お 月 見
ちゅうしゅう

旧 暦 の 八 月 十五 日 を「 十 五 夜 」「 中 秋（ 仲 秋 ） の名 月 」 と言 い 、日 本 で は古 く より お 月
見をする風習があります 。後者の「中秋の名月」というのは 、秋の真中に出る満月の意味で 、
旧暦 では一 月～三 月を春、 四月～ 六月を 夏、七月 ～九月 を秋、 十月～十 二月を 冬とし ていた
こと から、八 月は秋 のちょ うど真中 であり 、八月 十五日 の夜に出 る満月 という ことで、 その
よう に呼ばれ るよう になりま した。 なお、 現在用い られ ている新 暦では一 ヶ月 程度のズ レが
生じる ため、 九月七 日から十 月八日 の間に 訪れる満 月の日 を十五 夜、中秋 （仲秋） の名 月と
呼んで います。
いも めいげつ

十 五夜は 、満月 を観賞す る他、 これか ら始まる 収穫期 を前に して、収 穫を感 謝する 祭とし
て の意味 合いがあ ります 。九月 頃に収穫 される 「芋」 をお供え するこ とから 「芋名月 」とも
呼ば れて います。 現在では 、満 月のよう に丸い月 見団 子と魔除 けの力が ある とされた ススキ
を供 えるの が一般 的です。 また、地 方に よっては この日 だけは 、他人の 畑の作 物を無 断で取
ご とう

って も良いと か、子 どもが お月見の お供え 物を盗 んで良 いとする 風習も ありま す。
長崎県 五島の 一部では 「まん だかな 」 お供 えが済 むとすぐ 子ども がそれ を取って 行って
(
せん ぼくぐ ん
しま う）と い う風 習や、 秋田 県 仙北郡 では「 片足御免 」
（他人の 敷地に片足 を踏み込 んで
取 るぐ らいなら 公認）と いう 風習があ ります 。これは 、この 日だけ は「お月 様が持 って行 っ
て 下さっ た」と 言うこと でめで たいか らだそ うです。
こ のお月見 の風習 は、八 月十五日 だけで なく九 月十三 日にも行 われま す。こ ちらは「 十三
夜 」と 言いま す 。ま た、中 秋の 名月 の後 なの で 、「 後の月」と 言われた り、お供 えとして 栗
や枝 豆 等を供 える こと から 「豆 名月 」「栗 名月 」と も呼ばれ ています 。各地で は十五夜 をし
たなら 、必ず 十三夜 もしなけ ればい けない と言われ てお り、片方 だけの月 見を 嫌う風習 があ
ったよ うです 。また 十五夜と は違い 、十三 夜のお月 見の風習 は、 中国や朝 鮮半島に は見 られ
ず、日 本独特の 風習で す。
と ころで 、月は その模様 （海と 呼ばれ る平原の 部分） から「 月にはう さぎが 住んで いて、
餅 つきを している 」とい う話が 古くから 伝えら れてい ますが、 日本以 外に、 他の国で は月の
模様に関してどのような見方があるのでしょうか 。まず隣国の韓国においては 、日本同様「う
さぎ の餅つき 」と 考えられ ています 。次 にアメリ カでは 「女性 の横顔」 とされ ており 、さら
にイ ンドでは 「ワニ 」ヨー ロッパで は 、
「木につ ながれ たロバ 」や「 キャベツ 畑の泥 棒 」
「片
手だ けし かな いカ ニ 」「か ぼち ゃを食 べる 男 」
「本を読 む人（ロ ーマ神話 ）」等々とそ の国の
自然、 習慣、伝 統など が関係 して各国 によっ て様々 な見え方 があり ます。
平 安時 代、貴族 の間では お月見 の際、 観月の宴 や舟遊 び 舟
( に乗った りして 水面に 揺れる
月 を楽 しむ な
) ど、 歌を詠 ん だり 、お酒 を飲 んだ り、 月の美 しさを堪 能しまし た。しか し今
で は、街 中では高 層ビル 等が立 ち並び、 一等星 でさえ 見えない 程のネ オン等 により、 なかな
か月 の美し さを味 わうこと が出来 ません 。今年の 「お月 見」は 、街中を 少し離 れてみ て月を
じっ と眺めて 想像を 働かせ てみては 如何で しょう か。新 しい月の 模様を 発見出 来るかも 知れ
ません 。
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