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近年、相続に関心が高まっており、

「事前に何をしておくべきか」
というご相談をいただくことが多くなりました。

この結論に道筋をつけるためには、

「自分が何を持っているのか」を
正確に把握しておく必要があります。

その第一歩が、

「財産の棚
たなおろ
卸し」

です。

家、建物

株式などの
有価証券類

不動産、土地

自動車
預貯金

株 券

00000
00000

わた史をご活用ください

ご相談の多くは次の内容です。

① 円満な分割をしたい
② 相続税を節税したい
③ 納税に困らないようにしたい
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財産の棚卸しを進めながら、

「誰に何を残すべきか」
「ここをこうしたら節税ができる」
「納税資金はこうしよう」

と検討を重ねていきましょう。

そうして導き出した結論に沿って、
「公正証書遺言」を作成すれば、
生前にしておくべき遺産相続は

おおむね完成されたといえるでしょう。

まずは次ページからの項目に沿って記入していくことにより
スムーズな相続のための情報を確認していきましょう。
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誰の相続を想定しているのかを基準にその人から見て親・兄弟・子供・孫を記載してください。また
家系図のうち相続を想定している人に○をつけてください。

家系図を描いてみましょう

記入例

中島家

愛

恵子 久美子

和子
S8

信一
S10

父
他界

母
他界

誠
S33

大輔
S58

翔大
H20

裕子
S60

健太
S63

麻美
H3

隆
S35

幸子
S39

清
S8

本人
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家系図を描いてみましょう（場合によっては、横書きでもかまいません）
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① 土地・建物
 ワンポイントアドバイス

◉.居住用の土地には相続税の計算の「特例※」があります。
◉.アパート・駐車場・事業用で使っている土地にも「特例※」があります。
. 大きな節税効果が期待できますので、それぞれ適用要件を満たすかどうか、利用状況を確認しましょう。
◉.道路付けや隣地との境界がハッキリしないなど、土地そのものに改善すべきことがある場合には、これ.
. を機会に確認・改善するとよいでしょう。

. ※特例により、評価額1億円の土地を2,000万円の評価にできるケースがあります。

財産の棚
た な お ろ

卸し

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

280㎡　１/４

480㎡　所有割合　１/４

父から相続した土地を
兄弟4人で共有

父から相続したビルの
3階に居住している。

中島.清・和子・幸子

中島.清・和子・幸子

東京都渋谷区神宮前３丁目８番１号

東京都渋谷区神宮前３丁目８番１号

記入例

記入例



7

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　

利用状況種　類 :　 土地 ／ 家屋　　所有 ／ 借地 ／ 貸地　

住　所 :　

面　積 :　

利用者 :　
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証 券証 券

② 取引先の銀行・証券会社

 ワンポイントアドバイス
◉.主要な口座のほか、あまり利用しない口座を複数お持ちの方が多いです。
. どこにどんな口座があるのか確認しておきましょう。
◉.お手元にお孫さん名義の預金通帳はありませんか？
. 贈与したお金の預金通帳は差し上げた人に渡しておきましょう。
. そうしないと贈与したことにならないからです。

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

銀行名／証券会社名：

口座番号：

名義人：

口座種類：

支店名：

はと銀行

表参道支店

普通

１２３４５６７

中島.清

記入例
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③ 自社株

 ワンポイントアドバイス
◉.自社株は価値ある相続財産であるにもかかわらず、
. 自社の株価を知っている経営者は意外と少ないものです。
. 後継者に株を譲るタイミングを計るためにも、早期に株価を算定することをお勧めします。
◉.ここには会社の基礎情報を記載して、株価算定に備えておきましょう。

会社名：

持ち株数：

発行済株式総数：

業　種：

年　商：

従業員数：

総資産額：

純資産合計：

株主構成

会社名：

持ち株数：

発行済株式総数：

業　種：

年　商：

従業員数：

総資産額：

純資産合計：

株主構成

５億円
３億円

会社名：

持ち株数：

発行済株式総数：

業　種：

年　商：

従業員数：

総資産額：

純資産合計：

株主構成中島産業株式会社
1,000 株 　中島.清　250株

　中島和子　100株
　中島.誠　200株
　中島.隆　100株
　中島幸子　50株
　田中やよい　200株
　その他　100株

250株
健康食品の小売業
７億円
50人

記入例
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④ 保険

 ワンポイントアドバイス
◉.支払われた生命保険に対して、一定額は相続税が非課税となる決まりがあります。
. この非課税の決まりを利用することで、100万円以上の節税につながることもあります。
. 非課税の枠を十分に活用しているかどうか確認してみましょう。
◉.保険を利用して納税資金を貯めたり、相続財産を補完する手段として利用したり、効果的に使う方法.
. を検討してみるのもよいでしょう。

保険会社：

被保険者：

保険種類：

保険金額・特約など：

保険期間：

保険料の負担者（契約者）： 保険会社の連絡先：

保険金受取人：

保険会社：

被保険者：

保険種類：

保険金額・特約など：

保険期間：

保険料の負担者（契約者）： 保険会社の連絡先：

保険金受取人：

保険会社：

被保険者：

保険種類：

保険金額・特約など：

保険期間：

保険料の負担者（契約者）： 保険会社の連絡先：

保険金受取人：

保険会社：

被保険者：

保険種類：

保険金額・特約など：

保険期間：

保険料の負担者（契約者）： 保険会社の連絡先：

保険金受取人：

記入例

生命保険

中島.和子

2,000万円

終身

中島.清

中島.清 0120-123-XXX

大日生命
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⑤ 貸付金・未収金

 ワンポイントアドバイス
◉.ここに記載するのは、「自社への貸付、未収金」、「親族への資金援助」、
. その他の貸付金です。忘れがちな財産なのでしっかり記録しましょう。

貸付先：

返済条件：

金　額：

資金使途など

貸付先：

返済条件：

金　額：

資金使途など

貸付先：

返済条件：

金　額：

資金使途など

貸付先：

返済条件：

金　額：

資金使途など

貸付先：

返済条件：

金　額：

資金使途など中島.幸子
10年前にマンションの購入資金を貸した。
出世払いという約束になっている。
契約書はない。

2,000万円

なし

記入例
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⑥ その他財産

 ワンポイントアドバイス
◉.ここまでに記載しなかった財産
. たとえば、自家用車や別荘、リゾート会員権、ゴルフ会員権、貴金属などを記載してください。

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO

財産の種類・名称：

購入年月日：

購入価格：

所在地：

MEMO自動車.ワゴン車
平成25年12月
300万円

自宅

記入例
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⑦ 債務

 ワンポイントアドバイス
◉.金融機関からの借入のほか、個人からの借入など
. すべての借入を記載してください。
. 債務保証している場合はそれも記載しておきましょう。

