
1年中行事

新年

正月
伝統的に、正月と呼ばれる新年の祝日は、

収穫の神に感謝し、家族を守る先祖の霊を迎
え入れる時節でした。門松（松の枝と竹でで
きた飾りで玄関の両脇に置かれる）や注連飾
り（稲藁の綱でできた飾り）を飾る習慣は、
これらの神や霊を迎えるのが目的でした。年
の初めに人々は神々や先祖の霊に感謝し、新
しい年の豊作を祈りました。このため、正月
は、日本人にとって年中行事の中でも最も重
要なものなのです。多くの人々はこのとき新
年の計画を立て、決意を新たにします。

年賀状
正月の間に、人々は年賀状と呼ばれる挨

拶状を、親族や友人、知人から受け取ります。
1998年の正月に送られた年賀状の数は、約
40億枚でした。

初詣
正月の間に、人々は家族や友人と連れ立っ

て、神社や寺院にその年最初の参拝である初
詣をします。神社の場合、伝統的には、人々
は自分の家から見て「良い方角」にあるとさ
れる神社に詣でました。この参拝の目的は、
新年の豊作と、家族や家の無事を祈ることで
した。
参拝者が最も多いのは、東京の明治神宮

です（1998年は 345万人）。二番目に多いの
が神奈川県にある川崎大師（319万人）、三

番目が千葉県にある成田山新勝寺（315万人）
です。

お年玉
正月の間に、子供たちは親や親戚から、

お年玉と呼ばれる特別のお小遣いをもらい
ます。そのため、子供たちは正月をとても楽
しみにするのです。近年、中学生や高校生が
5,000円や 1万円のお年玉をもらうことも珍
しくありません。もらったお年玉を全部合わ
せると、その額は何万円にもなることもあり
ます。

新年の遊び
昔の子供たちは皆、凧揚げやこま遊び（特

に男の子）、女の子がする羽根つきなど、正
月独特の外遊びをしたものでした。家の中で

門松
門松は松と竹で作られた
正月の飾りで、家々の玄
関の両脇に置かれる
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初詣
正月の間に人々は寺社に
詣で、新年の無病息災を
祈る
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の遊びは、歌かるた遊びがあり、これは百人
一首を、参加者がどれだけ早く言い当てられ
るかを競うものです。ほかにも、西洋のバッ
クギャモンに似た、すごろくと呼ばれる盤上
遊戯もありました。しかし最近の子供たち
は、あまりに多くの娯楽に囲まれており、昔
は人気があった正月の遊びには興味を示しま
せん。

春

節分
1873年以前に使われていた陰暦は、月の

数え方が現代の太陽暦よりも約１か月半遅い
暦ですが、この陰暦では、春の訪れ（立春ま
たは節分）は 2月 3日または 4日と決められ
ています。この日に行われていた節分の行事
のいくつかは、今でも 2月 3日か 4日、実際
には一年で最も寒い時期といえる日に行われ
ています。例えば、家の扉や窓を開け放ち、「福
は内、鬼は外」と言いながら豆を空中に撒い
て、災いと鬼を追い出すという儀式がありま
す。また、この日に年齢と同じ数の豆を食べ
ると健康でいられる、との言い伝えもありま
す。元来これは、陰暦の年の最後に宮廷で催
された行事で、悪霊と冬の寒さと憂鬱を吹き
払う象徴的行為であり、また、明るい新春の
喜びを迎えるものでもありました。

雛祭り
雛祭りは、春もそう遠くない 3月 3日に

祝われます。これは女の子たちの幸福と健や
かな成長を祈って行われる年中行事です。こ
の日、家の中では、雛人形という昔の宮廷衣
装を着た人形を、桃の花や、白酒・菱形の餅
（菱餅）・小さな米菓子（あられ）などのご馳
走の捧げものとともに飾ります。
雛祭りの行事は、清めの儀式についての

古代信仰に発しています。ある時代には、人
間の悪行と汚れは、水の流れの傍らで儀式を
行うことで浄化されると信じられていまし
た。後には、紙でできた人形がこうした儀式
で用いられ、江戸時代（1600～ 1868年）以

