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西暦 覚え書き 社会のできごと

 昭和 元年 1926  歳  

⑧初の公営鉄筋アパート、同潤

会/⑫大正天皇崩御/モボのオー

ルバック・モガの断髪/公務員初

任給75円

昭和 2年 1927  歳  

③昭和金融恐慌/④嵐寛寿郎の鞍

馬天狗シリーズ/⑤リンドバー

グ、大西洋無着陸横断飛行/⑦芥

川龍之介が自殺

 昭和 3年 1928  歳  

②初の普通選挙による総選挙/⑥

張作霖爆殺事件/「狭いながらも

楽しい我が家」/ラッパズボン/

ちゃぶ台

昭和 4年 1929  歳  

⑧独飛行船ツェッペリン伯号、

世界一周/⑩ニューヨーク株式市

場大暴落→世界恐慌/映画「大学

は出たけれど」

 昭和 5年 1930  歳  

④ロンドン海軍軍縮条約調印/⑫

紙芝居に「黄金バット」登場/工

口・グロ・ナンセンス/映画館入

場料40銭

昭和 6年 1931  歳  

①田河水泡『のらくろ二等

卒』、「少年倶楽部」連載開始/

満州事変/東北、北海道、冷害で

大凶作/「生命線」

 昭和 7年 1932  歳  

③満州国の建国/⑤5.15事件、軍

部急進派によって犬養毅首相が

射殺される/恐慌の影響で欠食児

童が増加

昭和 8年 1933  歳  

①ヒトラー・独首相に就任/②小

林多喜二・逮捕され拷問死/③国

際連盟を脱退/『東京音頭」/

ヨーヨー

 昭和 9年 1934  歳  

⑨室戸台風上陸・大阪を中心に

甚大な被害/⑪ベーブ・ルースら

米大リーグ選抜チームが来日/

『赤城の子守唄」

昭和 10年 1935  歳  

②美濃部達吉の天皇機関説が問

題化/⑧吉川英治「宮本武蔵』、

朝日新聞連載開始/⑨第一回芥川

賞・直木賞発表

和暦 年齢
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 昭和 11年 1936  歳  

②2.26事件/⑧ベルリン・オリン

ピック、田島直人、前畑秀子ら

が金メダル/渡辺はま子「忘れ

ちゃいやよ」

昭和 12年 1937  歳  

④ヘレン・ケラー女史初来日/⑦

盧溝橋事件/⑫日本軍、南京を攻

略/淡谷のり子『別れのブルー

ス」

 昭和 13年 1938  歳  

③独、オーストリア併合/④国家

総動員法公布/⑨映画『愛染かつ

ら』封切/「大陸の花嫁」(満州

移民)

昭和 14年 1939  歳  

①横綱双葉山の連勝が69でス

トップ/ノモンハン事件/⑨独

軍、ポーランドに侵攻→第2次世

界大戦勃発

 昭和 15年 1940  歳  

⑨日独伊三国同盟締結/⑩大政翼

賛会の結成/「ぜいたくは敵だ」

の立看板/「八紘一宇」/「蘇州

夜曲」

昭和 16年 1941  歳  

④日ソ中立条約調印/⑩ゾルゲ事

件/⑫真珠湾攻撃→太平洋戦争/

防空ずきん、もんぺ、ゲートル/

「子宝報国」

 昭和 17年 1942  歳  

②味噌・醤油の配給制、衣料の

点数切符制実施/⑥ミッドウェー

海戦、日本軍大敗/「欲しがりま

せん勝つまでは」

昭和 18年 1943  歳  

②日本軍、ガダルカナル島から

の撤退開始/③黒沢明、『姿三四

郎』封切/④連合艦隊司令長官の

山本五十六、戦死

 昭和 19年 1944  歳  

⑥マリアナ沖海戦、⑦サイパン

島、⑩レイテ沖海戦で、日本軍

惨敗/⑧学童集団疎開が始まる/

⑧学徒勤労令公布

昭和 20年 1945  歳  

③東京大空襲/④沖縄戦始まる/

⑧広島、長崎に原爆投下、玉音

放送/白米(2等10kg)、3円57銭/

「ピカドン」
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 昭和 21年 1946  歳  

①人間宣言/⑤東京裁判開廷/⑪

日本国憲法公布/⑫南海地震、死

者1400人超/並木路子『リンゴの

歌』

昭和 22年 1947  歳  

③教育基本法・学校教育法公布

で男女共学/④第1回参院選/⑩山

口良忠判事、配給生活を守り栄

養失調で死亡

 昭和 23年 1948  歳  

①帝銀事件/⑥太宰治、入水自殺

/⑥福井大地震/⑫東条英機、広

田弘毅ら絞首刑/笠置シヅ子『東

京ブギウギ」

昭和 24年 1949  歳  

①法隆寺金堂壁画12面焼失/⑦下

山事件/⑪湯川秀樹、ノーベル物

理学賞受賞/『青い山脈」/カ

レーライス80円

 昭和 25年 1950  歳  

④第1回ミス日本に山本富士子/

⑥朝鮮戦争勃発/⑦金閣寺全焼/

⑧警察予備隊令公布/レッドパー

ジ/特需景気

昭和 26年 1951  歳  

⑨日米安全保障条約調印/⑨黒沢

明「羅生門」、ベネチア映画祭

グランプリ/⑩日本初のプロレス

試合(力道山対ブランズ)