借入先／債務保証先：

返済条件：

残債務額：

資金使途など

借入先／債務保証先：

返済条件：

残債務額：

資金使途など

借入先／債務保証先：

返済条件：

残債務額：

資金使途など

借入先／債務保証先：

返済条件：

残債務額：

資金使途など

借入先／債務保証先：

返済条件：

残債務額：

資金使途など

青山銀行

6,000万円
残期間15 年.元利均等返済.
利率2.7％

姉の自宅改装費の借入の際に
保証人になった。

記入例
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誰に、何を残しますか
これまでの財産や債務の情報をふまえて、誰に何を残すのかを書き出してみましょう。
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渡辺資産税税理士事務所で相続対策をお引き受けする場合、
「財産の棚卸し」にご記入いただいたことをもとに、
財産と債務の一覧表を作成します。

その一覧に節税・納税・分割について
検討すべき様々なケースを追加し、
効果を確認しながら対策を進めていきます。
そして最後に誰に何を残すのかを決め、
ご希望に沿えば遺言書を作成して相続対策は終了します。

相続対策には10.年以上かかるものから
数週間で終了するものまで様々ですが、
渡辺資産税税理士事務所ではいずれの場合も
基本的にこのような流れで
相続対策を提案させていただいております。

相続対策をするべきかどうか、どう分割すればいいか等、
相続にまつわるご質問やご相談がございましたら、
巻末の事務所ご紹介にあるメールアドレス、
または電話番号までお気軽にご連絡ください。

皆様のお役に立つことができれば幸いです。

渡辺資産税税理士事務所の相続対策
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もしも、の時に知らせたい大切な人
あなたのすべての交友関係をご家族はご存知でしょうか？
趣味のお付き合いや過去のお付き合いなど、家族が知らないお付き合いが
あると思います。

そういう方々が「もしも」の時の知らせを受けたいと思っていたら・・・。

また、当然知っていると思われる親戚の情報も記載しておくと、「もしも」
の時に便利です。

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

親戚や友人
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MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：
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MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：
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MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：

MEMO

名前：

住所：

電話番号：
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時事ニュース（あの日、あのとき）
あなたが生まれた年に 0歳と記入して現在までの年齢を記入してみてください。何歳の時にどんなこ
とが起こったか、時事ニュースを読みながらご自身のことを思い浮かべてみてください。

年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1912年
（明治 45年）
（大正元年）

（　　　）.
歳

•.日本最初の南極探検隊が南極に到着
•.夕張炭鉱で爆発事故（死者 276人）
•.日本で最初のタクシー会社設立
•.明治天皇崩御、元号が大正に改元される

•.イギリスの蒸気客船タイタニック号が沈没（死者
1,513 人）
•.ストックホルムオリンピック開催、日本はオリンピッ
クに初参加

•.流行歌：春の小川（♪春の小川はさらさら行くよ～）
（文部省唱歌）
•.流行歌：茶摘（♪夏も近づく八十八夜～）（文部省唱歌）

1913年
（大正 2年）

（　　　）.
歳

•.服部時計店（現.セイコー）が国産第 1号の腕時計を発売
•.森永ミルクキャラメル発売（1粒：5厘）
•.日本の人口が 2,500 万人を突破

•.チベットが独立を宣言
•.中華民国で南軍の広東独立に失敗し、孫文らが亡命

•.帝劇芸術座で、『サロメ』が初演、主演は松井須磨子
•.流行歌：鯉のぼり（♪甍（いらか）の波と　雲の波～）
（文部省唱歌）

1914年
（大正 3年）

（　　　）.
歳

•.桜島が噴火、大隅半島と陸続きになる（大正大噴火）
•.東京駅開業、東京－高島町（現.横浜）間で電車運転が開始

•.オーストリアがセルビアに宣戦布告、第一次世界大
戦が始まる
•.パナマ運河が開通

•.宝塚少女歌劇（現在の宝塚歌劇団）第 1回公演
•.東京上野竹の台の陳列館で第 1回二科展を開催
•.流行歌：故郷（♪兎追いしかの山～）

1915年
（大正 4年）

（　　　）.
歳

•.早川兄弟商会金属文具製作所（現.シャープ）創業、翌年「シャープペ
ンシル」発売
•.第 1回全国中等学校優勝野球大会.（後の全国高等学校野球選手権大会）
が大阪府の豊中球場で開幕

•.イタリアで大地震で死者 2万 9,000 人余
•.ニューヨーク－サンフランシスコ間に初めての大陸
横断電話が開通

•.カール・レムリがロサンゼルスに巨大スタジオを建
設し、「ユニバーサル・スタジオ」と命名、映画の都
ハリウッドが誕生した

1916年
（大正 5年）

（　　　）.
歳

•.小説家、評論家の夏目漱石死去（享年 49歳）
•.大隈内閣辞職
•.東京菓子（現.明治製菓）創業

•.全米プロゴルフ協会創立
•.第 6回オリンピック大会中止（第一次世界大戦中の
ため）

•.雑誌「婦人公論」が創刊
•.森鴎外が小説「高瀬舟」を発表

1917年
（大正 6年）

（　　　）.
歳

•.京都－東京間を 3日間で走る「東海道五十三次駅伝徒歩競走」が開催
•.東京湾で「大正六年の大津波」と呼ばれる高潮水害が発生
•.東京両国の国技館が焼失

•.アメリカがデンマークからヴァージン諸島を 2,500
万ドルで購入
•.ロシア革命で史上初の社会主義国家樹立

•.警視庁が活動写真取締規則を発令し、客席を男女別
にした.

1918 年
（大正 7年）

（　　　）.
歳

•.米騒動勃発、政府は鎮圧のため延べ 10万人の軍隊を出動
•.赤バイ登場　警視庁が交通専務巡査を配置

•.スペイン風邪大流行、感染者6億人、死者4～5,000万人.
（日本では死者40万人）
•.ユーゴスラビア、チェコスロバキアが独立を宣言.

