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は じ め に 

 

公益財団法人 大阪府学校給食会 理事長 

 

 学校給食関係者の皆様方におかれましては、日頃より学校給食の管理・運営及

び学校における食育の推進にご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 

 当給食会は、食に関する指導の充実及びチーム学校で取り組む食育推進を円滑

に行うことを支援する目的で、食育推進支援セミナーを開催しております。 

 さて、国は、これまでの食育推進の成果と食をめぐる諸課題を踏まえ、平成 28

年度～平成 32 年度までの 5 年間を期間とする第 3 次食育推進基本計画を作成し

「実践の環を拡げよう」をコンセプトに 5 つの重点課題を挙げております。その

一つに「食文化の継承に向けた食育の推進」があり、具体的な目標として「地域

や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割

合を増やす」ことが設定されました。 

 この目標が設定された背景の中には、食を取り巻く社会環境が無季化している

ことや、各家庭の世帯構造の変化や、生活様式の多様化などが原因として、古く

から各地域や家庭で育まれてきた伝統的な行事や行事食が、継承されていないこ

とへの危惧があります。そのため、日本に伝わる季節の伝統的な行事や行事食に

ついて、関心と理解を深め、その優れた特色を保護し継承していく取り組みを推

進することが求められています。 

 本冊子には、子どもたちに伝えたい季節の伝統的な行事や行事食が掲載されて

います。行事が行われる元の意味を知っていたり、その行事に関する食事を知っ

ていることは、今まで以上に暮らしに楽しみを見つけることができ、暮らしが豊

かになります。各学校等が本冊子を給食時間や集会や教科と関連した授業等で活

用することにより、子どもたちが身近に、食文化についての理解を深め、食物を

大事にし、食にかかわる人々への感謝の心をもつことなど、学校における食育の

推進に役立ていただけますことを期待しています。 

 結びに、この冊子の作成にあたりましては、食育推進支援セミナー講師の日下

先生および受講生の皆様をはじめ、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 



季節の伝統行事と行事食 

頁 季 節 月  日 伝 統 行 事 行 事 食 

1 
 春 3月 3日 雛祭（桃の節句）  

２ 
 春 3月 3日  ちらし寿司 

３ 
 春 3月 3日  菱餅 

４ 
 春 5月 2日 茶摘み  

５ 
 春 5月 5日 端午の節句 ちまき 

６ 
 春 5月 5日  柏餅 

７ 
 夏 7月 7日 七夕 素麺 

8 
 夏  土用の丑 うなぎ 

9 
 秋 9月～10月 月見 月見団子 

10 
 冬 12月 冬至 冬至の七草 

11 
 冬 1月 1日 お正月 御節料理 

12 
 冬 1月 1日 お正月 雑煮 

13 
 冬 1月 7日 人日の節句  

14 
 冬 1月 7日 七草の節句 七草粥 

15 
 冬 1月 11日 鏡開き 鏡餅 

16 
 冬 2月 3日 節分  

17 
 冬 2月 3日 節分 鰯 

18 
 冬 2月 3日 節分 福豆 

 

 



