
月名 十干(じっかん) 干支(えと) 二十四節気(にじゅうしせっき)
順番 略号 英語名 旧暦和名 文字 音読み 訓読み 1 甲子 21 甲申 41 甲辰 黄経 名称 読み 時期の目安 十二星座・十二宮
1月 Jan January 睦月(むつき) 甲 こう きのえ 2 乙丑 22 乙酉 42 乙巳 0 春分 しゅんぶん 3月20～21日 牡羊(おひつじ)座
2月 Feb February 如月(きさらぎ) 乙 おつ きのと 3 丙寅 23 丙戌 43 丙午 15 清明 せいめい 4月4～5日 白羊(はくよう)宮
3月 Mar March 弥生(やよい) 丙 へい ひのえ 4 丁卯 24 丁亥 44 丁未 30 穀雨 こくう 4月20～21日 牡牛(おうし)座
4月 Apr April 卯月(うづき) 丁 てい ひのと 5 戊辰 25 戊子 45 戊申 45 立夏 りっか 5月5～6日 金牛(きんぎゅう)宮
5月 May May 皐月(さつき) 戊 ぼ つちのえ 6 己巳 26 己丑 46 己酉 60 小満 しょうまん 5月21～22日 双子(ふたご)座
6月 Jun June 水無月(みなづき) 己 き つののと 7 庚午 27 庚寅 47 庚戌 75 芒種 ぼうしゅ 6月5～6日 双児(そうじ)宮
7月 Jul July 文月(ふみづき) 庚 こう かのえ 8 辛未 28 辛卯 48 辛亥 90 夏至 げし 6月21～22日 蟹(かに)座
8月 Aug August 葉月(はづき) 辛 しん かのと 9 壬申 29 壬辰 49 壬子 105 小暑 しょうしょ 7月7～8日 巨蟹(きょかい)宮
9月 Sep September 長月(ながつき) 壬 じん みずのえ 10 癸酉 30 癸巳 50 癸丑 120 大暑 たいしょ 7月22～23日 獅子(しし)座
10月 Oct October 神無月(かんなづき) 癸 き みずのと 11 甲戌 31 甲午 51 甲寅 135 立秋 りっしゅう 8月7～8日 獅子(しし)宮
11月 Nov November 霜月(しもつき) 12 乙亥 32 乙未 52 乙卯 150 処暑 しょしょ 8月23～24日 乙女(おとめ)座
12月 Dec December 師走(しわす) 十二支(じゅうにし) 13 丙子 33 丙申 53 丙辰 165 白露 はくろ 9月7～8日 処女(しょじょ)宮

文字 音読み 訓読み 14 丁丑 34 丁酉 54 丁巳 180 秋分 しゅうぶん 9月23～24日 天秤(てんびん)座
曜日名 子 し ね 15 戊寅 35 戊戌 55 戊午 195 寒露 かんろ 10月8～9日 天秤(てんびん)宮
順番 略号 英語名 日本語名 中国語名 丑 ちゅう うし 16 己卯 36 己亥 56 己未 210 霜降 そうこう 10月23～24日 蠍(さそり)座
1 Mon Monday 月曜日 星期一 寅 いん とら 17 庚辰 37 庚子 57 庚申 225 立冬 りっとう 11月7～8日 天蝎(てんかつ)宮
2 Tue Tuesday 火曜日 星期二 卯 ぼう う 18 辛巳 38 辛丑 58 辛酉 240 小雪 しょうせつ 11月12～23日 射手(いて)座
3 Wed Wednesday 水曜日 星期三 辰 しん たつ 19 壬午 39 壬寅 59 壬戌 255 大雪 たいせつ 12月7～8日 人馬(じんば)宮
4 Thu Thursday 木曜日 星期四 巳 し み 20 癸未 40 癸卯 60 癸亥 270 冬至 とうじ 12月21～22日 山羊(やぎ)座
5 Fri Friday 金曜日 星期五 午 ご うま 285 小寒 しょうかん 1月5～6日 磨羯(まかつ)宮
6 Sat Saturday 土曜日 星期六 未 び ひつじ 元号と西暦の換算 300 大寒 だいかん 1月20～21日 水瓶(みずがめ)座
7 Sun Sunday 日曜日 星期日 申 しん さる 昭和XX年 = 19XX + 25 年 315 立春 りっしゅん 2月4～5日 宝瓶(ほうべい)宮