•.雑誌「赤い鳥」が創刊
•.流行歌：宵待草（♪待てどくらせど来ぬひとを～）

1919年
（大正 8年）

（　　　）.
歳

•.日本で衆議院議員選挙法改正（3円以上の納税者に選挙権）
•.山手線「のノ字」運転開始
•.コカ・コーラ輸入販売開始（明治屋）

•.ムッソリーニ、ミラノの集会でファシズムの運動を
開始
•.ヴェルサイユ条約締結、第一次世界大戦が終結
•.アメリカで禁酒法が発効

•.キネマ旬報が創刊
•.帝国美術院第 1回美術展覧会（帝展）が開催
•.流行歌：靴が鳴る（♪お手（てて）つないで野道を
行けば～）

1920年
（大正 9年）

（　　　）.
歳

•.第 1回東京－箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）開催（出場 4校）
•.婦人協会、婦人参政権を要求
•.夕張炭鉱で爆発事故（死者 209人）

•.国際連盟が発足
•.エジプトが独立を宣言

•.蒲田撮影所開設
•.東京新宿に武蔵野館が開館

1921年
（大正 10年）

（　　　）.
歳

•.日本でメートル法公布
•.原敬首相が東京駅で暗殺される（原敬暗殺事件）
•.大日本蹴球協会（現.日本サッカー協会）創立

•.アドルフ・ヒトラーがナチスの党首に選出
•.アインシュタイン、ノーベル物理学賞受賞（光電効
果の法則等）

•.東京お茶の水の東京教育博物館が東京博物館（現国
立科学博物館）に改名、上野に移転

1922年
（大正 11年）

（　　　）.
歳

•.アインシュタイン来日、東京、京都、大阪、仙台で講演
•.帝国ホテルが全焼
•.グリコ（おまけ入り文化栄養菓子牡蠣エキス配合）が、「ひとつぶ 300
メートル」という宣伝と共にヒット

•.ソビエト連邦成立
•.イギリスがエジプトの独立を承認

•.流行歌：しゃぼん玉（♪しゃぼん玉とんだ、屋根ま
でとんだ～）
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1912年
（明治 45年）
（大正元年）

（　　　）.
歳

•.日本最初の南極探検隊が南極に到着
•.夕張炭鉱で爆発事故（死者 276人）
•.日本で最初のタクシー会社設立
•.明治天皇崩御、元号が大正に改元される

•.イギリスの蒸気客船タイタニック号が沈没（死者
1,513 人）
•.ストックホルムオリンピック開催、日本はオリンピッ
クに初参加

•.流行歌：春の小川（♪春の小川はさらさら行くよ～）
（文部省唱歌）
•.流行歌：茶摘（♪夏も近づく八十八夜～）（文部省唱歌）

1913年
（大正 2年）

（　　　）.
歳

•.服部時計店（現.セイコー）が国産第 1号の腕時計を発売
•.森永ミルクキャラメル発売（1粒：5厘）
•.日本の人口が 2,500 万人を突破

•.チベットが独立を宣言
•.中華民国で南軍の広東独立に失敗し、孫文らが亡命

•.帝劇芸術座で、『サロメ』が初演、主演は松井須磨子
•.流行歌：鯉のぼり（♪甍（いらか）の波と　雲の波～）
（文部省唱歌）

1914年
（大正 3年）

（　　　）.
歳

•.桜島が噴火、大隅半島と陸続きになる（大正大噴火）
•.東京駅開業、東京－高島町（現.横浜）間で電車運転が開始

•.オーストリアがセルビアに宣戦布告、第一次世界大
戦が始まる
•.パナマ運河が開通

•.宝塚少女歌劇（現在の宝塚歌劇団）第 1回公演
•.東京上野竹の台の陳列館で第 1回二科展を開催
•.流行歌：故郷（♪兎追いしかの山～）

1915年
（大正 4年）

（　　　）.
歳

•.早川兄弟商会金属文具製作所（現.シャープ）創業、翌年「シャープペ
ンシル」発売
•.第 1回全国中等学校優勝野球大会.（後の全国高等学校野球選手権大会）
が大阪府の豊中球場で開幕

•.イタリアで大地震で死者 2万 9,000 人余
•.ニューヨーク－サンフランシスコ間に初めての大陸
横断電話が開通

•.カール・レムリがロサンゼルスに巨大スタジオを建
設し、「ユニバーサル・スタジオ」と命名、映画の都
ハリウッドが誕生した

1916年
（大正 5年）

（　　　）.
歳

•.小説家、評論家の夏目漱石死去（享年 49歳）
•.大隈内閣辞職
•.東京菓子（現.明治製菓）創業

•.全米プロゴルフ協会創立
•.第 6回オリンピック大会中止（第一次世界大戦中の
ため）

•.雑誌「婦人公論」が創刊
•.森鴎外が小説「高瀬舟」を発表

1917年
（大正 6年）

（　　　）.
歳

•.京都－東京間を 3日間で走る「東海道五十三次駅伝徒歩競走」が開催
•.東京湾で「大正六年の大津波」と呼ばれる高潮水害が発生
•.東京両国の国技館が焼失

•.アメリカがデンマークからヴァージン諸島を 2,500
万ドルで購入
•.ロシア革命で史上初の社会主義国家樹立

•.警視庁が活動写真取締規則を発令し、客席を男女別
にした.

1918 年
（大正 7年）

（　　　）.
歳

•.米騒動勃発、政府は鎮圧のため延べ 10万人の軍隊を出動
•.赤バイ登場　警視庁が交通専務巡査を配置

•.スペイン風邪大流行、感染者6億人、死者4～5,000万人.
（日本では死者40万人）
•.ユーゴスラビア、チェコスロバキアが独立を宣言.

•.雑誌「赤い鳥」が創刊
•.流行歌：宵待草（♪待てどくらせど来ぬひとを～）

1919年
（大正 8年）

（　　　）.
歳

•.日本で衆議院議員選挙法改正（3円以上の納税者に選挙権）
•.山手線「のノ字」運転開始
•.コカ・コーラ輸入販売開始（明治屋）

•.ムッソリーニ、ミラノの集会でファシズムの運動を
開始
•.ヴェルサイユ条約締結、第一次世界大戦が終結
•.アメリカで禁酒法が発効

•.キネマ旬報が創刊
•.帝国美術院第 1回美術展覧会（帝展）が開催
•.流行歌：靴が鳴る（♪お手（てて）つないで野道を
行けば～）

1920年
（大正 9年）

（　　　）.
歳

•.第 1回東京－箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）開催（出場 4校）
•.婦人協会、婦人参政権を要求
•.夕張炭鉱で爆発事故（死者 209人）

•.国際連盟が発足
•.エジプトが独立を宣言

•.蒲田撮影所開設
•.東京新宿に武蔵野館が開館

1921年
（大正 10年）

（　　　）.
歳

•.日本でメートル法公布
•.原敬首相が東京駅で暗殺される（原敬暗殺事件）
•.大日本蹴球協会（現.日本サッカー協会）創立

•.アドルフ・ヒトラーがナチスの党首に選出
•.アインシュタイン、ノーベル物理学賞受賞（光電効
果の法則等）

•.東京お茶の水の東京教育博物館が東京博物館（現国
立科学博物館）に改名、上野に移転

1922年
（大正 11年）

（　　　）.
歳

•.アインシュタイン来日、東京、京都、大阪、仙台で講演
•.帝国ホテルが全焼
•.グリコ（おまけ入り文化栄養菓子牡蠣エキス配合）が、「ひとつぶ 300
メートル」という宣伝と共にヒット