の行事として厄払いや邪気祓いが行われていた。平安時代には既に貴族の子女のお遊び道具

　節句とは暦の上で節目になる日のこと。年間で5回・1月7日（人日の節句）3月3日(上巳

の節句）5月5日(端午の節句）7月7日(七夕の節句）9月9日(重陽･菊の節句）がある。

　節句は縁起が良く、お祝いごとにむいている日だと考えられ、奇数が重なる日は祭りの

飾ることから女の子の日と決めた。

　ひな祭りは単なるお祭りではなく、女の子の健やかな成長や幸せを願う日と変化して

いった。

のひとつとして雛人形は存在したとされているため、非常に古い歴史がある行事のひとつ

である。

江戸時代に、幕府は変動していた上巳の節句を、毎年３月３日と決めた。さらに雛人形を

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

　３月３日の歴史は、古代中国にまでさかのぼる。

始めるに当たり物忌み、禊（みそぎ）などを行い、けがれを払う行事なので男女共通

　行　事　名

　　　　　雛　祭（桃の節句）(上巳の節句）　　3月3日

元と考えられる。上巳の節句では特に女の子のためという概念ではなく、春先に農作業を

春 

紅白もち 
甘酒 

菱餅 



りを祝うご馳走には、子供の健康を守ろうとする親心が、いろいろ込められている。

　感謝の気持ちを忘れず食べてもらいたい。更に、女の子だから見た目も可愛らしい物に工夫

された。何げなく食べるのではなく、健康に感謝しながら味わってもらいたい。

◆サザエ・・願いが叶うと言われる。「栄螺」や「三三栄」と置き換え「3月3日に栄える」と読む。

◆筍・・・成長が早いので子供の成長を願って入れる。

◆豆…健康でまめに働ける。仕事が上手くいくようにという願いが込められている。

◆菜の花・・土に根を生やして黄色い花を咲かす。季節の旬の野菜。金運が良くなる野菜。

に食材が手に入るわけではなかったし、医療も発展していなかった時代から食べられてきた、ひな祭

　料　理　名

　　　　　　ち　ら　し　寿　司　　　　　3月3日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　ひな祭りにちらし寿司を食べるのに明確で特別な理由は無いとされている。日本では平安時代　　　　　　　　　　　　　

より桃の節句には現在のお寿司の起源ともいわれている「なれ寿司」を食べていた。

冷蔵庫などがまだ無かった時代、人々の知恵と自然の恵みと偶然によって生み出された。偉大な

発酵食品の一つといわれるが見栄えが良くなかった。そこで女の子のお祝いにふさわしい華やかな

ちらし寿司が考えられた。

　多くの具を入れて上にも飾る。これには「生涯、食べ物には困らないように」という両親からの願

いが込められている。また、混ぜ込む具には縁起の良い具が多く使われている。現代のように、簡単

海老（えび） 

桜でんぶ（鯛） 

蓮根（れんこん） 

春 

髭をはやし老いて腰が海

老の様に曲がるまで、長

生きできるようにという

願いが込められている。

赤色は魔よけ。脱皮を繰

り返すので『出世祈願』

の意味。  

蓮根の穴のように未来
への見通しが利く。仕
事がうまくいくように
という願いが込められ
ている。 蓮根の穴は
呼吸をするためあいて
いて、空気の通り道。 

鯛はお祝いの席に欠かせない。めで「た

い」というゲン担ぎに使われる魚である。

鯛自体の色も紅白と縁起が良い。 

錦糸卵（きんしたまご） 

錦とは、金糸や銀糸を使用して織られた織

物のことである。金銀財宝に恵まれますよ

うにという願い。 



後、江戸時代に菱を入れた白い餅が加わり、明治時代にくちなしで作られた赤い餅を合わせて

　料　理　名

　　　　　        　菱　餅　        　　3月3日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　菱餅はひな祭りのひな人形に飾られるお餅のことである。

