
   

「サンクスギビング」 
CIRレポート 11月号：アメリカ 

 

皆さんこんにちは、アメリカの国際交流員のティナ・サトウです！ 

ハロウィンとクリスマスに挟まれ、忘れられがちな祝日、それがサンクスギビング

です。毎年１１月の第４木曜日に七面鳥を食べながら祝われる、感謝祭です。この日は全

米で約３億キロの七面鳥が食べられるので、サンクスギビングが忘れられ一番喜ぶのは七

面鳥かもしれません。忘れられがちと言われる理由は、アメリカでは、町の飾り付け等は

ハロウィンが終わった瞬間クリスマス一色になることが多いからです。それを小馬鹿にす

るジョーク等がいっぱいあり、私も読むのが大好きですが、やはりサンクスギビングが近

づいてくると家族や友達と美味しいご飯が食べられるとウキウキします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンタさん、もうあなたの出番みた

いだよ。ハロウィンが終わってまだ

２日しか経ってないのに町ではクリ

スマスライト、フルーツケーキ、香

りがする松ぼっくりを見たよ 

うまくいけば、来

年はサンクスギビ

ングを飛ばず！ 

クリスマス 

１１月１日

の俺 

サンクスギビング 

1サンクスギビングが忘れられがち 

※ Facebook でレポートに関するアンケートを実施しています 

 ので、ご協力お願いします。 

https://ja-jp.facebook.com/cir.yamaguchi/ 

２サンクスギビングが忘れられがち 



今では周りの人達に感謝を伝え七面鳥を食べる日になりつつありますが、もとはそ

の年の収穫に感謝をする日として始まりました。最初に行われたサンクスギビングは 1621

年だったと言われていますが、1863年まで正式なサンクスギビングの日が定められていま

せんでした。実はカナダでもよく祝われているサンクスギビングですが、アメリカと日に

ちが違い１０月の第 2月曜日に祝われています。 

では、アメリカでのサンクスギビングの 1日はどのような感じなのでしょうか？ま

ず９時にメイシーズパレードを見ます。アメリカの百貨店「メイシーズ」主催で行われる、

３時間にわたるこのパレードは１９２４年から始まり、１９５２年からテレビで放送され

るようになりました。マンハッタンの道には約１万人の参加者、３５０万人の観客、テレ

ビの前で見ている人約５千万人、製作費８千万円から３億円かかるフロートが３１個と大

規模なパレードでサンクスギビングの象徴となりました。 

 

１２時からは大統領への七面鳥プレゼンテーションがあります。１９４０年代から

始まっているセレモニーで、ジョージ・H・W・ブッシュ以降の大統領は七面鳥を助命す

る伝統が続いています。それから、アメリカの家庭はアメフトの試合を見たり、サンクス

ギビングディナーに向けて料理を始めます。おせち料理のようにサンクスギビングのディ

ナーは作るのに何時間もかかります。メイン

の七面鳥を調理するのに５時間くらいかか

ることもあるので一日掛けて料理するのは

珍しくないです。夕食の時間になったら家族、

親せき、友人などがテーブルを囲みご馳走を

お腹いっぱい食べます。七面鳥以外によく見

るメニューはクランベリーソース、マッシュ

ドポテト、グリーンビーンズ、グレービー、

スタッフィングとパンプキンパイです。正直、

こんなにご飯入るのってくらい食べます。ア

メリカには食べることを目的にした祝日が

あるのは面白いと思うのですが、サンクスギビングの日は夕食を食べて終わるとは限りま

せん。なぜなら、ブラックフライデーがあるからです。 

メイシーズパレード 大統領へ七面鳥のプレゼンテーション 

サンクスギビングディナー 



サンクスギビングディナーで摂取

したカロリーを消費するかのように、アメ

リカの人々は近くのショッピングモールに

向かいます。ブラックフライデーはサンク

スギビングの次の日を示す、一大イベント

です。サンクスギビングが終わり、クリス

マスへ向け景気が良くなる、黒字になる金

曜日としてブラックフライデーと名づけら

れました。その日に合わせて多くの店はセ

ールを行い、そのセールを求め多くのアメ

リカ人は買い物に行きます。もともと金曜

日の朝から始まり、木曜日の夜から並ぶの

が多かったのですが、最近では木曜日の夜

から一晩中営業している店が年々増えて

います。毎年セールを狙って営業開始と同

時に走ったり、商品を巡って喧嘩になる客

や、怪我人が出るニュースがあり、問題に

なっています。 

 

セールの商品を手にしたいけど、人ごみが苦手な人にはサイバーマンデーをおスス

メします。アマゾン等の影響で近年増加しているのがサイバーマンデーです。それは、サ

ンクスギビングが終わった次の月曜日にネットで始まるセールのことです。ブラックフラ

イデーに負けないくらい商品が安く手に入ることや家を一歩も出なくていいことから人気

になっています。 

アメリカでは１１月の終わりから１月にかけホリデーシーズンに突入しイルミネ

ーション等で町の雰囲気が素敵です。是非この時期にアメリカに旅行に行くのはいかがで

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラックフライデー 

ブラックフライデーの様子 



１サンクスギビングが忘れられがち写真出典：

https://awwmemes.com/i/9c2686185ecf4a24acf78fc29542b1e9 

 

