2021 年の干支は「辛丑（かのと・うし）」。どうやら痛みを伴う衰退と、新たな息吹が互
いに増強し合う年になりそうだ。
2021 年はどんな年になるのでしょうか。
前年の 2020 年は新型コロナウィルスの影響で大変な年でしたよね。世界中でいろんな変
化のあった一年でした。なんとなく 2020 年を境に、世界中が時代の変わり目を迎えたよ
うな雰囲気があります。
では一体、2021 年はどうなるのでしょうか。
ここでは 2021 年の干支をヒントに、2021 年がどんな年になるのかを見つめたいと思いま
す。
2021 年の干支は「辛丑（かのとうし）」です。
2021 年（令和 3 年）の年賀状では牛の絵を見るはずです。なぜなら丑年（うしどし）だか
らですよね。
でも、この「丑」。正確には干支ではなく、十二支の１つです。
干支はその名の通り、「干」と「支」の組み合わせで表されます。「丑（うし）」は干支
の「支」の部分です。
では、「干」の部分は何でしょうか。
2021 年の干は「辛（かのと）」と言います。「辛（かのと）」と「丑（うし）」を合わせ
て干支（えと）になりますね。

干支は全部で六〇種類の組み合わせがあります。なので、「辛丑」という年は６０年ぶり
にやってきたのです。
2021 年の「辛丑」は金と土の組み合わせ

干支について少しくわしく見てみます。
まずは干の「辛（かのと）」についてです。
干支（えと）は、「干」と「支」に分かれるとさきほど言いました。
干には 10 種類あります。
•甲（きのえ）
•乙（きのと）
•丙（ひのえ）
•丁（ひのと）
•戊（つちのえ）

- 1 -

•己（つちのと）
•庚（かのえ）
•辛（かのと）
•壬（みずのえ）
•癸（みずのと）
これらは 5 つの性質に分けることができます。この５つの性質を五行（ごぎょう）と言い
ます。
五行は、
•木
•火
•土
•金
•水
すべてのものは「木・火・土・金・水」のどれかに属します。
これが五行という考え方です。
五行
辛（かのと）は「金の弟」とも書きます。つまり、五行の中の「金」の性質があるわけで
す。
ちなみに「弟」は陰と陽の陰であることを表します。世の中のすべてのものを「陰陽」と
「五行」を使って分類する。これが「陰陽五行」です。
辛（かのと）は「金」ということはわかりましたよね。
では、十二支の方の「丑（うし）」はどうでしょうか。
もちろん、十二支の「丑」にも五行があります。「丑」は「土」です。
干と支を合わせると、どうなりますか？
「金」と「土」の組み合わせになりますね。２０２１年は「金」と「土」の組み合わせの
年です。
「辛丑」の年は「相生」で順調？
五行は順番が決まっています。木・火・土・金・水が五行の順番です。
木が火をつくり、火が土をつくり、土が金をつくり、金が水をつくり、水が木をつくる。
このようにずっと循環していると考えられています。
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2021 年の干支は「金」と「土」の組み合わせでした。
辛丑と五行
２０２１年の干支と五行
土と金は隣同士ですよね。このような隣同士の関係を「相生（そうしょう）」と言います
。
相生とは相性がよいという意味。隣同士だから相性がいいんです。
干支の組み合わせを見ると、２０２１年はどうやら順調だと言えそうです。

「辛丑（かのとうし）」という干支の意味から２０２１年を考えてみます。
十干と十二支は、それぞれ植物の一生を表しています。
「辛」は「草木が枯れ、新しくなろうとしている状態」。
「丑」は「種から芽が出ようとする状態」。
それぞれ、このような意味があります。
•「新しくなろうとしている」
•「芽を出そうとしている」

それと同時に、草木が枯れる…終わりも感じます。
辛の金は季節は秋。植物の一生を考えれば、枯れて次の種が生まれる。この流れは直線な
のではなくて、円なんですね。
終わると同時に始まる。
だから終わりと始まりは隣同士のように思えます。これはちょうど転換期ということにな
るのではないでしょうか。
転換期だからこそ、下を向かずに上に向かって挑戦する！
上に手を伸ばして、何かをつかもうとする！
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負けてはいけない！