•.ソビエト連邦成立
•.イギリスがエジプトの独立を承認

•.流行歌：しゃぼん玉（♪しゃぼん玉とんだ、屋根ま
でとんだ～）
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1923年
（大正 12年）

（　　　）.
歳

•.関東大震災発生（死者・行方不明者 14万 2,800 人）
•.東京の魚河岸が日本橋から築地の海軍兵学校跡地に移転
•.東京丸の内に丸ビル完成（地上 8階 31ｍ地下 1階の日本一のビル）

•.第 1回ルマン 24時間レース開催
•.シチリア島のエトナ山が大爆発
•.ローザンヌ条約が締結され、トルコ共和国が誕生

•.文芸春秋が創刊
•.流行歌：背くらべ（♪柱のきずはおととしの～）
•.流行歌：肩たたき（♪母さんお肩をたたきましょう～）

1924年
（大正 13年）

（　　　）.
歳

•.寿屋（現.サントリー）、京都山崎に日本初のウィスキー工場を竣工
•.阪神甲子園球場が完成、甲子（ね年）にちなんで名づけられた
•.東京大森に「コロンバン」がオープン、本格的な西洋菓子の販売を開始

•.第 1回冬季オリンピックがシャモニーモンブランで
開催
•.中ソ国交樹立
•.モンゴル人民共和国、独立を宣言

•.新劇のメッカ、築地小劇場が開場
•.流行歌：あの町この町（♪あの町この町.日が暮れる～）

1925年
（大正 14年）

（　　　）.
歳

•.京王電気軌道（現在の京王電鉄）新宿－八王子間開通
•.山手線で環状運転開始
•.普通選挙法、治安維持法成立

•.イタリアのムッソリーニが独裁宣言
•.アメリカで史上最大の竜巻が中西部を襲い、死者は
689人以上
•.エジプトの王家の谷でツタンカーメンの王墓を発見

•.社団法人東京放送局（現.NHK）が日本で初めてのラ
ジオ放送
•.東京の新橋演舞場が開場、新橋芸妓による第 1回東
おどり公演

1926年
（大正 15年）
（昭和元年）

（　　　）.
歳

•.日本放送協会が設立
•.大正天皇崩御、元号が昭和に改元される
•.ボンタンアメ（鹿児島製菓）発売

•.独ソ友好中立条約（ベルリン条約）調印
•.ドイツが国際連盟に加入
•.ロバートゴダードが最初の液体燃料ロケットを発射

•.東京上野に東京府美術館（現.東京都美術館）が開館
•.大阪船場平野町御霊の「文楽座」が焼失

1927年
（昭和 2年）

（　　　）.
歳

•.昭和金融恐慌（片岡蔵相の失言が発端）
•.芥川龍之介が服毒自殺
•.東京上野－雷門間（2.2km）に日本初の地下鉄が開通

•.ニューヨーク－ロンドン間の商用無線電話が開通
•.アメリカのリンドバーグ、初の単独大西洋無着陸横
断飛行に成功

•.岩波文庫（岩波書店）創刊
•.アメリカ、映画芸術アカデミーが発足
•.流行歌：赤蜻蛉（♪夕やけ小やけの赤とんぼ～）

1928年
（昭和 3年）

（　　　）.
歳

•.ラジオ体操放送開始（東京ローカル、全国放送は 1929年から）
•.NHKで大相撲のラジオ中継開始
•.東京銀座に資生堂アイスクリームパーラー開業

•.第 2回冬季オリンピックがサンモリッツ（スイス）
で開催
•.ドイツのガイガーとミュラーが放射線検知器「ガイ
ガーカウンター」を制作

•.「放浪記」（林扶美子）が「女人芸術」で連載開始
•.京浅草松竹座を本拠として東京松竹楽劇部（のちの
松竹少女歌劇団）が発足

1929年
（昭和 4年）

（　　　）.
歳

•.東京上野の松坂屋に、新築開店と同時にエレベーターガール登場
•.ナショナル国民ソケット発売（松下電器製作所、スイッチを回すと電球
がつくタイプ第 1号）

•.ニューヨーク証券取引所で株価が大暴落、世界恐慌
の引き金に
•.飛行船「ツェッペリン号」が世界一周に成功

•.アメリカ、第 1回アカデミー賞の授賞式
•.「蟹工船」（小林多喜二）が「戦旗」で連載開始

1930年
（昭和 5年）

（　　　）.
歳

•.濱口首相が東京駅で狙撃され重傷（濱口首相遭難事件）
•.新商品「入浴剤.バスクリン」、「お子さまランチ」登場
•.百円札（聖徳太子の肖像）発行

•.アメリカの3M社がスコッチテープ（セロハンテープ）
発売開始
•.アメリカのCWトンボーが冥王星を発見

•.東京松竹楽劇部が「第 1回東京踊り」を公演（東京
浅草松竹座）
•.淡谷のり子、「夜の東京」でレコードデビュー

1931年
（昭和 6年）

（　　　）.
歳

•.羽田に東京飛行場（羽田空港）開場、日本初の民間航空機専用空港となる
•.柳条湖事件（満州事変勃発）
•.新商品「強力わかもと」、「都こんぶ」、「電気かみそり」

•.アメリカ、ニューヨークのエンパイアステートビル
完成、102階建てで当時世界最高層のビル

•.東京上野に東京科学博物館（現.国立科学博物館）が
開館
•.流行歌：こいのぼり（♪やねよりたかいこいのぼり～）

1932年
（昭和 7年）

（　　　）.
歳

•.五・一五事件で、犬養毅首相が殺害される
•.東京市 35区の成立、世界第 2位の都市となる
•.百貨店白木屋（のちの東急日本橋店）で火事、日本初の高層ビル火災（死
者 14人、負傷者 130人の大惨事）

•.満州国建国を宣言
•.ドイツ総選挙でナチス党が圧勝

•.チャップリンが来日
•.「ラジオ体操第 2」放送開始

1933年
（昭和 8年）

（　　　）.
歳

•.昭和三陸地震、大津波で死者・不明者 3,064 人
•.府中競馬場開設（現東京競馬場）
•.日本、国際連盟を脱退

•.ドイツ、アドルフ・ヒトラーが首相に就任
•.ルーズベルト、第 32代米大統領に就任、ニューディー
ル政策始動
•.ドイツ、国際連盟を脱退

•.ウォルト・ディズニー製作のアニメーション映画「三
匹の子ぶた」公開
•.映画「キングコング」公開
•.東京有楽町に日本劇場（日劇）が完成
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1923年
（大正 12年）