降、この紙人形が現在のような雛人形の形態
に変容していったのです。

春の彼岸（春分の日）
伝統的な行事である春の彼岸は、3月 21

日前後の春分を中心とした 7日間にあてられ
ています。この日、人々は一家の墓を訪れ、
先祖の霊を敬い、仏教の僧侶に読経を頼みま
す。同様の行事である秋の彼岸は、9月 23
日前後の秋分の日を中心とした 1週間の間に
催されます。

花見
3月の末から 4月の初めにかけて、日本の

大部分では、日本の国花である桜が咲き始め
ます。日本人は、満開の桜の木の下で、花見
と呼ばれる陽気な宴会をするのを好みます。
桜の木の下で飲み食いを楽しむ習慣は、江戸
時代以降、庶民の間に広まりました。

ゴールデンウィーク　
4月は、新学年が始まったばかりの学生

や生徒たちにとって、また、財政年度の始
まりに当たるこの月に就職したばかりの新
入社員にとっても、なにかとストレスの多
い時期です。しかし、4月末から、多くの人々
は 1週間から 10日の休みを取ります。それ
はこの時期に、4月 29日の昭和の日、5月 3
日の憲法記念日、5月 5日のこどもの日と、
一連の祝日があるからです。加えて、1985
年からは 5月 4日も祝日と指定されました
（現在はみどりの日）。この時期は通常、「ゴー
ルデンウィーク」と呼ばれます。気候は暖
かく小旅行にも適し、日本中の観光地が観
光客で賑わいます。「ゴールデンウィーク」
は、交通渋滞や列車・空港の混雑でも知ら
れています。

花見
満開の桜の下での陽気な
宴会
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節分
伏見稲荷神社（京都府）
で豆を投げる人々
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段飾り雛
人形、装身具、桃の花は、
伝統的な宮廷の祭式を表わ
している
© Haga Library
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花火大会
全国各地で、夏の夜空は、色鮮やかな花

火に彩られます。様々な地域で花火大会が催
されるからです。日本の花火の技術は世界
一といわれていますが、これは江戸時代から
何世代にもわたって引き継がれてきたもの
です。現在の花火の打ち上げはコンピュータ
でコントロールされているものが多く、正確
で、目を見張らせるような視覚的効果を高め
ています。東京では江戸時代から、隅田川沿
いの花火大会が年中行事として有名です。

盆
盆またはお盆は、その年のこの時期に戻っ

てくるとされる、その家の先祖の霊を迎え入
れ、なぐさめる年中行事です。伝統的には、
陰暦の 7月の半ばに行われていました。現在
お盆は、ほとんどの地域で 7月 13日から 15
日の間、また別の地域では 8月 13日から 15
日の間に行われます。

7月 13日に迎え火が焚かれて、先祖の魂
が呼び入れられます。そして 16日には送り
火が焚かれ、先祖の霊はあの世に戻ります。
盆の間、多くの会社や店は閉まります。

また、故郷を離れて働く人の多くは家族を
連れて帰省するので、「ゴールデンウィーク」
同様、交通機関は大変混雑します。

秋

月見
陰暦の 9月の半ば頃に現れる満月は、中

秋の名月と呼ばれました。そして、この月の
美しさを観賞するため月見の宴を開くこと
が習慣となりました。これはもともと中国で
行われていた習慣ですが、平安時代（794～

こどもの日
こどもの日は「ゴールデンウィーク」期

間中の 5月 5日で、伝統的には端午の節句と
呼ばれており、男の子の健やかな成長と将来
の成功を祈る日となっています。伝統的に飾
られるのは、鯉をかたどった布製の吹き流し
を棹につけたもの（鯉のぼり）と、侍の装い
をした人形（武者人形）で、またこの日の特
別のご馳走として、竹の皮に包まれた米の蒸
し団子（ちまき）と、柏の葉で包まれた餅菓
子（柏餅）が供されます。
大昔は、一年の五番目の月は不吉な月で

あり、その五番目の日はとりわけ不吉である
と考えられていました。端午の節句は最初、
年に一度行われる、けがれを取り除く清めの
儀式として発達しました。
この日、菖蒲の葉を浮かべた風呂に入る