コロナもあって、あったからこそ、時代は変わる。そこでつらいこともあるけど、次に向
かってがんばろう！
2021 年は、そういう年なのでしょう。これが干支から考えられる 2021 年です。

干支は 60 種類あって、60 年で一周します。60 年前にも干支が「辛丑」の年があったんで
すね。
2021 年のちょうど 60 年前。それは 1961 年です。60 年前の 1961 年にはどんなことがあっ
たのか。
さっそく、1961 年の３つの出来事を見てほしいと思います。

1961 年 4 月、ソ連の宇宙飛行士ガガーリンが宇宙へ行きました。
世界初の有人宇宙飛行。「地球は青かった」という言葉は有名ですよね。
この年、競うようにアメリカも宇宙へ行っています。
「上を向いて歩こう」が大ヒット
坂本九さんのヒット曲。日本人ならほとんどの人が知っている名曲でしょう。のちに世界
でもヒットします。
日本の歌がアメリカで一位になったのは、いまだに「SUKIYAKI（英語名）」だけ。

ベルリンの壁

冷戦状態が続く中、この年の 8 月、東ドイツがベルリンの通行を封鎖。
１つは時代の変わり目を感じること。
そして、もう１つ大事な共通点がありますよ。
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それは、二つの力があることです。双璧というんですかね。二極化というんでしょうか。

ベルリンの壁は冷戦構造が原因ですよね。ガガーリンが宇宙へ行ったのも、ソ連とアメリ
カの関係があったからこそ。
仲良しの協力関係ではありません。でも冷戦がなければ、もっと宇宙へ行くのは遅かった
のかもしれません。
つまり、二つの力が競い合うと別の力が生まれるということ。上への力を生み出すヒント
のような気がします。
ソ連とアメリカの競争がガガーリンを宇宙に飛ばしたんですよね。こんなに一気に高くま
で上に行った年はないでしょう。
ここは読み替えなければいけません。ガガーリンの宇宙飛行は、人類ではじめてだった。
まさに冒険ですよね。
冒険というのは決して楽しいものではありません。怖いものだと思うんです。