2サンクスギビングが忘れられがち写真出典： 

https://awwmemes.com/i/f62f2c727d014262808e38046a7194d8 

 

メイシーズパレード写真出典： 

https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2016/11/23/the-macys-thanksgiving-day-

parade-2016-by-the-numbers/#72a11a9c6527 

 

大統領へ七面鳥のプレゼンテーション写真出典： 

https://www.businessinsider.com/a-history-of-the-presidential-turkey-pardon-2015-11 

 

サンクスギビングディナー写真出典 

https://www.visitroanokeva.com/blog/post/where-to-eat-for-thanksgiving-2017-in-virgin

ias-blue-ridge/ 

 

ブラックフライデー写真出典： 

https://www.wfsb.com/news/stores-post-black-friday-deals-early/article_85e446a4-0000

-11ea-a79d-b7d4b51ca5b5.html 

 

ブラックフライデーの様子写真出典： 

https://www.cnbc.com/2018/11/24/black-friday-pulled-in-a-record-6point22-billion-in-on

line-sales-adobe.html 
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Hello everyone, it’s the American CIR, Tina! 

Thanksgiving is often the center of jokes in America as a holiday in the shadows of 

Halloween and Christmas. Celebrated on the 4th Thursday of November, it is a day you 

eat turkey and give thanks. So perhaps the turkeys would be most excited for 

Thanksgiving to be forgotten. It is often said to be forgotten as the decorations around 

town go from Halloween straight to Christmas. I mean, have you ever seen 

Thanksgiving decorations at Disneyland? So of course there are many memes and jokes 

that make fun of Thanksgiving and I love reading them myself; however, I also can’t 

help but get excited to eat delicious food with my friends and family for Thanksgiving.  

 

Thanksgiving has evolved into a day to eat turkey and give thanks, but was originally a 

day to give thanks to the harvest of the year. The first thanksgiving is said to have been 

held in 1621, but there was no established date until 1863. Thanksgiving is also widely 

celebrated in Canada, but the dates are different and Canadians celebrate the holiday 

on the 2nd Monday of October.  

 

So what does a typical Thanksgiving Day in America look like? Well, it starts off with 

the Macy’s Parade at 9 am. Macy’s is an American department store and hosts the 

three hour long parade which started in 1924 and was televised in 1952. There are 

roughly 10 thousand participants, 3.5 million people on the streets of Manhattan to 

watch, 50 million people watching in front of the TV, and 31 floats that cost $800,000 to 

$3 million to make, making it a symbol of Thanksgiving. At 12 pm the Presidential 

Turkey Pardon starts. A ceremony to present the president a turkey has taken place 

since the 1940’s, but since President George H. W. Bush took office, a new tradition to 

pardon the turkey started. Then American families will go onto watch football games, 

and start cooking their thanksgiving meal. Like the Japanese Osechi ryouri, it takes 

many hours to cook a thanksgiving meal. It can take up to 5 hours to cook turkey so it 

is not unusual for families to cook for the whole day. And dinner time friends and 

family gather around the table to enjoy their thanksgiving feast. Besides turkey, a 

typical thanksgiving meal will include cranberry sauce, mashed potato, green beans, 

gravy, stuffing, and pumpkin pie. You literally eat till you drop and I still find it 

interesting that there is a holiday dedicated to eating. But, the thanksgiving holiday 

doesn’t end with the thanksgiving dinner. That’s because there is Black Friday. 

 

Almost as if to burn the calories from the thanksgiving meal, the people of America go 

out to shop. Isn’t shopping your favorite cardio? Black Friday is the day after 

Thanksgiving. It’s called Black Friday for the profitability it brings in as the holiday 

season to Christmas officially starts. Many retailers offer deals to get customers, and 

customers flock to where the deals are at. Sales usually started on Friday and you 

would see lines forming on Thursday night but recently, some stores start their Black 



Friday sales on Thursday night and are open for business the whole night. With all the 

great deals going on, the one downside to this event is the sheer amount of accidents 

related to to Black Friday there are. Every year, there are stories of people getting hurt 

due to the amount of customers that rush in to score a deal.  

 

For those who want to score good deals but aren’t a fan of the big crowds, I recommend 

Cyber Monday. Thanks to the popularity of online shopping, companies like Amazon 

are offering great deals on the Monday following Thanksgiving. Cyber Monday has 

been rapidly gaining popularity as you can get sales in the comfort of your own home.  

 

The illumination and decorations around town during the holiday season are 

absolutely gorgeous. How about visiting America during this time? 