　緑、白、ピンク（紅）の３色の餅を菱形に切って重ねたものを飾る。菱形は「心臓」を表して

いるといわれ、厄災を除こうという気持ちや親が娘の健康を願う気持ちが込められている。

また、角から食べて菱餅を丸くすることで、角を立てずに丸く生きる意味があり、平穏で

生きてほしいという願いが込められている。

　昔の中国で、3月3日に母と子供の健康を願って食べられていた母子草（ハコグサ）で作られ

たお餅が始まりであり、それが日本にやってきて、よもぎを使ったよもぎ餅に変わった。その

現在の3色のお餅になった。5色や7色のお餅もある。

　3色の餅のそれぞれの色に込められた意味は、緑：健康、大地、白：清浄、雪、赤：魔除け、桃。

「緑・白・桃」雪の下には新芽が息づき始め、芽吹き、溶けかかった雪の大地に桃の花

が咲いているという、春のはじまりの様子が表現されている。

　使われている材料にも、赤い餅：解毒作用のあるクチナシ、白い餅：血圧を下げるという菱の実

　緑の草餅：香りで災いをはらおうという意味を込めてよもぎの葉、などそれぞれ効果がある。

春 



時期。八十八夜を過ぎると、数日で立夏を迎える（5月6日ごろ）。

　暦の上では、もう夏が始まろうとしている。

♪♪夏も近づく八十八夜　野にも山にも若葉が茂る　あれに見えるは　茶摘じゃないか

　あかねだすきに菅（すげ）の笠　日和つづきの今日此の頃を、心のどこかに摘みつつ

　歌ふ　摘めよ　摘め摘め　摘まねばならぬ　摘まにや日本の茶にならぬ♪♪

　この時期は、明け方にかけて遅霜（おそじも）が発生しやすく、農産物に被害が出るお

それがあり、農家に対して特に注意を喚起するためにこの雑節が作られたという。新茶の

の日をさす。毎年5月2日頃がこの日にあたる。

　行　事　名

　　　　　　　　　茶　摘　み　　　　　５月２日

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

　「夏も近づく八十八夜」の歌い出しで知られる『茶摘（ちゃつみ）』は、1912年（明治

45年）に発表された日本の童謡・唱歌である。

　京都の宇治田原村の茶摘歌を元に作られたとされ、歌詞の2番にある「日本」は元々は

「田原」だったという。

　茶の生産量は、静岡県を筆頭に、鹿児島県、三重県などが多く、静岡茶、宇治茶、狭山茶

などのブランドが知られている。

　八十八夜（はちじゅうはちや）とは雑節（ざっせつ）の一つで、立春から数えて88日目

春 



　童謡の「背くらべ」　　♪♪柱のきずは　おととしの　五月五日の　背くらべ　ちまき食べ食べ

そして、毒蛇にみたてて細長い形を作ったとされている。笹の葉に包んだ物を食べれば免疫がついたり

　料　理　名

　　　　　　　　　ち　ま　き　　　　　５月５日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　端午の節句の５月５日は、昔、中国の楚の国の屈原(くつげん)という大臣が、国をよくしようといろ

いろな努力をしたけれど認められず、「べきら」という川に身をなげて亡くなった日でもある。屈原の死を

嘆いた人々は、米を詰めた竹筒を投じて霊に捧げたが、河に住む竜に食べられてしまうので、竜が嫌う

楝樹（れんじゅ）葉で米を包み、邪気を祓う五色（赤・青・黄・白・黒）の糸で縛ってから川へ投げた

ところ無事に屈原のもとへ届くようになった。これが、ちまきの始まりとされている。

　また５月は「毒月」とも呼ばれ、急に暑くなる時期で病気になったり亡くなる人が多かった。このこ

とから、健康祈願のために、肉や竹の子を入れた「ちまき」を食べるようになったともいわれている。

病気や災難を取り厄除けできるという説から、子どもの健やかな成長を願い「魔よけのお守り」として

食べるようになった。日本でのちまきは、もち米やうるち米、米粉などで作った餅のお菓子の仲間。

　ちまきの名前の由来は、もともとは笹の葉ではなく、チガヤの葉で餅をまいていたので「茅巻き」と

呼ばれるようになった。

兄さんが　計ってくれた　背のたけ　昨日くらべりゃ　何のこと　やっと羽織の　紐のたけ♪♪

春 

茅（チガヤ）：イネ科の植物 中国のちまき 

ちまき 



ものだった。かしわもちは、江戸の参勤交代で広まった。柏の葉は縁起担ぎ

　料　理　名

　　　　　　　　　　柏　餅　　　　　５月５日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　かしわもちは、日本で生まれたお菓子である。上新粉にくず粉を混ぜて