 昭和 27年 1952  歳  

④日航機もく星号・墜落/⑤白井

義男、日本人初のボクシング世

界フライ級チャンプに/⑦ヘルシ

ンキ・オリンピック

昭和 28年 1953  歳  

⑦伊東絹子、ミス・ユニバース3

位に/⑦朝鮮戦争休戦/⑫奄美群

島、日本に返還/街頭テレビが大

人気/八頭身

 昭和 29年 1954  歳  

②マリリン・モンロー来日/③第

5福竜丸、ビキニ環礁の米水爆実

験で被爆/⑥自衛隊発足/⑨「洞

爺丸」座礁転覆

昭和 30年 1955  歳  

⑤国鉄宇高連絡船「紫雲丸」沈

没/神武景気始まる/石原慎太郎

『太陽の季節」/TV『私の秘

密」/電気釜発売
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 昭和 31年 1956  歳  

⑩日ソ共同宣言/⑫日本、国連加

盟達成/「もはや戦後ではない」

/石原裕次郎/太陽族/「一億総白

痴化」

昭和 32年 1957  歳  

①南極観測隊・昭和基地設営/⑩

ソ連、人工衛星スプートニク1号

打ち上げ/フランク永井「有楽町

で逢いましょう」

 昭和 33年 1958  歳  

⑪皇太子明仁と正田美智子さん

が婚約/⑫東京タワーが完成/松

本清張『点と線』/TV『月光仮

面』/団地族

昭和 34年 1959  歳  

④皇太子の結婚パレード/⑦児島

明子、ミス・ユニバースに/⑨ソ

連の宇宙ロケット、月面に到着/

⑨伊勢湾台風

 昭和 35年 1960  歳  

安保改定反対で空前のデモ、⑥

東大生の樺美智子さんが死亡/⑩

浅沼社会党委員長刺殺/所得倍増

計画/ダッコちゃん人形

昭和 36年 1961  歳  

④ソ連、地球一周有人飛行、ガ

ガーリン「地球は青かった」/坂

本九『上を向いて歩こう」/植木

等『スーダラ節」

 昭和 37年 1962  歳  

⑧マリリン＝モンロー自殺/⑩

キューバ危機/無責任時代/中尾

ミエ『可愛いベイビー」/TV

「てなもんや三度笠」

昭和 38年 1963  歳  

⑪ケネディ米大統領暗殺される/

⑫力道山刺殺される/ボウリング

人気/梓みちよ「こんにちは赤

ちゃん」

 昭和 39年 1964  歳  

⑩東海道新幹線開業、東京一新

大阪間4時間/⑩東京オリンピッ

ク/TV『ひょっこりひょうたん

島」/切手ブーム

昭和 40年 1965  歳  

②米、北爆開始/⑩朝永振一郎に

ノーベル物理学賞/⑫シンザン5

冠馬に/公害/TV「11PM」/

「シェー」
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 昭和 41年 1966  歳  

「黒い霧」事件等、政治がらみ

の問題相次ぐ/中国で文化大革命

始まる/TV「おはなはん」/ガソ

リン(1L)50円

昭和 42年 1967  歳  

⑥第3次中東戦争/⑩ツィッギー

来日/⑫佐藤栄作首相、非核三原

則を言明/CM「イエイコニ」(レ

ナウン)

