中国旅行、出張、駐在者が知っておくべき日 1/4
■ 中国現地 行動及びイベント開催要注意日
下記日付は、日本人や日本企業は、中国現地での目立った行動は慎むのが無難。
月 日

重要度

1月18日

日本の二十一箇条要求

1月28日
3月15日

内容

●

4月17日

要求を行う。中国は、要求内容は不当として受け入れに抵抗。

一・二八事変

1932年。第一次上海事変。旧日本軍は買収した中国人に日蓮宗の托鉢僧を狙撃させ、これを

第一次上海事変

契機に戦闘が勃発。

消費者権益保護デー
下関条約調印

5月3日

内容補足
1915年。日清戦争後、日本は中国に対し、中国での大幅な権益拡大を内容とする２１箇条の

済南（さいなん）事件

5月4日

●

五四運動

5月9日

●

国恥記念日

5月30日

五・三〇事件

5月31日

塘沽（とうこ）協定

6月1日

⻑沙（ちょうさ）事件

企業は注意。この日、テレビなどで、中国の消費者権利を侵害したとして、企業が名指し批判
されることがある。過去、有名な外資系企業が名指しされている。
1895 年。日清戦争で日本が清国に戦勝したことをうけて、両国で条約を交わす。
1928年。中国山東省の済南で起きた武力衝突事件。事件の発端については日本と中国では見解
が異なる。
1919年。北京から始まった反日運動の総称。日本の対華２１箇条要求に対する反発から、学生
デモを契機とし、中華⺠国の北京から全国に広がった抗日、反帝国主義を掲げる大衆運動。
1915年。第一次世界大戦中の1915年1月に日本が中国に提示した対華２１箇条要求。
これを当時の中国政府が受け入れした日。
1925年。学生の反日デモに対し、共同租界のイギリス警官が発砲して多数の死傷者と逮捕者を出
した事件。このことが、不平等条約廃棄，反帝国主義の運動に発展していく。
1933年。河北省塘沽において旧日本軍と中国軍との間で停戦協定が締結された。
1923年。湖南省⻑沙において発生した排日運動を鎮圧するために旧日本軍が上陸した事件。
1928年。日本の関東軍によって奉天軍閥の指導者張作霖（ちょうさくりん）が列車爆破により暗

6月4日

皇姑屯（こうことん）事件

6月4日

天安門事件

6月5日

重慶大空襲

1941年。旧日本軍による重慶爆撃。市⺠や⺠間施設を巻き込む大惨事となった。

7月1日

中国共産党成立記念日

1921年。中華⺠国の上海で第一回中国共産党大会が開催され、中国共産党が成立した。

7月7日

●

8月1日

8月15日
9月2日
9月3日

9月18日

1937年。北京郊外の盧溝橋で日本軍への発砲をきっかけに交戦状態となる。日中戦争の発端とな
った日。誰が発砲したかについては現在も定説はない。

第二次世界大戦終戦日
日本降伏

●

9月9日
●

対日運動ではない。日本に直接関係ないが現地行動の際、注意。

盧溝橋事件・七七事変

第二次上海事変
●

1989年。天安門で発生し中国政府により鎮圧された学生⺠主化運動。

中国人⺠抗日戦争記念日
人⺠解放軍成立記念日

8月13日

殺された事件。張作霖爆殺事件、奉天事件とも言う。

1927年。中国共産党が江⻄省南昌で武装蜂起した日。南昌蜂起（なんしょうほうき）とも言う。
1937年。盧溝橋事件に続いて起きた日中戦争の導火線となった戦闘行為。旧日本軍が圧倒的に優勢
な中国軍の包囲攻撃を受けたため，日本は大軍を増派してこれに対抗した。
1945年。終戦の日。日本では、昭和天皇自ら「玉音放送」を行った日。
中国を含めた連合国が日本に勝利した日。
1945年。日本が降伏文書に調印した日。日本がポツダム宣言を受託した日。

中国抗日戦争勝利記念日

1945年。日本が降伏文書に調印した日の翌日。

降伏文書署名

1945年。日中戦争が終結。中国大陸の支那派遣軍総司令官が降伏文書に署名し無条件降伏。

九一八事変
満州事変・柳条湖事件

1931年。日本の関東軍による鉄道爆破事件。瀋陽郊外で衝突が発生し、満州事変勃発。
日本の所有する南満州鉄道の線路が爆破されたことを関東軍はこれを中国軍による犯行と発表し、
満州における軍事展開の口実とした。