「しんこもち」を作り、そこにあんこをはさんで蒸した後、柏の葉を巻く。

　こどもの日にかしわもちを食べるようになった理由は、柏の木の性質か

らである。柏の葉は、冬になっても落葉せず、新芽が出るまで古い葉は

落ちない。そのことから、子孫繁栄、家系が絶えず代々栄えるという願

いを込めて、５月５日の端午の節句に縁起として食べられるようになった。

柏の木は西日本では自生していないので、西日本では柏の葉は手に入らない

の意味もあるが、殺菌作用もあり、手につかず食べやすい効果もある。

　地方により、あんは小豆のこしあんや粒あんや、みそあんなどがある。

かしわもちは、主に、関東で食べられていた。

春 

柏 の 木 



好きな料理で祟りを沈めるとされており、「7月7日に索餅を供えると無病息災に

良い」と言い伝えがあり、日本でも供えるようになった。

　江戸時代には、七夕にそうめんを供え物とする風習が広まっていった。これは、

そうめんを裁縫の糸に見立てて、織姫のように女の子の裁縫が上達するように願い

が込められたという。

　また、そうめんを、七夕の夜に織姫と彦星が出会う天の川に例えたという説も

ある。

から伝来した唐菓子のひとつである索餅(さくへい、ともいう）から由来している。

　索餅は、米粉と小麦粉を水で練り、塩を加えて細長く練った２本を縄状にして油で

揚げたものである。

　927年(平安時代)、宮中の儀式でそうめんの原型である「索餅」が旧暦7月7日の

七夕の儀式に供えられた。中国の古事に索餅は熱病を流行らせた霊鬼神が子供時代

　料　理　名

　　　　　　　　　　素　麺　　　　　７月７日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　そうめんは、日本国内では奈良県桜井市が発祥の地とされており、奈良時代に唐

夏 

七夕    

（たなばた） 

そうめん 

索餅（さくべい） 



また、肝臓に良いとされるシジミを味噌汁にしてウナギと一緒に食べる土用シジミも

ある。

の丑の日に身体を清めるミソギを行い、滋養のある食べ物を食べたり、薬を飲む習慣

があった。夏の土用に水浴するために海水浴をしたり、栄養のあるウナギを食べたり

する。その他に土用餅を食べる地域もある。土用の三日間を土用三郎といって、天候

を占ったり、作の豊凶を占ったりした。いずれも農家の作柄に関係しており、農事暦

土用の丑の日には、ウナギやあんころ餅の他に「う」のつく食べ物を食べると

夏バテしない、運がつくといわれている。うどん・梅干し・瓜・牛肉・馬肉など。

ウナギを食べる風習は江戸時代に蘭学者の平賀源内がウナギ屋に頼まれて「今日は土

用」と店先に書いたのが評判になったことから始まったといわれている。

として意味があった。

　行　事　名

土　用　の　丑　　

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

土用は暦注の一つである。立春・立夏・立秋・立冬の前の１８日間をさすので、土用

は年に４度あり、この１８日間はもっとも気が盛んとなるといわれている。例えば

立秋の前の１８日間は夏の気が盛んとなり、体力が消耗しやすい。そこで、夏の土用

夏 

土用餅 



られている。江戸時代になった時には、里芋や栗とともに、団子とススキを捧げる風習が定着した。

　料　理　名

　　　　　月　見　団　子　　　　　　

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　お月見団子は「十三夜」「十五夜」にお供えする団子のこと。東日本の月見団子は、一口サイズの

