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やっとクリスマスが来ました。日本にいると、毎晩日がどんどん早く暮れるこ
と、恋人たちが計画を立てていること、家族がケンタッキーの予約をしているこ
とでクリスマスを実感できます。クリスマスっぽい飾りと驚くほど前からクリス
マスの音楽がスーパーで流れているところは、クリスマスの雰囲気をバッチリ
掴んでいると思いますが、それ以外は自分が生まれ育ったアメリカのクリスマ
スとかなり違います。

まず、一番分かりやすい違いは、日本のクリスマスでケンタッキーを食べる習
慣があることです。アメリカ人にとってこれは本当に予想外です。8年前に日
本語の勉強を始めたときに、この日本の習慣を知ったときは思わず笑ってし
まった覚えがあります。日本人の皆さんは、アメリカ人は普段からケンタッキー
を食べているから、もちろんクリスマスにもケンタッキーチキンを食べるだろう
と思っているかもしれません。しかし、アメリカ人に対して、「クリスマスの夕食
はケンタッキーだ」といったら彼らは心配すると思います。

どうしてアメリカ人が心配するかというと、クリスマスは独りぼっちで過ごした
ことを想像し、これはアメリカ人にとって惨めなことです。アメリカのクリスマス
の夕食は、必ず愛を込めた手作り料理か、手作り料理でないにしても、そのよ
うな雰囲気があるテイクアウト料理がほとんどです。クリスマスに何を食べる
か（もしくは、クリスマス自体をお祝いするかどうか）は地域や民族的な背景、
好き嫌いによって違いますが、右の画
像のような、ハムかターキー（七面鳥）
の丸焼き、そして付け合わせとしてサツ
マイモやクリームコーン、クランベリー
ソース、スタッフイング（角切りした食
パンと食材を焼いたもの）というオー
ブンで料理が一般的です。

►アメリカのクリスマスの食卓で現れ
る一般的なもの
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そして、アメリカにも「クリスマスケーキ」はないわけではありませんが、日本
のように愛されているものではありません。「クリスマスと言えばケーキ」の感
覚は一切ありません。 実家では、夕食後にシュガー・クッキーかパイが出たも
のです。

もしクリスマスに家族の夕食に参加できない場合、スー
パーも休みになっていることが多く、中華料理店だけが
営業していることは有名です。そのため、家でクリスマス
料理が食べられないときは中華料理を食べに行く、とい
うのがおなじみになっています。

アメリカと日本のクリスマスの最も大きな違いは、どれほどクリスマスを大切
と思っているか、というところです。日本のクリスマスは、子どもたちと一緒にカ
ジュアルにお祝いするか、友達や恋人同士で過ごすイメージがありますが、ア
メリカのクリスマスは日本のお正月やお盆のような雰囲気があります。

アメリカ人はクリスマスを挟んだ三日間、全ての時間を
家族と親戚（または家族と同じぐらい親しい友達）で過ご
すことが一般的です。おそらく、多くのアメリカ人にとって、
クリスマスにロマンチックなイメージはあまりないでしょう。
ほとんどの人は親戚と会うために３回以上クリスマスパー
ティーに行くためとても忙しく、友達やボーイフレンド、ガー
ルフレンドと時間を過ごす余裕がありません。親戚と会わないでカジュアルな
関係の人とクリスマスを過ごしたら、会えなかった親戚は見捨てられたと感じ
るでしょう。

去年、アメリカのクリスマス文化を小学生に紹介したとき、10歳くらいの少
年が、日本のクリスマスはどうしてアメリカとこんなに違うか、という質問してく
れました。私のつたない日本語で、海外の習慣を自分の好きなようにアレンジ
してオリジナルのものにすることは日本の特徴であり、私は日本のそのような
ところが好きだと答えました。日本のクリスマスのような、オリジナリティあふれ
る組み合わせを見ると、日本と海外の文化が出会ったときに、間違って翻訳さ
れたために起こったであろう伝統の違いを体験することは、国際交流の最も
魅力的なところの一つです。
メリークリスマス！