9月29日

日中国交正常化

11月5日

日本軍奇襲上陸

1937年。旧日本軍は、杭州湾岸に奇襲上陸。

11月11日

上海陥落

1937年。旧日本軍は、上海を占領。

11月21日

旅順陥落

12月9日

一二・九運動

12月13日

●

国家哀悼日
南京事件・南京大虐殺

1972年。日本、中国両政府間の戦争状態終結，国交正常化のための共同声明を北京で発表。

1894年。日清戦争の時代に、旧日本軍は、清国艦隊の拠点であった旅順を占領。
⺠間人の巻き添えもあり、旅順虐殺事件と言われている。
1935年。燕京大学や清華大学の学生らが内戦の停止や抗日運動の弾圧反対を掲げてデモを行った。
1937年。日中戦争で日本軍が、中国国⺠党政府の⾸都・南京を占拠。
旧日本軍による南京占領で起きたとされる「南京事件」の展示施設「南京大虐殺記念館」で追悼式
典が行われる。2014年に中国政府はこの日を国家哀悼日と定めた。
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■ 中国の祝日、記念日、イベント日
月 日

重要度

内容

内容補足

元旦 ( yuan2 dan4 )

新暦の1月1日。中国法定の休日はこの日一日のみ。

元旦

基本的には、中国では伝統的に「旧暦」に基づいて新年を祝う。

1月1日

新暦での1月1日はもともとあまり重要視されていなかったが、近年は中国でも重視。
お祝いフレーズ：元旦快乐 ( yuan2 dan4 kuai4 le4 )
春节 ( chun1 jie2 )

旧暦の正月。旧暦の1月1日。

春節/旧正月

春節はおおよそどの会社も1週間以上の休暇を設ける。
多くの人々が故郷に帰る。
お祝いフレーズ：新年快乐 ( xin1 nian2 kuai4 le4 )

旧1月1日

春节快乐 ( chun1 jie2 kuai4 le4 )

●

新年好 ( xin1 nian2 hao3 )
行事関連単語：老家( lao3 jia1 )＝ 生まれ育った故郷、原籍地。
红包( hong2 bao1 )＝赤い色紙で包んだ金一封。祝儀やボーナス。
压岁钱( ya1 sui4 qian2 )＝お年玉。
元宵节 ( yuan2 xiao1 jie2 )

旧1月15日

元宵(げんしょう)節
情人节 ( qing2 ren2 jie2 )

2月14日

妇女节 ( fu4 nv3 jie2 )

国連が制定した婦人の日。

国際婦人デー

中国ではこの日、女性は半日休日となる。
あわせて女性向けセールやキャンペーンが活発になる日。

3月12日

植树节 ( zhi2 shu4 jie2 )

孫文の死去に伴い定められた記念日。

植樹祭

孫文(1866〜1925)とは、中国最後の王朝・清を倒して中華⺠国を建てた⾰命指導者。
中国での共和制の創始者。

白色情人节
3月14日

4月1日

〇

5月1日

〇

お返しを女性から男性に行うことがある。日本のバレンタインデー、ホワイトデーのプレゼント

ホワイトデー

するほう、されるほうが逆。

愚人节 ( yu2 ren2 jie2 )

中国でもエイプリルフールは、ちょっとしたうそやびっくりを仕掛けて楽しむ日である。

清明节 ( qing1 ming2 jie2 )

新暦の4月5日。中国法定の休日。

清明節

先祖にご加護と平安を祈る日。日本のお盆にあたる年中行事。

劳动节 ( lao2 dong4 jie2 )

新暦の5月1日。中国法定の休日。この日は口語呼称として五一 ( wu3 yi1 ) とも言われる。

メーデー

社会貢献者としての表彰行事、文化、スポーツ行事が多く開催される。

⻘年节 ( qing1 nian2 jie2 )

「五四運動」の愛国精神をたたえ、継承するため、この日を⻘年の日としている。

⻘年の日

⻘年によるボランティア活動や記念行事が行われる日。

端午节 ( duan1 wu3 jie2 )

春秋戦国時代の政治家であり詩人の屈原( くつげん ) を弔う日。

端午の節句

ちまき( 粽子 zong4 zi )を食べ、ボートレースをする。
5月5日と言えば、日本では子供の日であるが、中国の子供の日は6月1日。

⺟亲节 ( mu3 qin1 jie2 )
5月第二日曜

日本と同じように子が⺟にカーネーションを送ったり、遠⽅の場合は電話したりする。

⺟の日
儿童节 ( er2 tong2 jie2 )