丸い団子をピラミッド型に積み上げてお供えする。一方、西日本の月見団子は少し変わっていて、

細長くした団子に「あんこ」を巻いている。「里芋」をイメージしている。これらを積まずに並

べる。今でも西日本では中秋の名月は「芋の名月」と呼ばれている。

　お月見の文化は、平安時代に中国から伝わった。当時、月は神様そのものだという考え方があり、月に

祈りを捧げるのは一般的であった。それが中国の風習と合わさり収穫した里芋などをささげて感謝す

る風習に変わった。お捧げするものが収穫物から団子へ変わったのは、江戸時代より少し前ごろと考え

神として崇められていた。

この団子は、穀物が取れた事を感謝し、お月様に見立てるために作られている。そのため団子の材料は

お米から作られた粉（上新粉）がふさわしいとされている。ちなみに月の神様を招く依代（神霊が依り

つくもの）として「ススキ」をかざる。「ススキ」の穂が実った稲の穂に似ているからともいわれる。

すすきには「邪気を祓う」効果もあり、お供えしたすすきを軒先に吊るしておくと病気をしないと

いわれている。秋は様々な農作物の収穫が行なわれる時期。昔は月明りを頼りに農作物の手入れや

収穫に追われたこともあった。月は農家の生活にとって非常に重要な役割を果たしていたからこそ

秋 
関西の月見団子 

一般的な月見団子 

月見かざり 



　冬至に柚子湯に入る習慣もある。柚子の木は、寿命が長く、病気にも強いのでそのことに

ならって、柚子湯に入り無病息災を祈る風習になった。実際に、柚子湯に入ると体が温まり

血行を促進し、冷え症を治すため、風邪の予防にもつながる。

　「冬至＝湯治　柚子＝融通がきく」といった語呂合わせの意味もある。

　季節の変わり目に、栄養のある食べ物を食べて、体を温めて冬を乗り切っていこうと

いう先人の知恵がつまっている風習である。

を食べる風習は、現在も全国に残っている。

　行　事　名

　　　　　　　冬　至　　　　　　　　

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

　冬至は二十四節気（冬至を計算の起点にして1年を24等分した約15日ごとに、設けられて

いる）である。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が一年中で一番

短く、逆に夜が長くなる。

　冬至は「一陽来復」の日でもあり、悪いことばかりが続いた後でも、ようやく幸運に

に向かう、悪運リセットの日とされている。冬至には、七種（ななくさ）のものを神様に

お供えしていた。「ん」＝運の付く食べ物。①なんきん②れんこん③にんじん④ぎんなん

⑤きんかん⑥かんてん⑦うどんは、冬至の七種と呼ばれている。特になんきん（かぼちゃ）

冬 

 冬至の七種（とうじのななくさ） 



中心のものになったといわれている。また、お正月に火を使うことをできるだけ避けるという

　料　理　名

　　　　　御　節　料　理　　  　1月1日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　家族の健康と幸運を祈るおせち料理。おせちとはお節供〔おせちく〕の略。

「おせち」とは本来、暦上の節句のことを指す。その際に食べる料理をおせち料理と呼んだ

ため、現在では節句の一番目にあたる正月の料理を表す言葉として使われている。

　おせち料理は”めでたさを重ねる”という意味で縁起をかつぎ、重箱に詰めて出される。

地方や家族ごとにお重の中身は様々である。おせち料理はその年の始めにその年の豊作を

祈って食べる料理や武家の祝い膳で、新年を祝う庶民の料理などが混ざり合ってできたもの

である。さらに正月三が日は主婦を家事から解放するという意味を含め、保存の効く食材が

　ごまめ（田作り）･･･豊作を願う。昔はイワシを田んぼや畑の肥料にしていた。

物忌みの意味も含んでいます。おせち料理は三段かもしくは四段の重箱に詰められ、それぞれ

の料理に祈りや願いが込められている。

　黒豆･･･健康で、まめに働けるように、黒色は魔よけの意味もある。昆布巻・・新年を喜ぶ。

　紅白なます･･･紅色はめでたさと喜びの色、白色は神聖な色。　栗金団・・・金運がよくなる。

　えび･･･腰が曲がるまで長生きできますようにの願い。　かずのこ・・・子孫繁栄。子宝に恵まれ
る。

　ぶりの照焼き･･･出世魚（ワカナ→ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ）

冬 



地域や家庭によって雑煮の形は様々で、一般的に東日本は角餅、西日本は丸餅が

　料　理　名

　　　　　　　　　　雑　煮　　　　　1月1日

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　お餅は、昔から日本人にとってお祝いごとや特別な日に食べる「ハレ」の日の食べ物

