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‘Don’t Get Caught Sleeping’ as Pillow Fighting Becoming Sport 

 

excitement  興奮 

violence  暴力           

martial arts  武術 

specialized  専門化した、特殊用途の 

available  利用可能な 

 

《Vocabulary and Phrase》 

枕投げがベッドルームを飛び出してボクシングリングに場所を移している。// 枕投げチャ

ンピオンシップ、もしくは PFC は/ 1 月 29 日にフロリダで有料のイベントをはじめてライブ

で開催する予定だ// スティーブ・ウィリアムズは子供の遊びを変えるアイデアをもっていた

/ プロの戦いのスポーツへと// PFC の代表は言った、プロの枕投げは/ 接近戦の楽しさ

がある/ 暴力のない総合格闘技とボクシングの混ざったようなものである// 彼は、それ

はジョークではないと言った// それはただイスに座り笑い、羽が飛ぶようなものではない/ 

ウィリアムズはロイター通信に言った// それは真剣だ/ 専用の枕で徹底的にスウィング

するものだ// ３ラウンドの戦いを見ることが出来る/FITE というスポーツストリーミングの

サイトで//1 月のイベントの男女アスリートは/ほとんどが総合格闘技やボクシングから来

る。//しかしウィリアムズは、アスリート達はけがをしないだろうと言った。//選手たちはけが

をしたくないし、/血を見たくない観客も多くいる。//彼らはよい試合をみたいのであって、/

暴力を見たいわけではない//多くの人が友達や親戚と枕投げをしてきているので、/ウィリ

アムズはこの新しいスポーツが共感できるものになるだろうと期待している/そして子供を

含め多くの観客を呼び込むことができる//あなたはそれを代替スポーツと呼ぶことが出来

るだろう/しかし私たちはそれがメインストリームの魅力を持つだろうと考えている」と彼は言

った。//その国独自の音楽とラップ音楽をミックスすることを想像してみてください/そして多

様な観客をひとつにまとめることを//それが,私たちが現在行っていることだ/そしてそのこと

が異なる層の観客を取り入れることを願っている// 

Pillow fighting is moving out of the bedroom and into the boxing ring.// 

The Pillow Fight Championship, or PFC,/ plans to hold its first live, pay-to-

watch event in Florida on January 29.// Steve Williams had the idea of 

turning a children’s game/ into a professional fighting sport.// The head of 

PFC said professional pillow fighting/ will have the excitement of hand-to-

hand fighting/ without the violence of mixed martial arts, or MMA, and 

boxing.// He said it is not a joke.// "It's not something where you sit there 

and laugh and feathers are flying,"/ Williams told Reuters.// "It's serious./ 

It's hardcore swinging with specialized pillows."// The three-round fights 

will be available to view/ on sports streaming station FITE.// The male 

and female athletes in January's event/ come mostly from MMA and 

boxing.// But Williams said the athletes are not going to get injured.// 

"The fighters don't like to get hurt,/ and there's a lot of people who don't 

want to see the blood.// They want to see good competition,/ they just 

don't want to see the violence."// Since many people grew up pillow 

fighting with friends or relatives,/ Williams hopes the new sport will be 

relatable/ and can grow a large audience, including children.// "You can 

call it an alternative sport,/ but we think it's going to 

have mainstream appeal," he said.// "Think about how they mixed country 

music with rap music/ and brought these diverse audiences together.// 

That's what we're doing,/ and we hope it brings in a different kind of 

viewer."// 

 

 《Linking Logic》 

ex.) What time is it ?   

Pillow fighting is moving out 

injure   けがをさせる 

relative   親戚           

relatable  共感できる 

alternative  代替の 

diverse   さまざまな 
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