エヴァン・ローステッター

▲有名な「クリスマス・キャロ
ル」という映画で中華料理を食
べに行った場面。

▲アメリカの「クリスマスパー
ティー」のイメージ

►ロマンスらしい習慣と言えば、ヤドリギの
下でキスをすること。主に親愛の意味を
込めたキスが多い。
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It is finally Christmas season, the sun is setting earlier and 
earlier, lovers are already making plans and families are already 
making KFC reservations throughout Japan. While many of the 
Christmas aesthetics and playing of Christmas music incredibly 
early in  Japan capture the surface level “feel,” of Christmas 
quite well, Japanese Christmas is a unique experience, completely 
different from the Christmas that I grew up with as an American. 

The most immediate difference is KFC. The eating of KFC for 
Christmas is such an alien idea in America that I remember 
laughing out loud the first time that I learned about this tradition 
when I first started learning Japanese eight years ago. I laughed 
because while this seems very American at the surface level, 
people would be very concerned if you told them you ate KFC for 
Christmas.

As for why Americans would be concerned about you eating KFC, 
they would assume that you spent Christmas all alone and that is 
very sad. American Christmas meals are almost strictly homemade, 
even if they are not homemade the menu will almost always be 
food that seems like it is. While the specifics of the food (or lack 
thereof celebrating the holiday all together) varies with location, 
ethnic background of the household and the tastes of the 
participants, the arrangement shown  in picture ①, complete with 
ham or turkey along with several baked dishes including sweet 
potatoes, cream corn, cranberry sauce and a “stuffing,” (flavored 
bread crumbs) are the most common.

Additionally, while “Christmas cake,” does exist in America, it is 
not a well known and loved item like it is in most Japanese 
households. Instead, I remember 
eating pie and cookies for desert 
around Christmas time. 

►①A typical Christmas spread in America 
complete with ham, baked vegetable 
dishes and cookies. 



If you cannot join a family dinner on Christmas day, Chinese 
Restaurants are famous for being the only kind of eatery open 
(supermarkets also are usually closed)② For this reason, eating at 
a Chinese restaurant is a well loved as a Christmas tradition if you 
are away from home on the holidays.

The biggest difference between American and Japanese Christmas 
is the amount of importance put on the holiday. While Japanese 
Christmas seems to be a cute celebration held casually in 
households with small children, if not spent with friends or lovers, 
American Christmas has more of the feeling of New Years 
Celebrations or Obon. 

Americans tend to spend all of their time with family (or friends 
that are as close as family) for the three days around Christmas 
and I would dare say that there is almost no image of romance 
associated with Christmas for most people. Most people are too 
busy going to three or even more Christmas parties ③ just to meet 
all of their relatives to make time for casual friends, boyfriends or 
girlfriends. Even trying to do so would likely be quite insulting to 
the family members who did not get to meet you for the Christmas 
season, making them feel abandoned. 

Last years Christmas Day, after a presentation about Christmas, 
a 10 year old boy asked me about why Japanese Christmas is so 
different despite clearly coming from American influence. I 
answered in poor Japanese that Japan often takes things from 
abroad and changes them to their liking which is one of my 
favorite parts about living in Japan. Seeing the combination of 
originality, Japanese influence meeting foreign influence and 
traditions just plain lost in translation are one of my favorite 
parts of international exchange.  
Merry Christmas! 

Evan Rostetter

▲②Scene from the 
famous movie “A 
Christmas Story where 
the family goes to eat at 
a Chinese Restaurant.

▲③What people mean 
when they say 
“Christmas party,” in 
America.

▲”Kissing under the 
mistletoe,” is the only 
“Romantic,” practice 
associated with 
Christmas, but it is 
usually a platonic kiss. 


