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要  旨（日本語） 

 

国々ごとに、自らに属する新年はある。日本は明治維新以降、1872 年から

西暦を採用して、旧暦上の春節を「元旦」に繰り上げ始まっている。日本人は

新年における生活が豊かで、雰囲気もにぎやかである。日本の新年には自分の

独特な特色が持っているが、幾つかの面にも、中国旧正月の新年と似ていると

ころが見える。本文は日本の新年の紹介を通じて、その起源及び元旦との関係

を叙述して、主な習俗及び行事を説明する。最後に、中国の春節と比較して、

日本の新年との共通点と相違点をそれぞれ現れるようになる。  

 

キーワード：新年、特色、起源、元旦、習俗、中国の春節。 

 

 

摘 要（中文） 

  

  每个国家都有自己的新年。日本在明治维新后，从 1872 年开始采用西历，此

时开始，日本旧历上的春节被提到与“元旦”同一个时间上了。日本的新年有其

独特的特色。但是从几个方面来看，我们可以看到它与我们中国农历的新年有相

似之处。本人通过对日本新年的介绍，来叙述它的起源以及与日本元旦的关系。

来介绍解说其新年的主要习俗和人们的一些新年活动。最后，拿它与中国的春节

做比较，让人们清楚地看到其与中国新年的共同点和相异点。 

 

关键词：新年，特色，起源，元旦，习俗，中国（农历）新年 
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1.はじめに 

 新年を祝うのは世界中、各国家地域において普遍的な習俗だ。世界中の何処

の国家であっても、新たな年に美しい望みを抱く。それぞれの歴史の異なりに

より、各国家と地域は自らの異なる習俗を持っている。本文は日本の新年を紹

介する。まずは日本の新年の定義及び日本元旦との関係を説明する。そして日

本の新年における習俗と主要な行事を述べる。最後は中国の春節と比較する。

日本の新年が中国の春節と類似点があるが、相違点もある事。その原因として

は、日本新年が中華文化からの影響を受けて、中国から伝わってきた習俗だ。

受ける途中、それを発展して自ら独特な文化になっていくだろう。 

 

2.日本の新年 

2.1 日本の新年の定義及び元旦との関係 

  日本において、新年とは、旧暦の春節を指さず、西暦の新年を指す事だ。即

ち元旦のことだ。毎年、12 月 29 日から 1月 3日にかけて、全国的な休暇日で

ある。明治維新の「全般的に西洋化」する過程で、1872 年から日本は西暦を

採用して、旧暦上の春節を「元旦」に繰り上げ始まっている。新年のあいだに、

男女老少は伝統的な服装を着ていて、日本的な風情が出ている。 

2.2 日本の新年の起源 

 中国の夏朝以前に“年”の概念があった。その時の農業は多毛作ではなく、

1年にただ 1季の作物だけを植えた。だから、穀類が一回 1年で熟して、人人

が農作物を再び収穫するように、いずれも祝い活動を行って、大衆は神の恩に

応えて、同時に来年天候が順調なことをも望んで、災害を避けて魔をよけるの

が春節の起源だ。 

 日本の明治維新する前に、中国が最盛期にあった。唐と漢の時代から広がっ

てきた文化がずっとその時の日本を影響していた。日本人は陰暦上の正月一日

を祝日としていた。「御正月」とも呼ばれている。明治維新後、西洋文化は中

華文化より日本への影響がもっと大きくなっていて、西暦の実行を始めていっ

た。新年とも西暦の一月一日に変わっていた。よって、日本人の新年は中国（陰

暦上）の春節から西暦の元旦に変わっていた。 

日本の新年の形式が中国古代から形成され広く伝わっていたので、その祝日

の意義は中国の春節と同じでは、すべて来年の好運を切に願うためで、良い新

しい意味がある。  

 

3.日本の新年の習俗 

 正月を迎える前には、大掃除をし、門松やしめ飾り、鏡餅の準備をする。1



年の最後の日を大晦日（おおみそか）と言い、おせち料理の準備などをして過

ごす。夜には寺で除夜の鐘が鳴らされ、年越しそばを食べて新年を迎える。元

旦の朝には、おせち料理やお雑煮を食べる。また、寺や神社に初詣に行って新

年の健康と幸福を祈のる。届いた年賀状を見ることや、子どもにとってはお年

玉をもらうことも正月の楽しみの一つだ。 
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4.日本の新年における行事 