 昭和 43年 1968  歳  

④プラハの春/⑩川端康成にノー

ベル文学賞/⑫3億円事件/大学紛

争が激化/GNP、世界2位に/TV

「巨人の星」

昭和 44年 1969  歳  

①東大の安田講堂が陥落/⑦米ア

ポロ斜号、月面着陸/⑩全米でベ

トナム反戦デモ/皆川おさむ「黒

猫のタンゴ」

 昭和 45年 1970  歳  

③大阪で万国博覧会開幕/③よど

号事件/⑥安保条約自動延長/⑪

三島由紀夫ら割腹自殺/CM

「ディスカバー・ジャパン」

昭和 46年 1971  歳  

ニクソンショック/⑤大久保清逮

捕/⑦環境庁発足/⑦自衛ジェッ

ト機と全日空機・雫石上空で衝

突/ラジオの深夜放送が人気

 昭和 47年 1972  歳  

②横井庄一元軍曹、帰国/②浅間

山荘事件/⑤沖縄返還/⑥「日本

列島改造論」/⑨日中国交回復/

⑩カンカン、ランラン

昭和 48年 1973  歳  

②円、変動相場制へ移行/⑧金大

中事件/⑩第4次中東戦争で石油

ショックが発生→⑪買いだめ客

殺到

 昭和 49年 1974  歳  

③小野田寛郎元陸軍少尉、帰国/

⑧ニクソン、ウォーターゲート

事件で辞任/⑩長嶋茂雄、現役を

引退/ユリ＝ゲラー

昭和 50年 1975  歳  

④ベトナム戦争終結/⑧日本赤軍

のクアラルンプール事件で超法

規的措置/紅茶キノコ/「アンタ

あの娘のなんなのさ」
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 昭和 51年 1976  歳  

⑦モントリオール・オリンピッ

ク/⑦ロッキード事件で田中角栄

前首相を逮捕/キャンディーズ

「春一番」

昭和 52年 1977  歳  

200カイリ時代へ/⑨王貞治、756

本の本塁打で世界記録/ピンクレ

ディーが大人気/カラオケ/平均

寿命世界一に

 昭和 53年 1978  歳  

⑤成田空港開港式/⑪江川卓のプ

ロ入り巡り、球界大混乱/映画

「幸福の黄色いハンカチ」/竹の

子族/ディスコ

昭和 54年 1979  歳  

①国公立大学で、初の共通一次

試験/①第2次石油ショック/イン

ベーダーゲー厶/「口裂け女」/

「ドラえもん」

 昭和 55年 1980  歳  

自動車生産台数が世界一位に/③

山口百恵が婚約発表/⑨イラン・

イラク戦争始まる/⑫ジョン=レ

ノン、射殺される

昭和 56年 1981  歳  

③中国残留日本人孤児、初の正

式来日/③神戸博「ポートピア'

81」/⑦チャールズ英皇太子とダ

イアナが結婚式

 昭和 57年 1982  歳  

フォ一クランド紛争勃発/⑥米ソ

戦略兵器削滅交渉(START)開始

/⑩落合博満、三冠王獲得/あみ

ん「待つわ」

昭和 58年 1983  歳  

⑤日本海中部地震/⑥戸塚ヨット

スクール校長逮捕/⑩ロッキード

裁判で田中角栄元首相に実刑判

決/TV「おしん」

 昭和 59年 1984  歳  

三浦和義「ロス疑惑」騒動/①

レーガン、「強いアメリカ」強

調/グリコ・森永事件(「かい人

21面相」)

