
白山市の皆様、明けましておめでとうござ
います！新年は健康と幸福な一年になります
ように。以下の記事でアメリカのお正月を紹
介します。区別しやすくするために、これか
らアメリカのお正月を「ニューイヤー」、日
本のお正月は「お正月」のままで呼びます。

結論からいうと、アメリカの「ニューイ
ヤー」と日本の「お正月」の最も大きな違い
は、お正月の大切さです。ほとんどのアメリ
カ人にとってお正月は日本人ほど大切なもの
ではありません。先のクリスマスと違って、
ニューイヤーでは多くの家庭は特別な料理を
頑張って作ることはしません。ほとんどの人
はニューイヤーに仕事が休みになりますが、
休みにならなかったからといって、クリスマ
スほど可哀想に思われません。

ニューイヤーには、友達同士でパーティー
を開き、お酒を飲みながら新年を迎えるイ
メージがあります。お酒を飲まなくても、
ちょうど深夜0時に新年を迎えたとき、うる
さく騒ぐ風習があります。家の中でニュー
ヨークのタイムズスクエアのボールドロップ
（年越しの1分前からビル屋上の球体がゆっ
くりと降りてカウントダウンをするイベン
ト）のテレビ中継を見ながら、最後の10秒を
大声を出して数えて「ハッピー・ニューイ
ヤーズ！」と叫ぶことが多いです。また、田
舎に住んでいる人は自分で買った迫力のある
大型花火（または散弾銃など）を発射して、
新年をお祝いする人もいます。

▲新年になった瞬間に合わせた花火

▲アメリカのニューイヤーのイメージ

国際交流員 エヴァン・ローステッター
（アメリカ・オハイオ州出身）

アメリカ出身のエヴァンが母国の文化を紹介します！
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アメリカのお正月

▲多くの家庭がテレビで見る、タイム
ズスクエアのボールドロップ



共通点としては、アメリカ人も新年の抱負
“New Years Resolution（ニュー・イヤー
ズ・レゾリューソン）”があります。日本の
「三日坊主」と似たような言葉はアメリカの
文化にもあります。特に「ジムに行って体を
鍛えたい」を抱負にした人がすぐ止めるネタ
が多いです。

クリスマスを盛大に祝うため、私には子供の頃
のニューイヤーの記憶があまりありません。アメリ
カにはお年玉や初詣、おせち料理などはありませ
ん。ニューイヤーは楽しいクリスマス休暇の終わり
を表すものとして覚えています。

以上のことから、アメリカのニューイヤーより日
本のお正月の方が客観的に良いと言えます。今
年のお正月、私は熱燗と一緒にすき焼きとお雑煮
を無限に食べ続け、2キロ位太っただろうと思い
ます。

今年はテレビのお正月番組も面白くて、紅白歌
合戦、芸能人格付けチェック（ご覧になった方は、
バイオリンとダンスの正解が分かったでしょう
か？）、そして「ガメラII」という古い怪物映画を
見ました。

私の新しい義理の家族と初めて会うこともでき
ました。神社に初詣に行きましたが、私はかなり残
念なおみくじを引いてしまい、みんなで笑っていま
した。

お正月っていいですね。皆さんも楽しいお正月
を過ごされたことを願います。

エヴァン・ローステッター

▲「ジムに行って体を鍛えたい」という
抱負にはこのような結果が多い。

▲例の残念なおみくじ。「小吉。商売：
利益少なし。学問：困難なり。」

▲格付けチェックは去年よりも面白
かったです。



Happy New Years to all residents of 
Hakusan! I am wishing for your health 
and happiness in 2023. In this post, I 
will introduce New Years Day in 
America. 

Starting from the conclusion, New 
Years in America is not nearly as 
important culturally as it is for most 
Americans as it is for most Japanese 
people. In many households, nobody 
will work very hard to cook a nice meal, 
a big difference from the nearby 
Christmas celebrations. Most people 
will get the day off from work but going 
into work for New Years is not 
considered nearly as sad as going in for 
Christmas.

New Years often has the atmosphere 
of a gathering where drinking buddies 
will have a party and drink their way 
into the New Year. There is also a 
tradition to make a lot of noise right 
when the New Year starts at midnight. 
Some people watch the ball drop in 
Times Square New York (an event 
where a huge ball slowly drops from the 
top of some buildings for one minute 
counting down to the New Year) and 
count the last 10 seconds out loud and 
shout “Happy New Years!” if indoors. 
In the countryside, some people even 
fire off private fireworks (or sometimes 
shotguns) to welcome the New Year. 

▲Shooting powerful private
fireworks at midnight

▲The image usually 
associated with New Years in 
the USA

▲Most American households
watch the Times Square Ball
Drop
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People will still make New Years 
Resolutions for what they want to 
accomplish in the next year. In fact, 
references to  MikkaBozu translate 
quite well in American culture, 
especially when talking about goals to 
train your body at the gym. 

I do not have many memories of New 
Years Day from my time as a child as it 
was completely overshadowed by 
Christmas. There is no Otoshidama,
Hatsumode or Osechi. If anything I 
remember this time as marking the end 
of the long Christmas break before 
returning to school. 

For these reasons, I am willing say that  
Oshogatsu is objectively better than 
New Years. I was more than happy to 
eat endless amounts of Suki-Yaki and 
Ozoni with warm sake with family while 
probably putting on about 2 kilograms. 

The Oshogatsu TV programs were also 
great this year, I enjoyed watching 
Kouhaku, Kakuzuke Check (if you saw 
it, did you get the question about the 
violins and dance right?) and even an 
old monster movie called Gamera II. 

I also met several of my new in laws for 
the first time and pulled a pretty 
unlucky Omikuji when we went to the 
shrine that we all laughed about. 

What a fantastic holiday Oshogatsu is, 
I hope you all were able to enjoy it as 
well. 

Evan Rostetter

▲The usual result of 
resolutions to go to the gym

▲The aforementioned omikuji. 
“Industry: low profits, study: 
will be difficult” 

▲Kakuzuke Check was even 
better than last year. 