酉 ゆう とり 平成XX年 = 19XX + 88 年 330 雨水 うすい 2月18～19日 魚(うお)座
六曜(ろくよう) 戌 じゅつ いぬ 平成XX年 = 20XX - 12 年 345 啓蟄 けいちつ 3月5～6日 双魚(そうぎょ)宮
順番 名称 主な読み方 配当 亥 がい い 令和XX年 = 20XX + 18 年
1 先勝 せんしょう 旧暦1月・7月の朔日 主な雑節(ざっせつ)
2 友引 ともびき 旧暦2月・8月の朔日 日本の祝日 黄経 名称 読み(季節等) 時期の目安
3 先負 せんぷ 旧暦3月・9月の朔日 順番 名称 現行の日付 297 土用 どよう(春前入) 立春前約18日間
4 仏滅 ぶつめつ 旧暦4月・10月の朔日 1 元日 1月1日 - 節分 せつぶん(春) 立春の前日
5 大安 たいあん 旧暦5月・11月の朔日 2 成人の日 1月の第2月曜日 - 社日(春社) しゃにち(しゅんしゃ) 春分直近の戊日
6 赤口 しゃっこう 旧暦6月・12月の朔日 3 建国記念の日 2月11日 - 彼岸 ひがん(春) 春分と前後各3日間

4 天皇誕生日 2月23日 27 土用 どよう(夏前入) 立夏前約18日間
ヒジュラ暦の月名 5 春分の日 春分日 - 八十八夜 はちじゅうはちや 5月2日頃
順番 略号 名称の例 読み方の例 6 昭和の日 4月29日 - 節分 せつぶん(夏前) 立夏の前日
第1月 Muh Muharram ムハッラム 7 憲法記念日 5月3日 80 入梅 にゅうばい 6月11日頃
第2月 Saf Safar サファル 8 みどりの日 5月4日 100 半夏生 はんげしょう 7月2日頃
第3月 Raw Rabi al-Awwal ラビー・アルアウワル 9 こどもの日 5月5日 117 土用 どよう(秋前入) 立秋前約18日間
第4月 Rak Rabi al-Thani ラビー・アッサーニー 10 海の日 7月の第3月曜日 - 節分 せつぶん(秋前) 立秋の前日
第5月 Jaw Jumada al-Awwal ジュマーダ・アルアウワル 11 山の日 8月11日 - 二百十日 にひゃくとおか 9月1日頃
第6月 Jak Jumada al-Thani ジュマーダ・アッサーニー 12 敬老の日 9月の第3月曜日 - 二百二十日 にひゃくはつか 9月11日頃
第7月 Rej Rajab ラジャブ 13 秋分の日 秋分日 - 社日(秋社) しゃにち(しゅうしゃ) 秋分直近の戊日
第8月 Syb Shaaban シャアバーン 14 スポーツの日 10月の第2月曜日 - 彼岸 ひがん(秋) 秋分と前後各3日間
第9月 Ram Ramadan ラマダーン 15 文化の日 11月3日 207 土用 どよう(冬前入) 立冬前約18日間
第10月 Syw Shawwal シャウワール 16 勤労感謝の日 11月23日 - 節分 せつぶん(冬前) 立冬の前日
第11月 Zkh Dhu al-Qadah ズー・アルカアダ - (振替休日) 日曜祝日以降で最初の平日
第12月 Zhj Dhu al-Hijjah ズー・アルヒッジャ - (国民の休日) 祝日に挟まれた平日