6月1日

まだマイナーイベントであるが、日本のホワイトデーの影響で、この日にバレンタインデーの

( bai2 se4 qing2 ren2 jie2 )

エイプリルフール

4月5日

旧5月5日

中国では、男性が女性に花を贈るのが一般的。

バレンタインデー

3月8日

5月4日

春節から15日目にあたる日。この日をもって春節のお祝い期間の区切りとなる。

子供にプレゼントを送ったり、家族で外出したりする。

こどもの日
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■ 中国の祝日、記念日、イベント日
月 日

重要度

内容
父亲节 ( fu4 qin1 jie2 )

6月第三日曜

内容補足
日本と同じように子が父にプレゼントしたり、遠⽅の場合は電話したりする。

父の日
建党节 ( jian4 dang3 jie2 )

7月1日

中国共産党設立を祝う記念日。

建党記念日

7月1日

香港回归纪念日

1997年7月1日にイギリスから香港統治権を変換されたことを記念する日。

( xiang1 gang3

香港内は休日となるが、本土内は記念日となっているだけで休日ではない。

hui2 gui1 ji4 nian4 ri4 )
香港返還記念日

旧7月7日

七夕情人节

日本のように笹飾りをするということは全く無い。

( qi1 xi1 qing2 ren2 jie2 )

恋人の日として、男性が女性にバラの花などのプレゼントをする。

七夕(たなばた)
建军节 ( jian4 jun1 jie2 )

8月1日

旧8月15日

中国人⺠解放軍の建軍記念日。

人⺠解放軍記念日

〇

中秋节 ( zhong1 qiu1 jie2 )

月を愛でる日。家族団らんの日。

中秋(ちゅうしゅう)節

月餅(げっぺい)( 月饼 yue4 bing )を、この日に食べる。
月餅は、この日までに、お世話になった人などに贈る習慣がある。

重阳节 ( chong2 yang2 jie2 )
旧9月9日

重陽(ちょうよう)節

9月10日

教師の日

教师节 ( jiao4 shi1 jie2 )

九一八事变纪念日

菊の節句。⻑寿を祈る日。

先生へ感謝を示す言葉や祝いのカードなどをプレゼントしたりする。

過去の満州事変を記憶するため設けられた記念日。

( jiu3 yi1 ba1 shi4 bian4
9月18日

ji4 nian4 ri4 )
9.18事変記念日

10月1日

●

国庆节 ( guo2 qing4 jie2 )

中国の建国記念日。

建国記念日

約一週間の大型連休となる。

万圣节 ( wan4 sheng4 jie2 )

まだマイナーイベントであるが、ショッピングセンターや遊園地で関連イベントが開催されたりする。

10月31日

ハロウィン

11月11日

独身者の日

光棍节 ( guang1 gun4 jie2 )

双 11 ( shuang1 shi2 yi1 )
11月11日

旧12月8日

12月20日

「1」がひとりぼっちのイメージから、この日は独身者、恋人がいない人々の日とされる。

中国のネットショップ各社が大幅な値引きをする日。

ネットショッピングの日
臘八節 ( la4 ba1 jie2 )

仏教に基づく年中行事で、釈迦が12月8日に悟りを開いたことに由来する。

ろうはちせつ

五穀豊穣を祝い、春節を迎える準備をする日.

澳门回归纪念日

1999年12月20日にポルトガルから香港統治権を変換されたことを記念する日。

( ao4 men4

マカオ内は休日となるが、本土内は記念日となっているだけで休日ではない。

hui2 gui1 ji4 nian4 ri4 )
マカオ返還記念日
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■ 中国の祝日、記念日、イベント日
月 日

重要度

12月25日

旧12月30日

〇

内容

内容補足

圣诞节 ( sheng4 dan4 jie2 )

近年は中国でもクリスマスが一般的になり、商店などクリスマスの飾りつけがなされる。

クリスマス

クリスマスの飾りつけは、春節まで続けられることが多い。

除夕 ( chu2 xi1 )

この日は家族全員が集まって豪華な食卓を囲む。

大みそか

■その他
人⺠代表大会（２月〜３月）
大学卒業・入社シーズン（９月）、官公庁人事異動（1 月がメイン、随時）
中国の連休設定と、連休前後の土日振替勤務日の設定について、前年の12月初旬頃の政府の公式発表があるまで翌年の休日がわからない。
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