（　　　）.
歳

•.関東大震災発生（死者・行方不明者 14万 2,800 人）
•.東京の魚河岸が日本橋から築地の海軍兵学校跡地に移転
•.東京丸の内に丸ビル完成（地上 8階 31ｍ地下 1階の日本一のビル）

•.第 1回ルマン 24時間レース開催
•.シチリア島のエトナ山が大爆発
•.ローザンヌ条約が締結され、トルコ共和国が誕生

•.文芸春秋が創刊
•.流行歌：背くらべ（♪柱のきずはおととしの～）
•.流行歌：肩たたき（♪母さんお肩をたたきましょう～）

1924年
（大正 13年）

（　　　）.
歳

•.寿屋（現.サントリー）、京都山崎に日本初のウィスキー工場を竣工
•.阪神甲子園球場が完成、甲子（ね年）にちなんで名づけられた
•.東京大森に「コロンバン」がオープン、本格的な西洋菓子の販売を開始

•.第 1回冬季オリンピックがシャモニーモンブランで
開催
•.中ソ国交樹立
•.モンゴル人民共和国、独立を宣言

•.新劇のメッカ、築地小劇場が開場
•.流行歌：あの町この町（♪あの町この町.日が暮れる～）

1925年
（大正 14年）

（　　　）.
歳

•.京王電気軌道（現在の京王電鉄）新宿－八王子間開通
•.山手線で環状運転開始
•.普通選挙法、治安維持法成立

•.イタリアのムッソリーニが独裁宣言
•.アメリカで史上最大の竜巻が中西部を襲い、死者は
689人以上
•.エジプトの王家の谷でツタンカーメンの王墓を発見

•.社団法人東京放送局（現.NHK）が日本で初めてのラ
ジオ放送
•.東京の新橋演舞場が開場、新橋芸妓による第 1回東
おどり公演

1926年
（大正 15年）
（昭和元年）

（　　　）.
歳

•.日本放送協会が設立
•.大正天皇崩御、元号が昭和に改元される
•.ボンタンアメ（鹿児島製菓）発売

•.独ソ友好中立条約（ベルリン条約）調印
•.ドイツが国際連盟に加入
•.ロバートゴダードが最初の液体燃料ロケットを発射

•.東京上野に東京府美術館（現.東京都美術館）が開館
•.大阪船場平野町御霊の「文楽座」が焼失

1927年
（昭和 2年）

（　　　）.
歳

•.昭和金融恐慌（片岡蔵相の失言が発端）
•.芥川龍之介が服毒自殺
•.東京上野－雷門間（2.2km）に日本初の地下鉄が開通

•.ニューヨーク－ロンドン間の商用無線電話が開通
•.アメリカのリンドバーグ、初の単独大西洋無着陸横
断飛行に成功

•.岩波文庫（岩波書店）創刊
•.アメリカ、映画芸術アカデミーが発足
•.流行歌：赤蜻蛉（♪夕やけ小やけの赤とんぼ～）

1928年
（昭和 3年）

（　　　）.
歳

•.ラジオ体操放送開始（東京ローカル、全国放送は 1929年から）
•.NHKで大相撲のラジオ中継開始
•.東京銀座に資生堂アイスクリームパーラー開業

•.第 2回冬季オリンピックがサンモリッツ（スイス）
で開催
•.ドイツのガイガーとミュラーが放射線検知器「ガイ
ガーカウンター」を制作

•.「放浪記」（林扶美子）が「女人芸術」で連載開始
•.京浅草松竹座を本拠として東京松竹楽劇部（のちの
松竹少女歌劇団）が発足

1929年
（昭和 4年）

（　　　）.
歳

•.東京上野の松坂屋に、新築開店と同時にエレベーターガール登場
•.ナショナル国民ソケット発売（松下電器製作所、スイッチを回すと電球
がつくタイプ第 1号）

•.ニューヨーク証券取引所で株価が大暴落、世界恐慌
の引き金に
•.飛行船「ツェッペリン号」が世界一周に成功

•.アメリカ、第 1回アカデミー賞の授賞式
•.「蟹工船」（小林多喜二）が「戦旗」で連載開始

1930年
（昭和 5年）

（　　　）.
歳

•.濱口首相が東京駅で狙撃され重傷（濱口首相遭難事件）
•.新商品「入浴剤.バスクリン」、「お子さまランチ」登場
•.百円札（聖徳太子の肖像）発行

•.アメリカの3M社がスコッチテープ（セロハンテープ）
発売開始
•.アメリカのCWトンボーが冥王星を発見

•.東京松竹楽劇部が「第 1回東京踊り」を公演（東京
浅草松竹座）
•.淡谷のり子、「夜の東京」でレコードデビュー

1931年
（昭和 6年）

（　　　）.
歳

•.羽田に東京飛行場（羽田空港）開場、日本初の民間航空機専用空港となる
•.柳条湖事件（満州事変勃発）
•.新商品「強力わかもと」、「都こんぶ」、「電気かみそり」

•.アメリカ、ニューヨークのエンパイアステートビル
完成、102階建てで当時世界最高層のビル

•.東京上野に東京科学博物館（現.国立科学博物館）が
開館
•.流行歌：こいのぼり（♪やねよりたかいこいのぼり～）

1932年
（昭和 7年）

（　　　）.
歳

•.五・一五事件で、犬養毅首相が殺害される
•.東京市 35区の成立、世界第 2位の都市となる
•.百貨店白木屋（のちの東急日本橋店）で火事、日本初の高層ビル火災（死
者 14人、負傷者 130人の大惨事）

•.満州国建国を宣言
•.ドイツ総選挙でナチス党が圧勝

•.チャップリンが来日
•.「ラジオ体操第 2」放送開始

1933年
（昭和 8年）

（　　　）.
歳

•.昭和三陸地震、大津波で死者・不明者 3,064 人
•.府中競馬場開設（現東京競馬場）
•.日本、国際連盟を脱退

•.ドイツ、アドルフ・ヒトラーが首相に就任
•.ルーズベルト、第 32代米大統領に就任、ニューディー
ル政策始動
•.ドイツ、国際連盟を脱退

•.ウォルト・ディズニー製作のアニメーション映画「三
匹の子ぶた」公開
•.映画「キングコング」公開
•.東京有楽町に日本劇場（日劇）が完成
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1934年
（昭和 9年）

（　　　）.
歳

•.函館市で大火、24,186 戸焼失、2,166 人死亡
•.東北地方を中心に冷害と不漁、飢饉が発生した
•.室戸台風襲来、死者・行方不明者 3,036 人、家屋全半壊 4万 2,000 戸
•.ベーブルースら 17名が米大リーグ選抜チームとして来日