4.1 大掃除 

 年末には、いつもより丁寧に家を掃除する。一年分の汚れをきれいにするこ

とによって、新年を新たな心持ちでスタートできる。 

4.2 鏡餅 

 10～20 センチくらいの大小２つの丸いもちを台の上に重ねたもので、床の

間や神棚に置く。本来は神にお供えしてまつるものだが、最近では正月飾りの

ひとつと考える人も多いようだ。 

4.3 門松 

 松の枝を組み合わせて作った飾りに竹や梅が添えられたもので、正月の間、

家の門前に一対おく。日本では松竹梅は縁起がよいものとされていて、特に松

は長寿を意味するものとして尊ばれている。 

4.4 しめ縄 

 正月に門戸に飾るもので、魔除けの意味がある。様々な縁起物がつけられた

飾りで、正月が終わると門松などと一緒に神社へ持って行き、焼いてもらう。 

4.5 忘年会 

 毎年 12 月 28 日、日本の各政府機関や、会社はそれぞれ忘年会を行い、酒宴

を張って、社員を招待する。忘年会の意味としては、広大社員が今年の不順を

忘れて、新しい年の到来を迎えることだ。 

4.6 福袋 

  新年の間に、日本の各百貨店は色々な福袋を登場させて、価格が 1 万円か

ら 5万円の間だ。これらの福袋は良い兆しを象徴する。福袋に入れられている

商品はその価値が必ず福袋のを超えるのだ。一体何のものだか皆も知らず。買

って帰り、開けると、思わない喜びを持ってくれるかもしれないで、宝くずに

当たるような感じだ。 

4.7 年越し蕎麦 

 12 月 31 日に「細く長く達者に暮らせること」を願って食べられるそばのこ

とである。年を越す前に食べきらなければならず、そばを残すと翌年金運に恵

まれないなどといわれている。 

4.8 除夜の鐘 



 12 月 31 日の深夜 0時を挟んで寺院で撞かれる鐘のことだ。除夜の鐘は 108

回つかれる。この回数には諸説があるが、人間の煩悩の数を表すと言われてい

る。 

4.9 初詣 

 初詣（はつもうで）とは、年が明けてから初めて寺社（神社・寺院）や教会

などに参拝し、一年の無事と平安を祈る行事である。 

4.10 御節料理 

 1 月 1 日からの 3日間に食べる特別な料理で、重箱に焼き物、煮物、酢の物

などを盛りつける。見た目が豪華であるうえに、長持ちするのが特徴で、正月

の 3日間くらいは主婦の家事が軽減されるようにとできあがったようだ。 

4.11 年賀状 

 新年を祝い、相手への感謝を込めた葉書で、12 月に書いて正月に届くよう

に送くる。友人や親戚のほか、仕事関係の人にも出す場合が多いだ。西洋でク

リスマスカードを送るのと似ている。 

4.12 お年玉 

 正月の期間、子どもたちが両親や親戚からもらう小さな袋に入ったお金のこ

とである。多くの子供にとって、正月の一番の楽しみだ。 

 

5.日本の新年における飲食 

日本の新年は西暦にて前の年の12月 27日から翌年の1月3日にかけること

だ。新年には皆必ずもちを食べる。除夜に一家団楽して年越し蕎麦を食べる。

元旦に入ると、早朝、一堂に集まって、若者から年寄りへの順番にて屠蘇を飲

む。屠蘇を飲んだ後、「御雑煮」を食べる。 

日本人は「正日」（つまり元旦の日）の朝食が非常に豊富だ。その後の連続

した三日間、菜食のみ食べて、敬虔な心を示す。 

しかし、現在日本の都市には、多くの人々が菜食を食べる習慣をあきらめて、

代わりに、うどんを食べて、新しい年に健康と長寿を祈る。 

 

6.日本の新年における代表的なもの 

6.1 フグ 

 河豚は日本語での発音が「fugu」で、「福」（fuku)の発音と似ている。 

新年に入れば、丸一年の幸福を祈る為、多くの日本人は河豚を買う。その場で

加工した後、持ち帰り食べる。山口県の河豚は日本においても特に有名だ。1

月 4日夜外出して魚をとる漁船が５日早朝港に到着する次第、多くの人が争っ

て買う。天然の河豚は１kg で、2.2 万円にも売りられて、価格が高いだろう。 

6.2.黒豆 



日本人は河豚を「珍味」と称している。誰でも新年に食べられるものではな

いわけだ。日本料理の中に、熱い料理があまり多くないで、食べる時、基本的

に温めなくてもよい。新年料理の中に、最も少なくてはいけないのは黒豆だ。

「苦労、まじめ」の発音と近い。 

6.3 除夜の鐘 

 大晦日の夜、日本人は「除夜」と称している。日本においても、除夜に寝な

いで新年を迎える風習もある。人々は年越し蕎麦を食べながら、新年のための

専有番組を見ている。特に紅白歌合戦の男女独唱が一番人気だ。 

 真夜中、寺院で鐘が 108 回を撞く。この回数には諸説があるが、人間の煩悩

の数を表すと言われている。一回毎に撞けば、一つの悩みを無くす。108 回を

撞けば、人間としてのすべての悩みを無くす意味だ。それは終わったら、人々

は神社や寺院等に殺到して参拝を行う。「初詣」（初めて参拝の意味）と称さ

れている。  

 

7.紅白歌合戦 

 『NHK紅白歌合戦』（エヌエイチケイこうはくうたがっせん）は、NHKが1951

年から放送している男女対抗形式の大型音楽番組。生放送。公開放送。通称は

『紅白』。デジタル双方向機能対応番組。日本の長寿番組の一つである。国民

の多くにとって、大晦日の恒例行事と言われる。 

 

