
History of the Jack 
o'Lantern

   The Jack o'Lantern legend goes back hunderds of years 

in Irish history. According to the story, there was a man 

named Jack who was very stingy. He liked to play tricks 

on everyone. One day, he tricked the Devil into climbing up 

an apple tree. While the Devil was up the tree, Jack placed a cross at the bottom of the tree so the Devil 

was unable to climb down.

   Stingy Jack made the Devil promise not to take his soul when he died. When the Devil agreed, Jack 

removed the cross so the Devil could climb down the tree.

   Many years later Jack died. When he went to heaven, God told him he had been very bad and so would not 

let him come into heaven. So Jack had to go down to hell. But the Devil kept his promise and did not let 

Jack enter hell. 

  Jack became scared and had nowhere to go. He had to wander around in the darkness. He asked the Devil 

how he could leave since he had no light. So the Devil tossed him an ember from hell to help him light his 

way.

   Jack placed the ember in a hollowed out turnip. From that day onward, Stingy Jack roamed the earth 

without a resting place, lighting his was as he went with his "Jack o'Lantern."

   On All Hallow's Eve ("All Hallow's Day is now called "All Saints Day") the Irish hollowed out Turnips and 

placed a light in them to ward off evil spirits and to keep Stingy Jack away. 

There were the original Jack o'Lanterns. In the 1800's, many Irish 

immigrants came to America. They discovered that pumpkins were bigger and 

easier to carve than turnips. So they began to use pumpkins for Jack 

o'Lanterns.

   Pumpkins originate from Mexico. There is evidence of the use of pumpkins 

in that area going back as far as 6,000 B.C.  The Indians introduced the 

Pilgrims to pumpkins in the 17th century. At that time, pumpkins were cut 

into slices and dried. Sometimes it was mixed with cornmeal to make bread, or mixed with milk to make 

pudding. During the 18th century, pumpkin pie was served as a dessert.

 

   The Halloween custom comes from the Druid feast of Samhain (Druidism is an ancient Celtic religion.) 

Druid priests offered animal sacrifices to Samhain, the Lord of the Dead, who came to earth that night to 

collect the spirits of all who had died during the year. Demons and witches were let loose upon the earth to 

trick and terrify the living. There were two ways to escape the demons... fool them by dressing as one of 

them and escape their notice or pacify them with something sweet. That was the origin of "Trick or Treat" 

and the custom of wearing costumes and receiving candy. 



ジャック・オ・ランタンのおはなし

　ジャック・オ・ランタンは数百年前のアイルランドの歴
史にさかのぼります。そのお話によると、大変けちな
ジャックという男がいました。ジャックは人をだますのが
好きでした。ある日、悪魔をだましてりんごの木に登らせ
ました。そして悪魔が木の上にいる間に、木の下に十字架
を置きました。すると悪魔は下に降りてこられなくなりま
した。
　けちんぼジャックは、もし自分が死んでも魂を持って行
かないよう約束してと言いました。悪魔が約束すると、
ジャックは十字架を取り、悪魔はおりることができまし
た。数年後ジャックは死にました。彼が天国に向かうと神様は、「あなたはとても悪いこ
とをしてきましたね。ですから天国には入れませんよ」とジャックに言いました。ジャッ
クは地獄に降りてゆきました。でも悪魔はジャックとの約束を守ったため、地獄にジャッ
クを入れませんでした。
　ジャックは行くところがなくなってしまい、怖くなりました。暗闇をさまよい、悪魔に
明かりがないのでどうやったらここから出れるのかたずねました。すると悪魔はジャック
に見通しが利くように地獄からの残り火をポイッと投げました。
　ジャックは中をくりぬいた株の中に、この残り火を入れました。それから、けちんぼ
ジャックは休む場所もなく、自作の「ジャック・オ・ランタン」の明かりを頼りに地球上
をさまよい歩きました。
　オール・ハローズ・イブ（万聖祭の前夜祭）（オール・ハローズ・デーは、今ではオー
ル・セイント・デー「万聖祭」と呼ばれています）の日には、アイルランドの人たちは、
株をくりぬき、悪魔の霊を寄せ付けず、けちんぼジャックを遠ざけるため、株の中に明か
りをともしました。これがジャック・オ・ランタンの始まりでした。１８００年代には、
たくさんのアイルランド人移民がアメリカにやってきました。彼らは株より大きく、くり
ぬきやすいかぼちゃを見つけ、ジャック・オ・ランタンとしてかぼちゃを使い始めたとい
うことです。
　かぼちゃは、もともとはメキシコから来たもので、紀元前６０００年にかぼちゃが使わ

れていたということがわかっています。１７世紀にはインディ
アンが巡礼者たちにかぼちゃを紹介しました。そのとき、かぼ
ちゃはスライス上にカットされ、乾燥していたようです。これ
は、パンを作るときにとうもろこしの粉と一緒に混ぜたり、牛
乳と混ぜてプリンを作ることも出来ます。１８世紀には、かぼ
ちゃパイがデザートとして食べられていたようです。
　ハローウィーンの習慣は、サマイン祭のドルイド教の祭（ド
ルイド数は、古代ケルト人の宗教のこと）から来ています。ド
ルイド教の牧師達は、サマイン祭で、一年に死んだ人たちの全
ての魂を集めるために、その夜地球に舞い降りてくる死神の王
へささげる生贄として動物を差し出しました。悪魔と魔女は、
生きている者をだまし、怖がらせるため自由に地球に来ること

ができました。しかし、この悪魔と魔女からのがれる方法が２つありました。悪魔や魔女
のかっこうをしてだますか、何か甘いもので注意をひいたりなだめることです。これが
「トリックorトリート」(だまされるのとごちそう、どっちにする？)と色々なコスチュー
ムを着たりキャンディーをもらったりする習慣の始まりでした。