•.ドイツ・ポーランド不可侵条約締結
•.ドイツ、アドルフ・ヒトラー首相が大統領を兼任し「総
統」に（ナチスヒトラーの独裁時代が始まる）

•.レコードの検閲制度実施

1935年
（昭和 10年）

（　　　）.
歳

•.美濃部達吉が天皇機関説のため不敬罪で告発される
•.忠犬ハチ公が死亡

•.T.E. ロレンス（アラビアのロレンス）、オートバイで
転倒し、頭を強く打って意識不明、のちに死亡
•.フィリピン共和国が成立

•.日本ペンクラブが発足（初代会長は島崎藤村）
•.流行語：喫茶店、ハイキング、非国民

1936年
（昭和 11年）

（　　　）.
歳

•.美濃部達吉が、右翼に襲撃されて負傷
•.青年将校 21人が首相官邸、警視庁などを襲撃、高橋是清蔵相らを殺害
（二・二六事件）
•.国会議事堂完成

•.国際オリンピック委員会で、1940年の第 12回夏季
オリンピック開催地を東京に決定
•.ソ連でスターリン憲法が制定

•.日劇ダンシングチーム初公演（「ジャズとダンス」）
•.初のカラーニュース映画公開

1937年
（昭和 12年）

（　　　）.
歳

•.第 1回文化勲章授与式（幸田露伴、長岡半太郎、横山大観、佐々木信綱
ら 9人）
•.ヘレン・ケラー来日
•.戦艦「大和」が呉海軍工廠で起工式

•.蘆溝橋事件、日中戦争始まる
•.サンフランシスコ湾に架かるゴールデンゲートブ
リッジが完成
•.イタリア、国際連盟を脱退

•.国際劇場がオープン、客席数 1,600 余りで東洋一の
劇場
•.流行歌：かもめの水兵さん（♪かもめの水兵さん、な
らんだ水兵さん～）

1938年
（昭和 13年）

（　　　）.
歳

•.国家総動員法公布
•.東京銀座 3丁目にホットドック屋台が登場、全国に広まる
•.第 12回オリンピック東京大会を返上

•.ドイツ、オーストリアを併合
•.英仏独伊４国間でミュンヘン会談、ミュンヘン協定
調印

•.映画「愛染かつら」公開
•.ヒット曲「旅の夜風」、「雨のブルース」、「麦と兵隊」
•.東京上野の帝国博物館（現.東京国立博物館）の現本
館が開館

1939年
（昭和 14年）

（　　　）.
歳

•.大相撲、双葉山の 69連勝でストップ
•.関門トンネル貫通（日本初の海底鉄道トンネル）
•.日本軍、重慶を大規模空爆、死者は 4,000 人とも

•.チリ沖地震で太平洋沿岸の 20の町や市が廃虚に、死
者 5万人、負傷者 6万人
•.ドイツがポーランドに侵攻、第ニ次世界大戦が始まる

•.流行歌：お猿のかごや（♪エッサエッサエッサホイ
サッサ～）
•.流行歌：あの子はたあれ（♪あの子はたあれたれで
しょね）

1940年
（昭和 15年）

（　　　）.
歳

•.東京のダンスホールが閉鎖
•.日独伊三国軍事同盟成立

•.イギリス、ウィンストン・チャーチルが首相に就任
•.ドイツ、フランスに侵入、パリを爆撃
•.フランスのラスコー洞窟で洞窟壁画が発見

•.内務省が芸能人に対して、外国人を真似た芸名や不
真面目な芸名などの改名を命じる
•.流行語：バスに乗りおくれるな、ぜいたくは敵だ！、
隣組

1941年
（昭和 16年）

（　　　）.
歳

•.日本軍が真珠湾攻撃を決行して宣戦布告し、開戦（太平洋戦争）
•.世界最大の軍艦、戦艦大和が竣工
•.小学校が「国民学校」に改められ義務教育 8年制が採用

•.アメリカ海軍が.戦艦ミズーリを起工
•.グレンシー・ボーグらが、94番元素のプルトニウム
を世界で初めて合成

•.アメリカ映画の日本国内での上映禁止を発表
•.流行歌：たきび（♪かきねのかきねのまがりかど～）
•.流行歌：たなばたさま（♪ささの葉さらさら～）

1942年
（昭和 17年）

（　　　）.
歳

•.ミッドウェー海戦で大敗北も「大本営発表」で嘘の報告
•.ガダルカナルの攻防、戦死者2万4,000人、うち餓死病死は1万5,000人
と推定
•.初の本土空襲

•.アメリカで B-29 試作第 1号機がテスト飛行に成功
•.ドイツ軍がスターリングラード（現.ヴォルゴグラード）
でソ連軍に包囲される（スターリングラード攻防戦）

•.全出版物の発行が承認制に
•.流行語：欲しがりません勝つまでは
•.流行歌：うれしいひなまつり（♪あかりをつけましょ.
ぼんぼりに～）

1943年
（昭和 18年）

（　　　）.
歳

•.電力および電灯の使用規制が始まる
•.徴兵猶予の取り消し（学徒出陣）
•.1 円札発行（竹内宿禰の肖像）

•.アメリカ、バージニア州に米国防総省庁舎（ペンタ
ゴン）が完成、世界最大の行政ビル
•.イタリア、無条件降伏

•.映画「姿三四郎」（黒澤明監督）公開
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1934年
（昭和 9年）

（　　　）.
歳

•.函館市で大火、24,186 戸焼失、2,166 人死亡
•.東北地方を中心に冷害と不漁、飢饉が発生した
•.室戸台風襲来、死者・行方不明者 3,036 人、家屋全半壊 4万 2,000 戸
•.ベーブルースら 17名が米大リーグ選抜チームとして来日

