
回答者の年齢・性別
をお答えください。

日本では新年の抱負として新しい習い事などを始めたりする人が増えま
すが、アメリカではそういった新しいことをはじめたりする風習はありま
すか？風習がある場合は、どんなことを始めたことがあるか教えて下さ

日本では新しく習い事をはじめても「三日坊主」になったりするこ
とが多いですが、アメリカでは「三日坊主」になったりすることは
多いでしょうか？

テーマ1分類
テーマ2分

類

３４歳　男性

新しい事を始める人はいます。
人数は少ないです。
自分は、新年に、仕事が休みの日は遊びに連れて行ってあげると娘と
約束しました。
しかし、娘を遊びに連れて行っていません。
連れて行かなくてはと思います。

習い事は三日坊主になるのは多くあります。
特に、身近では英語以外の言語、日本語やドイツ語、フランス語
を習い始める友達がいます。
でも、半年であきるようです。 yes yes

20代男性
Although the new year is a great time to start something new and get
ahead of others, I don't think many people do it. We often start
something new at beginning of the semester.

It totally depends but if their parents are lazy, their kids are
likely to become lazy. One of my friend does training every day
and his father does training every morning as well and he looks
up to his father. I find kids who actually plan and do the routine
effectively superior to most of the students.

no -

30代女性

この感覚は日本と同じで、新年の抱負を考える人は多くいます。アメリカ
では学校が9月から新しい学年の新学期（日本で言う4月）なので、夏休
みに音楽やスポーツのキャンプに参加するなど環境を変えたり新たな
目標を決めたりして習い事に打ち込むという気持ちの切り替えがありま
した。ただ、成人してからは新たな年をきっかけに抱負を決めてチャレン
ジをするようになりました。私は特に長期での習い事をはじめたりはしま
せんでしたが、季節柄「スキーを滑れるようになりたい」とレッスンをとっ
たりはしました。

もちろんあります。これに関しては文化やお国柄という感じでは
なく、その人の性格によるものが大きいでしょう。アメリカは人をと
にかく褒めるのが上手な人が多いので、習い事という意味ではお
互いの進歩を褒めあったりして、それが結果としてモチベーション
のキープに繋がることはありますが、基本三日坊主の人は三日
坊主で、続く人は続くという感じです。

yes yes

20代男性
アメリカでは特にそういった風習があるとは思いません。どちらかという
と学年が上がる8月ごろあたりに習い事を始めたりする子供が多いと思
います。

アメリカ人とは言っても様々な人種や背景を持った人がいるので
全員がそうとは言えませんが、全体的に三日坊主は多いと思い
ます。ダイエットなんかいい例だと思います。三日坊主で終わる
国民が多いから世界一の肥満体国になっているのではないかと
思います。

no yes

32歳

日本にきてもうすぐ5年です。私がおもったことはアメリカ人も日本人もか
わらないとおもいました。
私も去年の1月に習い事をはじめました。本場のぶじゅつを習うために
やってきたのです。
だから私のじもとの州も風習はあります。

私のじもとでは三日坊主ということばはありませんが似たようなも
のはあったです。
私も習い事をはじめたときはがんばるよと思いますがだんだんと
だめになっていったことはあります。

yes yes

20代男性

アメリカでは1月によく、「What’s your New Year’s resolution?」という質
問をされます。「This is my chance to make a fresh start!」という答えが
連想されます。新しい習い事を始めるというよりかは、生活を改めると
いった意味合いが大きいです。例えば、10キロ痩せる、とか、毎日5キロ
ジョギングする、といったものです。

多くのアメリカ人も１カ月も続かない人がほとんどだと思います。
そんな人たちに対することわざもいくつかあります。
Don’t bite off more than you can chew.
Rome wasn’t built in a day.

yes yes

40代男性
アメリカは基本的に決算が1から12月の期間なので、企業が新たな目標
を定めたり、新たなシステムを導入するのに1月は 適な時期です。な
のでそういった風習はあると思います。

