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暮らしを彩る年中行事 ～年中行事の調べ方～
もうすぐお正月。お正月には新しい年を迎える喜びをかみしめ、1 年を健康に過ごせるように祈ります。
このように毎年同じ時期に繰り返して行われる行事のことを「年中行事」とよびます。今回は年末年始の風習
や、裏面ではさまざまな年中行事の調べ方についても紹介します。

12 月 13 日～
正月行事の準備を始める日とされ
ています。すす払い＝今でいう大掃

正月事はじめ

除や、門松やしめ飾りの準備、年賀状

冬至は伝統的な季節の変わり目で
ある二十四節気のひとつです。日本
の暦には他にも、さらに細分化され

とやることはたくさん。こういった

12 月 22 日ごろ

た七十二候や、雑節・五節句など、四

正月の「恒例行事」はいつから始まっ

冬至

季の変化や古来からの生活習慣に由

たのでしょう？↓

来する様々な節目があり、年中行事

●『事物起源選集 1～13』紀田順一郎監修
クレス出版

2004 年

2-0314-1～13

明治～昭和期に出版された「もののは

12 月 25 日

とも深く関係しています。暦につい

クリスマス

て学べる本は？↓

じまり」
の文献 10 点を復刻したもの。

恵』岡田芳朗著

12 月 25 日～30 日
鏡餅にお雑煮と、正月に欠かせな

もちつき

い食べ物といえば「おもち」ですが、
いっぽうで「餅なし正月」という言
葉もあるようです。日本の風習・慣
習について調べるには？↓

12 月 31 日

大晦日

2006 年

1月1日

R-3821-フ

正月のおせち料理やお雑煮、七草
粥には、地域による違いやさまざま
な由来があります。伝統料理につい
て調べるには？↓

1月7日

七日正月

1990 年 R-5962-ニ

別巻』農山漁村文化協会

2003 年

G-

鏡開き

1～13』奥村彪生文
2006 年

農山漁村文化協会

J-59、7-59

ながらいただく年越し蕎麦。蕎麦の
事典があることはご存じですか？↓
●『蕎麦辞典 改訂新版』植原路郎著 中村
東京堂出版

2002 年

R-

5963-ウ

古くから伝わる地域的な新年行事
も多くみられます。繭玉飾りや小豆
粥、モグラ送り・鳥追い、左義長（ド
は、文章だけでは分かりにくい場合
も。図版や写真が載っている本を探
したい時は？↓

5962-1~21
●『おくむらあやおふるさとの伝承料理

大晦日といえば、除夜の鐘を聞き

ンド）…地域によって特徴的な行事

1 月 11 日

●『聞き書ふるさとの家庭料理 1～20、

2006 年

正月

●『日本料理由来事典 上・中・下』同朋舎
出版

創元社

G-4493-オ

綾子改訂編

●『精選日本民俗辞典』福田アジオほか編
吉川弘文館

●『旧暦読本 現代に生きる「こよみ」の知

1 月 13 日～15 日

小正月

●『民俗風俗図版レファレンス事典 祭礼・
年中行事篇』日外アソシエーツ

2015 年

R-3861-ニ

行事表作成参考：
『イラストでわかる日本の伝統行事・行事食』谷田貝公昭監修 合同出版 2017 年 J-38
『かこさとしこどもの行事しぜんと生活 1～12 月』かこさとし文・絵 小峰書店 2011 年 JB-38

日本の伝統行事を調べる
●『年中行事大辞典』加藤友康編 吉川弘文館 2009 年 R-3861-カ
古代から現代までの年中行事に関する 3100 項目を、五十音順に収録しています。各項目には参考文
献も掲載しています。巻末に五十音索引、漢字画引索引、図録目録、月日順の年中行事一覧があります。
●『三省堂年中行事事典』改訂版 田中宣一編 三省堂 2012 年 R-3861-タ
正月の行事、春夏秋冬の行事、盆の行事、農業儀礼、アイヌの行事など、日本の年中行事約 280 項目
を、季節順に配列しています。巻末には索引があります。
●『全国年中行事辞典』三隅治雄編著 東京堂出版 2007 年 R-3861-ミ
元日から大晦日までの祭礼から家庭で行われる行事など、日本の年中行事 1530 項目を五十音順に写
真とともに収録しています。祭の行われる月日・社寺名・起源・由来から行事の次第・扮装・演目など
詳しく解説しています。巻末に年中行事用語集があります。
●『日本の伝統行事』村上龍著 講談社 2016 年 4Ｂ-3861-ム
月別に解説されています。英文併記もされています。付録「日本の童謡と唱歌集」の解説書と日本版・
英語版・カラオケ版のＣＤが 3 枚付いています。
●『日本の歳時記』[本編]・[別冊] 宇多喜代子・西村和子編著 小学館 2012 年 GB-9113-ウ
季節別に生活と行事の項目があります。歳時記関連書一覧、五十音順季語総索引もあります。
●『年中行事』ポプラディア情報館 新谷尚紀監修 ポプラ社 2009 年 JB-38
月別に日本の年中行事と祭り、人生の節目の行事としきたりを、豊富な写真やイラストで子どもにも
わかりやすく紹介しています。

世界のクリスマス・お正月
～海外の年中行事を調べる～
●『世界のお正月百科事典』ウィリアム・D・クラン

滋賀の年中行事と
お祭を調べる

プ著 柊風舎 2018 年 3-3860-ク
お正月がいつ来るか、年に何回来るか、どのよう
に祝うかは、地域によって異なります。この資料に
は、世界 130 か国のお正月の習慣が掲載されていま

●『近江の年中行事と民俗』橋本章著 サンライズ
出版 2012 年 S-3800- 12
湖北地域に伝わる歌の「正がっつぁん」という歌

す。

詞からお正月や神様について考察を深めます。

●『図説クリスマス百科事典』

●『滋賀の百祭 [正]』大塚虹水著

ジェリー・ボウラー著 柊風舎

1990 年

2007 年 3-1963-ホ
世界各地のクリスマスの歴史や風習がまとめら

京都新聞社

G-3861-オ

写真が豊富で 1 月から 12 月まで月ごとに各地
の行事や祭りが掲載されています。

れています。クリスマスにまつわる文学や映画、聖

●『つくってみよう滋賀の味 2』滋賀の食事文化研

歌等についても詳しく触れられています。

究会著 サンライズ出版 2003 年 S-5900-2

●『世界の暦文化事典』中牧弘允編 丸善出版
2017 年

G-4493-ナ

後半部分に行事食のページがあり、滋賀伝統の
おせち料理やお雑煮の作り方が掲載されています。

世界の暦から国家や民族の祝祭日や行事・儀礼が、
人々の生活文化とどう関係しているかを解説して

●『祭礼事典・滋賀県 都道府県別』滋賀県祭礼研

います。国別に、暦法とカレンダー、祝祭日と行事・

究会編 桜楓社 1991 年

儀礼、暦と生活文化をテーマに国ごとに調べること

●『滋賀県の民俗 滋賀県民俗行事まるごと調査報

ができ、参考文献も各国の最後に掲載されています。

告書』[滋賀県教育委員会事務局]文化財保護課編

●『それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 第 2

滋賀県教育委員会 2013 年 SB-3800- 13

期-5 ワイワイ記念日とお祭り』須藤健一監修 学
研プラス 2017 年 JB-38

S-3800- 91