である。そのため、新年をお迎えするにあたり、餅をついて他の産物と共に年神様に

お供えした。元日に、そのお供え物のおさがりとしていただくのが、お雑煮である。

お雑煮を食べる時は、旧年中の収穫物や、元気に息災にいたことへの感謝の気持ち

を持ち、新年の豊作や家内安全をお祈りしていただく。お正月の三が日の祝い膳には

欠かせないお料理である。

　雑煮の語源は、煮雑（にまぜ）でいろいろな具材を、煮合わせたことからきている。

　　　　　を祝い1年の恩恵を授かる意味から年神様と食事を共にするわけである。

多いとされている。

雑煮大根・・大阪では、細い大根が年末に販売される。丸く輪切りにしていれる。

　　　　　　丸く切ることで、丸く物事を収め家庭円満に過ごせるよう祈ります。

祝い箸・・末広がりの八寸(約24ｃｍ)で、両方の先端が細くなっていて、「両口箸」と

　　　　　呼ばれている。一方は神様用、もう一方を人が使うためで、神人共食を意味

　　　　　する。おせち料理は年神様へお供えし、それを下げていただくもので、新年

冬 

雑煮大根 

一般の大根 

祝い箸 



あった。新年七日目は人を占う日であったために、人を大切にする「人日の日」とした。

この日は、人を大切にする観点から、刑罰を行わない日でもあった。そして、無病息災を

は牛を、六日には馬を占った。それぞれの日には占いの対象となる獣畜を大切に扱う日でも

　行　事　名

人日の節句（じんじつのせっく）　   1月7日

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

　節句とは、季節の節目の事である。1月7日【人日（じんじつ）】3月3日【上巳(じょうし）】

5月5日【端午（たんご）】7月7日【七夕（しちせき）】9月9日【重陽（ちょうよう）】

のことを五節句という。

　奇数の数字が重なる日が選ばれていますが、1月1日は元日にあたるので別格とし、お正月

の最後の日である1月7日を「人日の節句」とした。

　昔、中国には元日から六日までの各日に獣畜をあてはめて占いを行う風習がありました。

元日には鶏を、二日には狗（いぬ）を、三日には羊を、四日には猪（いのしし）を、五日に

祈るために、7種類の若菜を入れた温かい吸い物(七種菜羹）を食べて祈った。旬の生き生き

した植物である七草を食べると、自然界から新たな生命力をもらえるために無病息災で長生

きできると考えていた。これが、日本に伝わり「七草がゆ」が食べられるようになった。

冬 
五節

古代中国 獣畜占い 

  １日 鶏 

  ２日 狗 

  ３日 羊 

  ４日 猪 

  ５日 牛 

  ６日 午 



　日本ではこのように、春の新芽、新しい命を摘んで食べ、その力をいただくことで

　料　理　名

　　　　　　　　　　　七　草　粥　　　　　　１月７日　　　　

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　春の七草とは「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」

のことである。

　百人一首の中に、光孝天皇が詠んだ

「君がため　春の野にいでて 若菜摘む わが衣手に 雪はふりつつ」という歌がある。

　あなたのために春の野に出て若菜を摘んでいる、私の着物の袖には雪が降りかかって

います。（それでも、あなたのことを思いながら、こうして若菜を摘んでいますよ）

という意味の歌である。

病気を防ぐという習慣があった。これが七草粥の起源となっている。

　七草には、冬に不足しがちな栄養が多く含まれており、それをお腹にやさしい

お粥の中に入れて食べる。お正月の豪華な料理でつかれた胃を休める意味もある。

前日に七草を摘みに出かけ、その夜にまな板の上でトントンと刻む。

　包丁できざむ時に歌う歌を「七草ばやし」という、そして七日の朝にお粥にして

いただくのである。

冬 

春の七草 

七草粥 



小さく割れた餅玉を家長が家族に「お年玉」として分け与えた。これが、今のお年玉の

　料　理　名

　　　　　　　　　　鏡　餅　　　　　　１月１１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　お餅は、昔から神様に捧げる神聖な食べ物として考えられ、祝い事や祭りの日には