多いと思います。しかし社内でも成功している人や出生している
人は学生時代部活や習い事を継続し続けた方が多いです。いわ
ゆるエリートと呼ばれる人たちは目標を定めてそこから逆算して
プランを立てるクセがついているのでそういった人たちは三日坊
主になりにくいです。

yes -

27女
自分の周りには新年に抱負を掲げる人はあまりいなかったような気がし
ます。学校の授業が選択式で豊富なので9月の新学期に新しく外国語を
習ったりクラブを始めたりする人はいました。

フィギュアの組み立てに挫折する人は見たことはありますが、習
い事を途中で投げ出す人は見たことはないです。大きな障害に
ぶつからなければ意外と続けてる人は多いんじゃないでしょう
か。

no no

30代女性
アメリカにも新年の抱負を掲げる風習はあります。“New Year's
resolution“といいます。

三日坊主という言葉はありませんが、すぐやめちゃうことは多い
です。

yes yes

30代男性
Not many people start something new on the new year. I think it is
because January is cold and there's not so many outdoor activities
that you can enjoy except for ski.

I think it happens a lot in U.S. too. I think Asian kids tend to
keep up the good work with something educational such as their
studies and music. On the other hand white and black kids tend
to keep up the good work with athletic activities.

no yes

27歳女性
アメリカでも新年の抱負のような概念はあります。「今年こそ痩せる」や、
「学習を深める」などの目標を掲げ、フィットネスジムやスペイン語のクラ
スに通いはじめました。

アメリカ人は三日坊主の人、結構多いです。経験の深さよりも種
類の多さを重視する傾向にあると思います。料理教室に一緒に
通い始めたクラスメイトが、すぐに他の習い事(手芸)に目移りして
しまったことがありました。

yes yes

40代女性

アメリカでもNew Year Resolutionとして新年から何か新しい事を始める
人も多いです。一番ポピュラーなのが「ダイエット」です。11月末の感謝
祭や12月のクリスマス期間は、伝統的な料理（ターキーやハム、スタッ
フィング、ポテト、デザート等）を食べるので普段よりもカロリー摂取量が
多くなりがちです。私も新年からジムに通い始めたりしました。

アメリカでは新しく習い事を始めても、もし自分に合わない・つま
らないと思ったら、躊躇せず止めるのが普通です。すぐ止める事
に罪悪感を感じたりしませんし、そういう人が自分の周りにいても
別に非難したりもしません。

yes yes

５０代男性
州によって違いますが、私の畜産業が盛んなオレゴン州に居た時は、牛
などの家畜の頭数を増やす目標を決める人が多かった様です。

表現の仕方が違いますが同じ人間ですからもちろんあります。努
力嫌いな人に被い様です。

yes yes

20代男性
アメリカでも、"New Year's resolution"（新年の決意）と呼ばれる、新年
の抱負や新たな目標を立てるといった風習はあります。ただ、個人的に
は新年の目標を立てて何か新しいことを始めたことは特にありません。

アメリカでも「三日坊主」になることも多いと思います。少し付け加
えると、「三日坊主」という言葉は少し否定的な響きがしますが、
アメリカではたとえ結果が「三日坊主」になってしまったとしても、
チャレンジしたことが評価されやすいので、日本ほど否定的に捉
えられることは少ないように思います。

yes yes



20代男性
新年から始めるというよりかは冬休みに入って授業や課題が無く自分
の時間が出来たときに新しいことを始める人は結構います。しかし冬休
みが終わり授業が始まると辞めてしまうことが多いです。