昭和 60年 1985  歳  

③つくば市で科学万博/⑥豊田商

事会長刺殺/⑧日航ジャンボ機墜

落/⑩阪神タイガースが21年ぶり

に優勝、日本一に。
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 昭和 61年 1986  歳  

①米スペースシャトル・チャレ

ンジャー事故/④チェルノブイリ

原子力発電所で大事故⑨社会党

委員長に土井たか子

昭和 62年 1987  歳  

④国鉄分割民営化/⑫ゴルバチョ

フ、レーガン、IMF(中距離核戦

力)全廃条約に調印/地上げ屋/映

画「マルサの女」

 昭和 63年 1988  歳  

②アグネス論争/③青函トンネル

開業/④瀬戸大橋開通/リクルー

ト事件で政財界大揺れ/⑨天皇吐

血/オバタリアン

 平成 元年 1989  歳  

①天皇崩御/④消費税(3%)⑤天

安門事件発生/⑥美空ひばり死去

/⑧宮崎勤逮捕/⑫チャウシェス

ク独裁政権崩壊

 平成 2年 1990  歳  

①第1回センター試験実施/⑦高

校生が門扉に挟まれ圧死⑧イラ

ク軍、クウェート制圧/⑪雲仙普

賢岳嘖火/バブル崩壊

 平成 3年 1991  歳  

①湾岸戦争/⑤信楽高原鉄道列車

衝突事故/⑤千代の富士引退/雲

仙普賢岳で大火砕流/宮沢りえ写

真集「SantaFe」

 平成 4年 1992  歳  

東京佐川急便事件/⑨国公立小中

高校等、第二土曜日休校に/⑩

「Freeze」、日本人留学生射殺

事件/冬彦さん

 平成 5年 1993  歳  

⑥徳仁皇太子と小和田雅子さ

ん、結婚の儀/⑦北海道南西沖地

震/⑧細川護煕、非自民6党連立

内閣が発足

 平成 6年 1994  歳  

⑥村山富市政権発足/⑥松本サリ

ン事件/⑨関西国際空港開港/⑩

大江健三郎氏にノーベル文学賞/

就職氷河期

 平成 7年 1995  歳  

①阪神・淡路大震災発生/②野茂

英雄、大リーガーに/③サリン事

件発生、オウム真理教施設を強

制捜査
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 平成 8年 1996  歳  

②北海道古平町豊浜トンネルの

岩盤崩落/②薬害エイズ問題で、

菅直人厚相が謝罪/⑫ペルー日本

大使公邸占拠事件

 平成 9年 1997  歳  

④消費税5%に/(5神戸連続児童

殺傷事件(酒鬼薔薇聖斗)/⑧ダイ

アナ元英皇太子妃、交通事故死/

たまごっち

 平成 10年 1998  歳  

クリントン米大統領の女性スキ

ヤンダル/④明石海峡大橋開通/

⑦和歌山カレー事件/⑧北朝鮮

「テポドン1号」発射

 平成 11年 1999  歳  

①EUで単一通貨「ユーロ」導入

/⑤「瀬戸内しまなみ海道」開通

/⑨茨城県東海村で日本初の臨界

事故が発生

 平成 12年 2000  歳  

④小渕首相、脳梗塞→⑤死去/⑥

初の南北朝鮮元首直接会談/⑨シ

ドニーオリンピック高橋尚子金

メダル/⑪旧石器発掘ねつ造発覚

 平成 13年 2001  歳  

⑥大阪教育大附属池田小児童殺

傷事件/⑨米同時多発テロ発生/

⑫雅子皇太子妃女児出産/映画

「千と千尋の神隠し」

 平成 14年 2002  歳  

⑥FIFAワールドカップ日韓共催

/⑩北朝鮮拉致被害者5人帰国/⑩

巨人・松井秀喜がNYヤンキース

に/タマちゃん

 平成 15年 2003  歳  

①イラク戦争→サダム・フセイ

ン拘束/⑨阪神タイガース18年ぶ

りリーグ優勝/⑫米で狂牛病/中

島みゆき『地上の星』

 平成 16年 2004  歳  

①鳥インフルエンザ発生/③長嶋

茂雄、脳梗塞/⑤拉致被害者の家

族5人帰国/⑩新潟県中越地震

/TV「冬のソナタ」

 平成 17年 2005  歳  

②中部国際空港開港/③愛知万博

「愛・地球博」開幕/④JR福知山

線脱線事故/⑪耐震強度偽装発覚

/「萌え～』
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 平成 18年 2006  歳  

①ライブドア元社畏堀江貴文逮

捕/②神戸空港開港/②トリノ五

輪で荒川静番金メダル/⑨秋篠宮

文仁親王に男児誕生

 平成 19年 2007  歳  

①TV「あるある大事典」捏造発

覚/④長崎市長銃撃事件/⑤松岡

農水相自殺/⑨安倍首相、突然の

辞任表明

 平成 20年 2008  歳

①中国産冷凍餃子中毒/⑦中国四

川省大地震死者7万人⑧北京オリ

ンピック/⑨リーマンショック

 平成 21年 2009  歳

年越し派遣村/①米史上初の黒人

大統領オバマ氏就任/⑥マイケル

＝ジャクソン死去/⑧衆院選民主

党圧勝で政権交代

 平成 22年 2010  歳

①JAL経営破綻/⑥サッカー日本

代表ワールドカップで16強/角界

野球賭博問題/⑧宇多田ヒカル活

動休止を発表

 平成 23年 2011  歳

③東日本大震災、福島第一原発

事故、計画停電/⑦なでしこジャ

パン優勝/⑦地デジ移行/TTP交

渉問題

 平成 24年 2012  歳

⑤東京スカイツリー開業/大津市

中2いじめ自殺問題/尖閣諸島を

めぐり日中関係緊迫/⑩山中教授

IPS細胞でノーベル賞

 平成 25年 2013  歳

鳥インフルエンザ流行/④ボスト

ンマラソンで爆発物テロ/④富士

山が世界遺産に/「じぇじぇ

じぇ」/半沢直樹「倍返し」

 平成 26年 2014  歳

③笑っていいとも最終回/④消費

税8％へ/小保方氏STAP細胞騒

動/アナ雪大ヒット「ありのまま

で」/⑨御嶽山噴火54人死亡

 平成 27年 2015  歳

③北陸新幹線開通/安保法制問題

でデモ多発/爆買い/マイナン

バー制度開始/ラグビー日本代表

大躍進/シャープ・東芝経営危機
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 平成 28年 2016  歳

④熊本地震/⑤伊勢志摩サミット

/⑪米大統領選トランプ氏勝利

/SMAP解散騒動/電通女性社員

自殺、過労死が問題に

 平成 29年 2017  歳

④フィギュア浅田真央引退/⑥藤

井聡太四段公式連勝記録29勝/森

友・加計学園問題/北朝鮮ミサイ

ル乱発/「忖度」

 平成 30年 2018  歳

 平成 31年 2019  歳