欠くことができないもののひとつである。正月に年神様にお供えする餅が鏡餅で

1月11日（1月15日に行う地域もある）の鏡開きまで床の間などに飾る。

　お正月は新年の神様である「年神様」を家にお迎えしておもてなし、見送るための行事

である。門松を玄関に、軒先に注連縄（しめなわ）を飾り、年神様をお迎えしやすいように

準備する。お迎えした年神様の居場所が鏡餅であり、「御魂」が宿る。1月11日に、お正月

の飾りを取った後、鏡餅を家長が、木づちで割る。そのことを鏡開きという。鏡開きで

ルーツとなっている。

　年神様とは毎年お正月に、各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様のこと。

　角松とは、年神様が迷うことなく、自分の家に来ていただけるよう目印となる飾り。

　注連縄は、神様をお迎えするのにふさわしい場所だと示す意味と、一度来ていただいた

神様が出て行かないようにという意味合いがある。

冬 

 角 松 

（かどまつ） 

 注連縄 

（しめなわ） 
  鏡 餅 

（かがみもち） 



する」(魔滅）に通じるからという説がある。また、鬼は鰯を焼いたときのにおいを

嫌い柊の葉のとげが目に刺さるのを嫌うことから、柊の枝に鰯の頭を刺した「柊鰯」

しい出来事は鬼の仕業と考えられていた。豆を撒く風習は、鬼の目を打ち「魔を滅

　行　事　名

　　　　　　　　節　分　　　　　　2月3日

季　　節　　行　　事　　の　　説　　明

　「節分」は本来、季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言

葉である。季節の変わり目には、邪気（鬼）が生じると考えられており、それを払

うための行事が行われてきた。

　特に昔の人は立春を年の初めと考えていたため、立春の前の節分を重要視してい

ました。つまり節分は、大晦日にあたることから、新年を幸多き年として迎えられ

るように、という意味を込めて「追儺（ついな）」が行われる。

　追儺とは、鬼や厄をはらう行事のことである。昔は、災害や病、飢饉などの恐ろ

を家の前に刺しておく風習もる。

冬 



においで鬼を追い払うためである。

　料　理　名

　　　　　　　　　　　　　鰯　　　　　　　２月３日　　　　

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　昔からにおいのきついものやとがったものを厄払いに用いてきた。

　鬼の嫌いなものは「くさい鰯の頭」と「痛い柊のトゲ」とされ鰯の頭を焼いて

枝にさし、それを家の出入り口に置いて鬼が入ってくるのを防ぐ焼嗅（やい

かがし）という風習がうまれた。鰯を焼いたときの煙とにおいで鬼を追い払い

柊のトゲで鬼の目を刺すことだと言われている。

　鰯の頭を柊の枝に刺したものを柊鰯（ひいらぎいわし）と呼ぶこともある。

　主に西日本では、節分に鰯を食べる風習があるが、これも同じで、鰯を焼く

冬 

やいかがし 

 

ひいらぎいわし 



とされているので芽が出ないように炒ったものを用いるようになった。

　料　理　名

　　　　　　　　　　　　福　豆　　　　　　２月３日　　　　

料　理　の　い　わ　れ　（由　来）

　節分の日は、豆まきをして「鬼（邪気）」を払います。

　豆まきには、魔（鬼）の目「魔目（まめ）」にめがけて豆を投げれば

「魔滅（まめ）」すなわち魔が滅するという意味があると考えられている。

　また、米や豆などの穀物には邪気を払う力があり、それをまくことで鬼を追い払う

ともいわれている。

　豆まきの際には、炒った豆を使う。それは、「炒る」が「射る」に通じることから

豆「魔目」を射るという意味がある。また、拾い忘れた豆から芽が出ると縁起が悪い

　鬼を追い払い、福を呼び込むとされる豆なので、福豆と呼ばれる。

　福豆を食べる数は「自分の年齢よりも一つ多い数」である。なぜならば、節分を

乗り越えて、また一年無病息災で元気に生きられるようにという願掛けの意味もある。

（今まで生きてきた分）年齢＋（新しい一年の分）１個を食べる。「数え年齢」とも

いう。室町時代に豆まきは始まり、炒った大豆を売って鬼を払い家内安全・無病息災

を祈る行事だった。

冬 
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