アメリカ人だからという問題ではなくどこの国の人でも三日坊主
になると思いますよ。ESL(English Second Language)ではアメリカ
人以外の生徒もいましたが、三日坊主になる人は多かったです。
もちろん日本人である僕も三日坊主になります。

yes yes

20代男性 特にありませんでした。

人によりました。しかし、自分を律するのが好きな国民性があると
思います。日本人に比べるとアメリカで生活をしている人の方が
長続きしているイメージです。

no -

18歳
アメリカでは、とてもユニークな国ですので、習い事をする人は多いと思
います。例えば、ダンスやDJを習う人が多いです。

大抵アメリカの人は度胸がありますので、例えばスケボーでも怪
我してもやめないで、続けてる人が多いので、３日坊主はあまり
いないと思います。

yes no

40代　女性

アメリカに１０年住んでいました。アメリカでも新年の抱負（New Year's
resolution)という言葉を使います。日本のようにお正月に改まって言うと
いうような風習という程のものではないと思いますが、年末に近づくと”
○×を来年の抱負にするわ”などと話したりしています。１１月の感謝祭
からクリスマスまでご馳走を食べ続けるためか、私の周りの４０代女性
はよく”ダイエット”、”ワークアウトする”などを来年の抱負としていまし
た。実際、１月はジム、スポーツセンターが大変混んでいました。また、
キャリアアップのため勉強するという目標を持つ方もいました。

おそらく三日坊主も多いのだと思います。
２月にはジムも普通の状態に戻っていました。

ただ、キャリアアップを考えている方はしっかり実行していまし
た。
日本と同じで人によりけりです。

yes -

20代男性
I don't think the new year is a good time to start something new. It's
one of the most important Holiday for Americans and we'd like to spend
time with our family rather than start something new.

Yes, when I was in elementary school, we had what's called
"Planner". Students had to write their planner which is about
the size of notebook. It is to prevent forgetting something but
it's a great way to teach kids how to plan something and avoid
procrastinating. The reason why thins "Planner" is important is
because human are lazy and it has been proved by Machiavelli in
more than 500 years ago.

no yes

２０代男性 アメリカではあまりありません。ニューイヤーズカードは渡します。
アメリカ人はサボり癖がはげしいので、しょっちゅう三日坊主で
す。

no yes

５０代男性
習い事は、子供の意見を聞いて、子供のうちに行います。
大人になってからの習い事は、趣味や娯楽に関する事が多いようです。

自らやりたくて、始めた事なので、途中で止めてしまう事はありま
せん。

yes no

20代女性
I really don't think people in U.S. start something new on the new year.
Although there are new year sales which are common in many
countries.

Although we are the strongest country on Earth, we are the
laziest country on Earth as well.  Everyone know that
persistence is one of the keys to success but not everyone has
that  great persistence. So I think "三日坊主" is common in
U.S. too, however you have to keep in mind that there are some
people who work really hard over time.

no yes

40代男性
アメリカでも新年の抱負を持って、新しいことを始める人はたくさんいま
す。習い事と言うよりは、生活習慣の見直しを抱負にする人が多いで
す。タバコをやめる、ダイエットんして痩せる、運動をするなどです。

多いです。たいていの人が三日坊主です。強い新年が無いと決
めたことを続けられないのは、アメリカでも日本でも同じですね。

yes yes

40代女性

I used to live in Hawaii and my parents made me to take swimming
lesson after winter vacation. I don't know if it's because one of my
parents is a Japanese-American. I don't think it's actually a culture but
I think new year is a great time to start something new.

It totally depends on personality. Some people are hard workers
and persistent while some are lazy and get bored easily.
However I often find hard workers are usually Asian students
especially Chinese Americans and Indians.

yes -

34歳　男
アメリカでもありますよ。ただアメリカでは「1年の抱負」というよりは、「人
生全体」の目標を達成するために今年は○○をする、というように大き
なビジョンがあっての「今年の抱負」という形ですね。

アメリカでも多いですよ(笑)。ただ、アメリカでは物事を友人や彼
女等と共有することが多いので、こっそり始めて飽きてやめる、と
いうことは少ないです。日本人は人知れず初めて飽きてやめる、
というパターンが多い気がしますね。

yes yes