という習慣があります。伝統的にこの葉は、
薬効があるばかりでなく、悪を祓う力がある
と考えられてきました。
　

夏

七夕
夏の最初の年中行事は 7月 7日の七夕で

す。これは、あるロマンティックな物語を記
念する日ですが、その物語は最初、中国と朝
鮮を経由して日本の宮廷に伝えられ、その後
庶民の間でも普及しました。そのストーリー
は、一年に一度だけ、天の川の橋の上で、牽
牛星と織姫星が出会うというものです。この
日に願い事をすれば叶うと信じられており、
人々は庭先などに、笹の葉が茂った竹を立て、
その枝に願い事を書いた細長い紙片（たんざ
く）をつけます。
現在、七夕の祭りは日本中の多くの場所

で見られます。そのうち特に有名なものは、
京都の北野天満宮、香川県の金比羅宮、神奈
川県平塚市や富山県高岡市で行われる祭りで
す。また宮城県の仙台七夕まつりも有名で、
これは、かつて七夕が陰暦に従って祝われて
いた季節に近い、1か月先の 8月 7日に行わ
れます。

宮城県仙台市の七夕祭り
多くの観光客が、七夕の
飾りで彩られた商店街を
訪れる
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東京隅田川沿いの花火大会
何千もの花火の装置が、
二つの打ち上げ場から空
に放たれる
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端午の節句
武者人形。模型の幟や武
具、餅菓子の供え物とと
もに
© Kodansha 
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1185年）に日本にも広まりました。家々で
はススキの穂を飾り、団子を作って、これら
を秋の収穫物などとともに月に捧げます。

七五三
11月 15日は、3歳・5歳の男の子と、3歳・

7歳の女の子を連れて神社に参拝し、その子
たちの安全と健やかな成長を祈るための日で
す。伝統的に男の子は羽織と袴を着け、女の
子は着物を着ますが、現在ではスーツやドレ
スを着た子たちも大勢見られます。この日、
神社では、長寿をもたらすとされる千歳飴と
いう飴を買い、家では、小豆とともに炊いた
ご飯（赤飯）や、頭と尾ひれがついたまま焼
かれた鯛（尾頭付きの鯛）を食べて、家族で
お祝いをします。

冬

忘年会
12月初め以降、忘年会と呼ばれる年末の

パーティが、飲み屋やレストランで開かれま
す。忘年会には、その一年よく働いたことを
互いに認め合って感謝し、同時に苦労を忘れ、
年末をよりよく過ごせるようにとの思いが込
められています。日本人は忘年会が大好きで、
あらゆる年代、あらゆる種類の集団に属する
人々が、学生やサラリーマンも含め、忘年会
のスケジュールで忙しくなります。ほとんど
の場合、費用は参加者の割り勘ですが、会
社が従業員のために忘年会のスポンサーとな

り、費用を負担するというケースもあります。

クリスマス
日本ではクリスマスは、季節の行事とし

て普及しています。キリスト教徒であるなし
にかかわらず、日本人はクリスマス・ツリー
を飾ったり、クリスマス・ケーキを食べたり、
クリスマス・プレゼントを交換したりするの
を楽しみます。子供たちにとっては特に楽し
みな行事で、眠っている間にサンタクロース
がプレゼントを持ってやってくるのを待ち
わびます。

大晦日
クリスマスが過ぎ、忘年会も終わると、

まもなく 12月 31日、日本語でいう大晦日と
なります。真夜中の少し前から、全国の寺で
は、「除夜の鐘」と呼ばれる鐘つきが始まり
ます。鐘は 108回つかれますが、それは 108
あるといわれる現世の欲（煩悩）の清めを象
徴しています。そして、正月の行事とともに
新たな年が始まるのです。

月見
月見の行事では、人々は
満月を観賞し、団子とス
スキの穂の捧げ物をする
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七五三
3歳と 5歳の男の子と、3
歳と 7歳の女の子が、きれ
いに着飾って神社に詣でる
© Bon Color Photo Agency