私たちはどう生きていけばよいのか。最後にまとめて行きましょう。
2021 年をどう生きるべきか
2021 年はコロナウィルスはまだ消えないでしょう。私たちはそんな不安の中で生きてい
く必要があります。
いろいろと変わる時、まさに転換期で間違いありませんよね。
2021 年、辛丑の年、当たり前を地道にやると道が開ける年とまとめたいと思います。
2021 年を明るい年にしましょう。
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The zodiac sign for the year 2021 is "Kanoto-Ushi".
Apparently, it will be a year of painful decline and new life
augmenting each other.
What will the year 2021 be like?
The previous year, 2020, was a very difficult year due to the new coronavirus.
It was a year of many changes around the world. Somehow, it seems as if the year
2020 marks a turning point in the history of the world.
Here I would like to take a look at the year 2021, using the Chinese zodiac as
a clue to what kind of year it will be.
The Chinese zodiac sign for the year 2021 is "Kano-to-Ushi".
You should see a picture of a cow on New Year's cards in 2021. This is because
it is the year of the Ox.
But this "Ox" is not just a zodiac sign. To be precise, it is one of the twelve
signs of the Chinese zodiac,”10 Kan” and ”12 Shi”.
As the name implies, the Chinese zodiac is a combination of the Chinese zodiac
and the five elements. The Ox is the part of the Chinese zodiac and has and has
a corresponding element. Each element has two parts
There are a total of sixty different combinations of the Chinese zodiac. So, the
year of the "Kanoto-Ushi" has come after 60 years.
The year 2021 will be a combination of Gold and Earth.
First of all, let's look at the Chinese zodiac sign "Kano-to".
I mentioned earlier that the Chinese zodiac is divided into “10 Kan” and “12 Shi”.
There are ten types of zodiac signs in “Kan”.
Wood
Kino-e
Kino-to
Fire
Hino-e
Hino-to
Earth
Tsuchino-e
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Tsuchino-to
Gold
Kano-e
Kano-to
Water
Mizuno-e
Mizuno-to
These can be divided into five characteristics. These five qualities are called
the Five Elements.
The five elements are
-Wood
-Fire
-Earth
-Gold
-Water
Everything belongs to one of the five elements: wood, fire, earth, metal, and water.
“Kano-to” is also written as "the little brother of gold”. In other words, it has
the property of "gold" in the five elements.
By the way, "little brother" means the “Yin” of “Yin and Yang”. Everything in the
world can be categorized using “Yin and Yang” and the Five Elements.
Now we know that the Chinese zodiac sign "Kano-to" means "gold”.
Then, what about the Chinese zodiac sign "Ushi” the Ox?
Of course, there are five elements in the Chinese zodiac. The "Ox" is "Earth".
The year 2021 is a combination of "gold" and "earth".
The five elements are in a certain order. Wood, fire, earth, metal, and water are
the five elements in order.
Wood creates fire, fire creates earth, earth creates gold, gold creates water,
and water creates wood. It is believed that the cycle continues in this way.
Earth and Gold are next to each other.
This kind of relationship between two neighbors is called "Sosho".
The word "Sosho" means they are compatible with each other. Because they are next
to each other, they are compatible.
Looking at the combination of the zodiac signs, it seems that 2021 will be a good
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year.
The ten zodiac and the twelve signs of the Chinese zodiac each represent the life
of a plant.
The Chinese zodiac “Kan” and “Shi” each represent the life of a plant.
The Ox is the state of a seed that is about to sprout.
“Kano-to” means "trying to become new.
“Ushi” means “It's about to sprout”.
At the same time, this indicates the end of the season, when the trees and plants
wither.
The season for “Kano-to” is autumn.
If you think about the life of a plant, it withers and the next seed is born.
This flow is not a straight line, but a circle.
It ends and begins at the same time.
So, the end and the beginning seem to be right next to each other. This is a turning
point.
Because it's a turning point, we should not look down, but up!
Reach upward and try to grab something!
Times are changing because of Corona, COVID-19.
I guess that's what 2021 is all about. This is the year 2021 based on the Chinese
zodiac.
There are 60 different zodiac signs, and they go around in 60 years, so there was
a year 60 years ago when the zodiac sign was "Kanoto-Ushi.
What happened in 1961, 60 years ago?
In April 1961, the Soviet cosmonaut Gagarin went into space.
It was the world's first manned space flight. The phrase, "The Earth was blue,"
is well known.
In the same year, the United States also went into space.
“Ue wo muite arukou” (Let's walk facing up)" became a big hit.
A hit song by Kyu Sakamoto. Almost all Japanese people know this song. Later, it
became a hit in the world as well.
SUKIYAKI is still the only Japanese song to have reached number one in the US.
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The Berlin Wall
As the Cold War continued, East Germany blocked traffic in Berlin in August of
that year.
One can feel the change of the times.
And there's another important thing we have in common.
That is, there are two forces at work. I guess you could call them twin peaks.
I guess you could call it bipolarity.
The Berlin Wall was caused by the Cold War structure. It was because of the
relationship between the Soviet Union and the United States that Gagarin went into
space.
It is not a friendly cooperative relationship. But without the Cold War, he might
have gone to space much later.
In other words, when two forces compete with each other, another force is created.
I think this is a hint of the power to create upward mobility.
The competition between the Soviet Union and the United States sent Gagarin into
space. I don't think there has ever been a year that went up so high at once.
We have to read it differently here. Gagarin's space flight was the first by a
human being. It was truly an adventure.
Adventure is not a fun thing. It's a scary thing too.
So, how should we live in 2021?
In 2021, the coronavirus will not disappear. We will have to live in such a state
of uncertainty. It is a time of change, a time of transition, no doubt about it.
I would like to summarize 2021, the year of the Ox, as a year in which we can find
our way if we steadily do what we have to do.
Let's make 2021 a bright yea
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