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 Buzkashi, Afganistan’s National Sport, Returns amid Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

be about to  まさに～しようとする 

loosely   おおまかに 

involve   含む、必要とする 

invasion  侵略、流入 

civil war  内戦 

《Vocabulary and Phrase》 

男たちが馬を広い競技場に連れてくると土埃があがる// もう一つのブズカシの試合が始まろうとしている// 

ブズカシはアフガニスタンの国技だ// その名前は英語で大まかに「やぎ引き」という意味だ// このスポーツは

中央アジアで数百年の間行われてきた// それは馬の背に 2 チームが乗り/ 競技場のある場所に頭のな

い、死んだヤギを引き入れようとする// チームはそのエリアに一回ヤギを入れるごとにポイントを得る// 最

近、試合に使われる「ヤギ」は基本的に本物ではない// 外国からの侵略や内戦や最近のタリバン統治の

再来を通して/ アフガニスタン人たちは彼らのお気に入りのブズカシ騎手を応援し続けてきた// 全国リーグ

の試合は 2 月 24 日に再開した/ タリバンが 2021 年 8 月に統治を始めて以来初めて// カンダハ―と

バダクシャンのチームはおよそ 5000 人のアフガニスタン人の前で試合を行った/ タリバンのメンバーたちを含

めた// 過去には、襲撃される恐れのある試合もあった// 自分たちの出身の地域からの脅迫にもさらされ

た/ もし他の地域のチームでプレイしたなら// しかし、タリバンの厳しい犯罪取り締まりは/ ガルブディン・イ

ズマイル・カイ―ㇽ を含めた多くの人々の心を和らげた// 彼は去年のリーグで優勝したカンダハ― チームの

キャプテンである// 「去年は良い年だったが今年はより一層良い/ なぜなら人々は落ち着いた心ですべて

のチームを応援しているからだ」// と 37 歳のカイ―ㇽ は言った// 彼はバルク地域の出身だが、カンダハ― 

チームに選ばれた// ファンにとって、このスポーツの重要さはこの国の現在の危機を生き残るだろう/ まさにこ

のスポーツが過去の戦争よりも長く続いたように// アブデュル・サブ―ㇽ は最近の試合に参加した// 彼は

言った 「私たちの国では貧困や失業が蔓延しているが/ 私たちはそれでもこの試合を観戦しにバルク地区

から来た/ このスポーツにとても興味があるから」//                  302 文字      WPM 

 

Dust rises as men bring their horses onto a large field.// Another game of buzkashi 

is about to begin.// Buzkashi is Afghanistan’s national sport.// Its name in English 

loosely means “goat pulling.” //The sport has been played across Central Asia for 

hundreds of years.// It involves two teams on horseback/ trying to pull a 

headless, dead goat to one area in a field.// A team earns points each time it gets 

the goat in that area.// These days, the “goats” used for the game are usually not 

real.// Through foreign invasions, civil wars and the recent return of Taliban 

rule,/ Afghans have continued to gather to cheer on their favorite buzkashi 

riders.// National league games restarted on February 24/ for the first time since 

the Taliban took over in August 2021.// The Kandahar and Badakhshan teams 

played in front of about 5,000 Afghans,/ including members of the Taliban.// In 

the past, some games often brought fears of attacks.// Players faced threats from 

people in their own province/ if they played for another provincial team.// But the 

Taliban's severe crackdown on crime/ has eased the minds of many, including 

Gulbuddin Ismail Khail.// He is captain of the Kandahar team, last year's league 

winner.// "We had a good year last year, but this year is even better,/ because 

people are cheering for all teams with a calm mind,"/ said the 37-year-old Khail.// 

He is from Balkh province, but has chosen to play for the Kandahar team.// For 

fans, the sport’s importance will survive the country's current crisis,/ just as it has 

outlasted wars of the past.// Abdul Saboor attended the recent game.// He said, 

“Although there is a lot of poverty and unemployment in our country,/ we still 

came from Balkh province to watch this game,/ because we are very interested in 

the sport.”//                                         302 words           WPM 

《Linking Logic》 

ex.)  

had a good year 

threat   脅威 

province  地域、州 

crackdown  取り締まり 

outlast   長く続く 
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