•.ドイツ・ポーランド不可侵条約締結
•.ドイツ、アドルフ・ヒトラー首相が大統領を兼任し「総
統」に（ナチスヒトラーの独裁時代が始まる）

•.レコードの検閲制度実施

1935年
（昭和 10年）

（　　　）.
歳

•.美濃部達吉が天皇機関説のため不敬罪で告発される
•.忠犬ハチ公が死亡

•.T.E. ロレンス（アラビアのロレンス）、オートバイで
転倒し、頭を強く打って意識不明、のちに死亡
•.フィリピン共和国が成立

•.日本ペンクラブが発足（初代会長は島崎藤村）
•.流行語：喫茶店、ハイキング、非国民

1936年
（昭和 11年）

（　　　）.
歳

•.美濃部達吉が、右翼に襲撃されて負傷
•.青年将校 21人が首相官邸、警視庁などを襲撃、高橋是清蔵相らを殺害
（二・二六事件）
•.国会議事堂完成

•.国際オリンピック委員会で、1940年の第 12回夏季
オリンピック開催地を東京に決定
•.ソ連でスターリン憲法が制定

•.日劇ダンシングチーム初公演（「ジャズとダンス」）
•.初のカラーニュース映画公開

1937年
（昭和 12年）

（　　　）.
歳

•.第 1回文化勲章授与式（幸田露伴、長岡半太郎、横山大観、佐々木信綱
ら 9人）
•.ヘレン・ケラー来日
•.戦艦「大和」が呉海軍工廠で起工式

•.蘆溝橋事件、日中戦争始まる
•.サンフランシスコ湾に架かるゴールデンゲートブ
リッジが完成
•.イタリア、国際連盟を脱退

•.国際劇場がオープン、客席数 1,600 余りで東洋一の
劇場
•.流行歌：かもめの水兵さん（♪かもめの水兵さん、な
らんだ水兵さん～）

1938年
（昭和 13年）

（　　　）.
歳

•.国家総動員法公布
•.東京銀座 3丁目にホットドック屋台が登場、全国に広まる
•.第 12回オリンピック東京大会を返上

•.ドイツ、オーストリアを併合
•.英仏独伊４国間でミュンヘン会談、ミュンヘン協定
調印

•.映画「愛染かつら」公開
•.ヒット曲「旅の夜風」、「雨のブルース」、「麦と兵隊」
•.東京上野の帝国博物館（現.東京国立博物館）の現本
館が開館

1939年
（昭和 14年）

（　　　）.
歳

•.大相撲、双葉山の 69連勝でストップ
•.関門トンネル貫通（日本初の海底鉄道トンネル）
•.日本軍、重慶を大規模空爆、死者は 4,000 人とも

•.チリ沖地震で太平洋沿岸の 20の町や市が廃虚に、死
者 5万人、負傷者 6万人
•.ドイツがポーランドに侵攻、第ニ次世界大戦が始まる

•.流行歌：お猿のかごや（♪エッサエッサエッサホイ
サッサ～）
•.流行歌：あの子はたあれ（♪あの子はたあれたれで
しょね）

1940年
（昭和 15年）

（　　　）.
歳

•.東京のダンスホールが閉鎖
•.日独伊三国軍事同盟成立

•.イギリス、ウィンストン・チャーチルが首相に就任
•.ドイツ、フランスに侵入、パリを爆撃
•.フランスのラスコー洞窟で洞窟壁画が発見

•.内務省が芸能人に対して、外国人を真似た芸名や不
真面目な芸名などの改名を命じる
•.流行語：バスに乗りおくれるな、ぜいたくは敵だ！、
隣組

1941年
（昭和 16年）

（　　　）.
歳

•.日本軍が真珠湾攻撃を決行して宣戦布告し、開戦（太平洋戦争）
•.世界最大の軍艦、戦艦大和が竣工
•.小学校が「国民学校」に改められ義務教育 8年制が採用

•.アメリカ海軍が.戦艦ミズーリを起工
•.グレンシー・ボーグらが、94番元素のプルトニウム
を世界で初めて合成

•.アメリカ映画の日本国内での上映禁止を発表
•.流行歌：たきび（♪かきねのかきねのまがりかど～）
•.流行歌：たなばたさま（♪ささの葉さらさら～）

1942年
（昭和 17年）

（　　　）.
歳

•.ミッドウェー海戦で大敗北も「大本営発表」で嘘の報告
•.ガダルカナルの攻防、戦死者2万4,000人、うち餓死病死は1万5,000人
と推定
•.初の本土空襲

•.アメリカで B-29 試作第 1号機がテスト飛行に成功
•.ドイツ軍がスターリングラード（現.ヴォルゴグラード）
でソ連軍に包囲される（スターリングラード攻防戦）

•.全出版物の発行が承認制に
•.流行語：欲しがりません勝つまでは
•.流行歌：うれしいひなまつり（♪あかりをつけましょ.
ぼんぼりに～）

1943年
（昭和 18年）

（　　　）.
歳

•.電力および電灯の使用規制が始まる
•.徴兵猶予の取り消し（学徒出陣）
•.1 円札発行（竹内宿禰の肖像）

•.アメリカ、バージニア州に米国防総省庁舎（ペンタ
ゴン）が完成、世界最大の行政ビル
•.イタリア、無条件降伏

•.映画「姿三四郎」（黒澤明監督）公開



26

年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1944年
（昭和 19年）

（　　　）.
歳

•.初の疎開列車（夜に上野発、上越常磐東北へ）
•.神風特別攻撃隊が初出撃（特攻隊）、3,500 人以上が出撃
•.福券発売、限りなく「富くじ」に近く、10円で 5万円が当たる人気商品

•.連合軍によるノルマンディー上陸作戦発動
•.連合軍によるパリの解放（4年間に及んだドイツ軍の
占領が終わる）

•.松竹少女歌劇団が解散（松竹芸能本部女子挺身隊結成）

1945年
（昭和 20年）

（　　　）.
歳

•.日本無条件降伏（ポツダム宣言受諾）、降伏文書に調印
•.日本社会党（片山哲氏）、日本自由党（鳩山一郎氏）結成
•.連合国軍による占領が始まる

•.ドイツが連合軍に無条件降伏
•.マッカーサー連合国軍最高指令官が北緯 38度線を境
に米ソによる南北朝鮮の分割占領を発表

•.流行語：ヤミ市、青空市、DDT、銀シャリ、銀めし

1946年
（昭和 21年）

（　　　）.
歳

•.日本国憲法公布（翌年に施行）
•.東京通信工業（現.ソニー）資本金 19万円で設立
•.東京と近県で学校給食（脱脂粉乳、シチュー）始まる、翌年全国の学校
で開始

•.フランスのルイ・レアールが世界最初のビキニスタ
イルの水着を発表
•.トルーマン米大統領がフィリピンの独立を宣言し、
フィリピン共和国が成立

•.東宝でニューフェイス第 1期公募、4000人の応募
者から三船敏郎、久我美子らが合格
•.流行歌：リンゴの唄（♪赤いリンゴに唇寄せて～）

1947年
（昭和 22年）

（　　　）.
歳

•.日本国憲法が施行
•.学校教育法施行（六三三四学制発足）
•.カスリーン台風来襲、死者・行方不明者 1,529 人、半壊家屋 1万 2,761 戸

•.ジョージ・マーシャル米国務長官が、欧州経済の復
興をめざして「マーシャルプラン」を提唱
•.パキスタン、インド、ルーマニアが独立

•.国立博物館（現東京国立博物館）開設
•.流行語：ご名答（ラジオクイズ番組「話の泉」）

1948年
（昭和 23年）

（　　　）.
歳

•.帝銀事件（閉店直後の帝国銀行椎名町支店行員らに青酸化合物を飲ませ
12人が死亡）
•.東京裁判の判決、A級戦犯.死刑 7名、無期禁固 16名など
•.物価：国鉄最低料金 3円、都バス 2円から 3円 50銭に値上がり

