
 

 

 

 

 

 

 

Happy New Year!アメリ

カのお正月の習慣を紹介！ 
 

アメリカ国際交流員 キャメロン タイレン 
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国際理解講座ダイジェスト版 

2021 年 1 月号 

新年を祝うのは世界的な風習です。 
アメリカも例外ではありません。大声で
「HAPPY NEW YEAR!」と叫んだり、歌を歌っ
たり、縁起のよい物を食べたり飲んだりして
過ごすことが一般的です。今月の講座では
アメリカの新年の風習などを紹介していき
たいと思います！このダイジェスト版を通し
て様々な発見があることを願っています。 

主な習慣 

オールド・ラング・サイン・Auld Lang Sine 

 

日本語に訳すると「大昔から」という 
意味になります。スコットランド発祥の歌 
です。日本では「蛍の光」として知られてい
る歌ですがアメリカでもとても人気のある歌
です。本来のスコットランドの訛りのもので
はなく標準英語版はマライア・キャリーなど
の有名人が歌っています。１年のことを振り
替えながらも新しい一日を迎える、「去年に
さようなら」という気持ちで歌われます。 
 

“Happy New Year!” 
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"Angela Kinsey at New Year's Eve in Times Square New York City working with NBC" by Anthony Quintano is licensed under CC BY 2.0 / Cropped from original. 

 
ニューヨーク市のタイムズ・スクエアにある一軒の大き

なビルの上にある旗竿の上に不思議なボールがあります。 

実はこのボールは年越しのカウントダウンに使われます！ 

LED システムがついており、かなり派手なものです。 

 

1907 年ごろからの歴史があるもので、毎年 12 月 31

日の午後 6 時からニューヨーク市のタイムズ・スクエアに

はタイムズ・スクエア・ボールが落ちる様子を見るために 

また、その年の最後の 10 秒間を数えるために大勢の人が 

集まります。集まった人には、大きな風船や帽子などが 

配られます。このイベントは、始まった当初と比べると 

かなり大きなイベントになっており、タイムズ・スクエアの

様子を中継したり、レディー・ガガやマライア・キャリーなど

の有名人が演奏をしたりします。 

 

タイムズ・スクエア・ボール （球） 

Dropping of the Times Square Ball 

 

http://lbns6x16/yokadesk/?module=office&controller=local-mail&exec=init&time=1611186203#/fid=0&mid=11159676
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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"Times Square Ball 2010" bythekitchendesigner.org is licensed 

under CC-BY-SA-2.0 / Cropped from original. 

タイムズ・スクエア・ボールの 

様子 

（上図） 
 

すぐ隣の人にキスをする習慣もあります！これ

は新年に一年中寂しい思いを避けるという迷信

です！恋人にキスをすることもあれば赤の他人に

もキスをすることもあります！もちろんコロナ禍

では、このような行為は考えられないのではな

いでしょうか。 
 

新年最初のキス・New Year’s Kiss 

 

100 万人が集まるイベントなので、多くの人に
コマーシャルを見てもらうため、各社が非常に 
高い広告費を払います。こんな行事ですので 9.11
のテロ事件後は警備体制も厳しくなりました。 
 

ボールが落ちるのは午後 11 時 59 分から 
です。セレブ、大統領、作家などのスペシャルゲス
トがボタンを押してボールを落下させます（本当の
ボタンは管理棟にある）。でも、皆が一番盛り上が
る時が０時になるまでの１０秒間。最後の１０秒に
なったらカウントダウンが始まります！皆が一斉に
10 か ら 0 ま で を 数 え て ０ に な っ た ら 皆 が 
「HAPPY NEW YEAR!」と大声を上げて 1,500 万
キロの紙吹雪が舞い、花火が打ち上げられます。
イベントが終わったらその後の掃除が想像を超え
るほど大変でゴミの量は 5 万 2 千キロのごみにも
達すると言われています！ 
 
去年は、コロナの影響で 12 月 31 日にはタイム
ズ・スクエアが立ち入り禁止になってしまいました
がボールが落ちるところをインターネットで中継し
ました。 
 
 

http://lbns6x16/yokadesk/?module=office&controller=local-mail&exec=init&time=1611186203#/fid=0&mid=11159676
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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タイムズ・スクエア・のボールドロップ以

外に一般の人も花火を買って新年を祝うた

めに家の前で打ち上げます。アメリカの独

立記念日と同じように、この時期お店には

花火が売ってあります。線香花火やスカイ

ロケットというのがあります。地面で円形

に回りながら色が変わるようなものもあり

ます！空にまで飛ぶようなものではありませ

んがそれなりに迫力があります。 

 

他に打ち上げ花火もあります。近くにあ

る公園に集まって夜空に花火が浮かび上が

る様子を見ることがよくあります。実は中

には近所で使ってはいけないような花火を

買う人もいます。そういったものは普通の

花火とは違って家の壁を揺らすほどのもの

で音はカノン砲に似ています。 

 

実は花火を打ち上げるのではなく、新年

を迎えるためになんと空に向けて銃を撃つ

人もいます。空中に向けて撃つので、落ち

てくる時には、人に当たって致命傷をおわ

せたり、ケガをさせる危険性があります。自

治体はやめるように命令を出しているにも

かかわらずまだやっている人が多いです。 
 

 

花火と銃！？ ・ Fireworks and GUNS!? 

 



 

  

 

 

 

 

アメリカ人は新年に向けて来年こそ自分の

成し遂げたい事を考えます。これを英語で New 

Year’s Resolution( 新 年 の 抱 負 ) と 

言います。一般な新年の抱負としては、痩せる

こと、運動すること、節約することなどです。 

新年こそ痩せようと思う人が数多くいるのでは

ないでしょうか。特別な日に自分の抱負を 

決めれば成功率が上がるという説があります。 

新年の抱負 ・ New Year’s Resolutions 
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とは言っても調査によればこの新年の抱負を途中であきらめる人は８

割を占めます。最後までやり遂げるには、「新年に痩せよう」と思うより

むしろ具体的に考えて「新年から２週間ごとに１キロずつ痩せていこう」

と思った方が、新年の抱負が実現すると言われています。 
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完 

アメリカにも年越し料理があります！人種などに

よって違いますが南部の州の年越し料理を紹介した

いと思います。南部の人たちは年越し料理として、

よく魚、豚肉、豆、ケールに似たカラードグリーン

(collard greens)という野菜を一皿に盛り合わせ

て食べます。 

 

豚肉を食べる理由としては、豚は食べ物を探すた

めに「前に進む」というので新年に進歩や成長があ

るように豚肉を食べます。つまり、前進するために

食べます。豆は丸くてコインに似ているのでお金を

引き寄せるために食べられます。 

年越しの食べ物 ・  

Foods to Bring in the New Year 

 

 

新年をさわやかにスタートするために１２月３１

日にす べ ての 洗濯 をす る 家 庭 は少な く な いと 

思います。新年をさわやかなにスタートするためだ

けではなく、悪い事を避けるためでもあります。新年

の最初にやることは一年中やらなければいけないこ

とになるという迷信があります。例えば、新年最初

のやることが洗濯だったら翌年は一年中目いっぱい

の洗濯におわれて大変な年になるということです。 

 

また、新年になってから去年の汚い服を洗濯して

しまったら愛しい人が人生から洗い流されるのと同

然だ！という考え方があります。大変な家事を避け

る、愛しい人がずっといてくれるようにと願って多く

のアメリカ人はこういうことをします。 
 

迷信・Superstitions 
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次回 
「大解剖！アメリカの 

」

についてご紹介します！ 

お楽しみに！  
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