トレンド大賞 スポーツトレンド 2019：12 月 7 日(土) 20:00～22:00
出演者：MC 田村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)/天の声 向井慧(パンサー)
ゲスト:生島淳(スポーツジャーナリスト)、おのののか、山本博(ロバート)、真栄田賢(スリムクラブ)
・ ＃Twitter トレンド大賞 エンタメトレンド 2019：12 月 14 日(土) 20:00～22:00
出演者：MC 田村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)/天の声 向井慧(パンサー)
ゲスト：倉持由香
・ ＃Twitter トレンド大賞 アニメトレンド 2019：12 月 21 日(土) 20:00～22:00
出演者：MC 田村淳(ロンドンブーツ 1 号 2 号)/天の声 向清太朗(天津)
ゲスト：未定

#Twitter トレンド大賞 について
#Twitter トレンド大賞 では、データ・ドリブンで集計された「2019 年に最も話題となった上位 20 個」のトレ
ンドワードを「#Twitter トレンド大賞」として発表いたします。 2019 年に日本の Twitter 内でトレンドインした
全てのワードを集計し、通年でのツイート量などを総合的に組み合わせた独自のアルゴリズムでランキング化いたし
ます。
12 月 26 日(木)に公式 Twitter アカウントにて生配信する「#Twitter トレンド大賞」では、MC に田村淳さ
ん、サブ MC に宇垣美里さん、さらに今年話題になった方々をゲストに迎え、トレンドワードを発表いたします。
【日

時】2019 年 12 月 26 日（木）19:00～22:00

【出 演 者】 MC：田村淳（ロンドンブーツ 1 号 2 号）
アシスタント MC：宇垣美里
ゲスト：公式アカウントにて随時発表
【視聴方法】Twitter ライブ配信（無料）
URL：https://live.twitter.com/TrendAward
※詳細の視聴方法は、下記の公式 Twitter アカウントにてご確認ください。
【公式アカウント】

https://twitter.com/TrendAward