8.中日二国における新年の比較 

8.1 中国の春節と日本の新年における習俗上の共通点  

a.中国の春節は日本の新年と同じく、昨年に別れを告げ新年を迎える祝日の雰      

囲気に満ちている。例えば、大掃除をしたり、家を飾ったりする；都市と農

村の各地はすべて飾られて新しくなる。祝日のスローガンを貼って、大部分

の表門は生花あるいは盤桔を飾り付ける。要するに、何所でもお祝いの雰囲

気に満ちあふれる。  

b.中国の春節は日本の新年も全国的な祝日である。  

中国の春節の休日は普通は旧暦の 1 日から 7 日まで、全部で 7 日の祝日があ

る。日本は全国の休暇日は毎年 12 月 29 日から 1 月 3 日にかけて、全部で 5

日である。  

c.中国の春節にと日本の新年には除夜があり、夜を徹し新年を迎えるもちを食

べ、一家団欒の食事、お年玉をもらうなどの習俗がある。例えば、祝日の時

に、全家族が集まって、除夜の一家団欒の食事を食べて、酒を飲む；親友は

新年の挨拶をする方式を通して互いにお歳暮を送って、友情と感情を深め

る；目下の人は年長者に向ってお辞儀をし、年長者は目下の人にお年玉など

にあげる。  

d.中国の春節と日本の新年には、人人が未来への願望と目的を切に願うという

点では同じだ 例えば、中国では祝日に門の上に門を守る神の画像、軒の下に

灯籠が掛けるのに对して、日本では入り口の扉に門松をかけて、門の上に藁
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縄などに掛けることはすべて災害を避けるための魔よけで、来年の四季の平

安、幸運の願望と目的を享受出来ように切に願う。  

 中国の春節と日本の元旦は習俗の上の共通面からみると、日本文化には中

華文化の影が見える。それは長い間に、中華文化からの影響を受ける結果に   

なるだろう。  

8．2 中国の春節と日本の新年における習俗上の相違点  

a. 中国の春節と日本の元旦の娯楽と食事。  

中国では新年が到来すると、田舎のどの家でもドアを開けて、爆竹に火を 

つけて放ち、パンパンという爆竹の音で古いものを除いて新年を歓迎する。 

（近年、中国で、都市には爆竹をする事が禁止されているそうだ） 

日本は元旦の期間、爆竹をならさないで、どの家もひっそりと静かに新年

を祝うのだ。 

中国の春節は普通は除夜の晩に全家族はギョーザなど食べる。 

除夜の晩に全家族が囲んでいっしょに長い麺を食べて長寿を祝り日本の

元旦は新年を祝る。  

b. 中国の春節と日本の元旦の期日。 

中国の春節には旧暦の正月 1日で、日本の元旦には西暦の 1月 1日である。  

c. 中国の春節と日本の元旦の期間の家屋の装飾。 

中国は春節の時に赤色の春聯を貼って、来年の祝福を表現する；年画を貼っ

て、旧年に別れを告げ新年を迎えることを示す；“福”の字を上と下を反対

的に貼って、“福が着く”を示して、人々が来年幸せな生活の良好な願望を

求めることを体現している。 

日本の元旦は藁縄を掛けて、扉に門松をかけて祝賀するので、元旦の期間、

日本人はよく門の上に 1本の藁縄を掛けて、門前に門松を插して、それから

縄の円環の上にダイダイ、ミカン、コンブ、ロブスターなどを掛ける。門松

の飾物は普通の竹の葉、松の枝、ミカン、藁縄、ロブスターなどで、來年幸

福と家族が長生きすることができることを示し、百歳まで長生きして魔をよ

けることを切に願う。  

d. 中国の春節と日本の元旦の習俗上の守岁。 

中国の春節には全家族が夜を徹して眠らないで、談笑したり楽しんだりして、

中央テレビ放送による春節聯歓晚会を見て、マージャンをしたり、夜を楽し

く過ごす。 

日本の元旦は新年を迎える時、全家族がストーブの側を囲んで座って、静か

に寺院の 108 の鐘の音を鳴るのを待って、日本の男女のグループに分かれて

紅白の歌合戦を行うテレビで過ごす。  

 以上の中国の春節と日本の元旦の習俗の上で違いから見れば、中国の春節

と日本の元旦が節日習俗の文化の上で独特な特徴を持ち、親しくても離れて、

融合と発展の特徴を持っていることがわかる。  

  

9.終わりに 

 本文は日本の新年の紹介を通じて、日本の伝統的な祝日が日本の社会にどの

ような位置に付けているか了解している。文化側から真実な日本を理解できる



ことになる。中日二国の伝統的な祝日を比較して、日本の新年が中国の春節の

基礎からもっと発展してくることになる。これは今後中日文化の交流及び発展

に促進できるではないだろう。 
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