•.インド独立の父、ガンジー暗殺
•.世界保健機関（WHO）設立
•.大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国が成立

•.美空ひばりデビュー
•.ロマンスシート（映画館の男女同伴客用の席）
•.流行歌：東京ブギウギ（♪東京ブギウギリズムうき
うき～）

1949年
（昭和 24年）

（　　　）.
歳

•.下山事件（日本国有鉄道初代総裁が失踪、翌日に遺体で発見）
•.水泳古橋広之進選手、相次ぐ世界新記録、「フジヤマのトビウオ」の異名をとる
•.湯川秀樹氏、ノーベル物理学賞を受賞（日本人初のノーベル賞受賞者）
•.ふくやが明太子を開発、販売開始

•.東西ドイツ、インドネシア、中華人民共和国が成立
•.ニューヨークに国連本部ビル完成、39階建て

•.映画「青い山脈」
•.流行歌：夏の思い出（♪夏が来れば思い出す遥かな
尾瀬遠い空～）

1950年
（昭和 25年）

（　　　）.
歳

•.金閣寺、放火により焼失
•.警察予備隊発足
•.日本銀行、聖徳太子肖像の千円札発行
•.文化財保護法施行

•.朝鮮戦争が勃発
•.イギリス、シルバーストンサーキットにて、初の F1
世界選手権レースが開催

•.映画「羅生門」（監督：黒澤明）
•.女剣劇の浅香光代一座、浅草に進出
•.流行歌：東京キッド（♪歌も楽しや東京キッド～）

1951年
（昭和 26年）

（　　　）.
歳

•.サンフランシスコ平和条約日米安全保障条約締結
•.GI 刈りが若者たちの間で流行
•.日本銀行が五拾円札を発行

•.NATO軍発足、最高司令官にアイゼンハワー就任
•.マッカーサーが解任され帰国、羽田空港までの沿道
で 20万人の人が見送った

•.第 1回ＮＨＫ紅白歌合戦
•.プロレスの力道山がデビュー
•.流行歌：メダカの学校（♪メダカの学校は川の中～）

1952年
（昭和 27年）

（　　　）.
歳

•.血のメーデー事件
•.富士重工業が軽自動車「スバル 360」を発売、「てんとう虫」の愛称で
庶民に広く親しまれた

•.イギリス軍、スエズ運河を封鎖
•.アメリカ、水爆実験に成功

•.手塚治虫「鉄腕アトム」、月刊誌「少年」に連載開始

1953年
（昭和 28年）

（　　　）.
歳

•.国産初の白黒テレビ受像機（シャープ、17万 5,000 円）を発売
•.奄美諸島が日本に返還
•.相次いだ風水害で全国的な凶作に

•.イギリス、エリザベス女王戴冠式
•.アメリカ、アイゼンハワーが大統領就任

•.日本初のテレビ本放送
•.映画「君の名は」の真知子巻きが流行
•.映画「東京物語」

1954年
（昭和 29年）

（　　　）.
歳

•.青函連絡船洞爺丸事故（死者・行方不明者 1,155 人）
•.明治製菓が日本初の缶入りジュースを発売
•.女優マリリン ･モンローが大リーガー、ジョー・ディマジオとの新婚旅
行で日本にも立ち寄り、シャネルの 5番が流行する

•.太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験、マグロ
漁船第五福竜丸が被曝

•.力道山などプロレスブーム
•.ヴェネツィア国際映画祭で黒澤明監督の「七人の侍」
と溝口健二監督「山椒大夫」が金獅子賞（グランプリ）
を受賞
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1944年
（昭和 19年）

（　　　）.
歳

•.初の疎開列車（夜に上野発、上越常磐東北へ）
•.神風特別攻撃隊が初出撃（特攻隊）、3,500 人以上が出撃
•.福券発売、限りなく「富くじ」に近く、10円で 5万円が当たる人気商品

•.連合軍によるノルマンディー上陸作戦発動
•.連合軍によるパリの解放（4年間に及んだドイツ軍の
占領が終わる）

•.松竹少女歌劇団が解散（松竹芸能本部女子挺身隊結成）

1945年
（昭和 20年）

（　　　）.
歳

•.日本無条件降伏（ポツダム宣言受諾）、降伏文書に調印
•.日本社会党（片山哲氏）、日本自由党（鳩山一郎氏）結成
•.連合国軍による占領が始まる

•.ドイツが連合軍に無条件降伏
•.マッカーサー連合国軍最高指令官が北緯 38度線を境
に米ソによる南北朝鮮の分割占領を発表

•.流行語：ヤミ市、青空市、DDT、銀シャリ、銀めし

1946年
（昭和 21年）

（　　　）.
歳

•.日本国憲法公布（翌年に施行）
•.東京通信工業（現.ソニー）資本金 19万円で設立
•.東京と近県で学校給食（脱脂粉乳、シチュー）始まる、翌年全国の学校
で開始

•.フランスのルイ・レアールが世界最初のビキニスタ
イルの水着を発表
•.トルーマン米大統領がフィリピンの独立を宣言し、
フィリピン共和国が成立

•.東宝でニューフェイス第 1期公募、4000人の応募
者から三船敏郎、久我美子らが合格
•.流行歌：リンゴの唄（♪赤いリンゴに唇寄せて～）

1947年
（昭和 22年）

（　　　）.
歳

•.日本国憲法が施行
•.学校教育法施行（六三三四学制発足）
•.カスリーン台風来襲、死者・行方不明者 1,529 人、半壊家屋 1万 2,761 戸

•.ジョージ・マーシャル米国務長官が、欧州経済の復
興をめざして「マーシャルプラン」を提唱
•.パキスタン、インド、ルーマニアが独立

•.国立博物館（現東京国立博物館）開設
•.流行語：ご名答（ラジオクイズ番組「話の泉」）

1948年
（昭和 23年）

（　　　）.
歳

•.帝銀事件（閉店直後の帝国銀行椎名町支店行員らに青酸化合物を飲ませ
12人が死亡）
•.東京裁判の判決、A級戦犯.死刑 7名、無期禁固 16名など
•.物価：国鉄最低料金 3円、都バス 2円から 3円 50銭に値上がり

•.インド独立の父、ガンジー暗殺
•.世界保健機関（WHO）設立
•.大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国が成立

•.美空ひばりデビュー
•.ロマンスシート（映画館の男女同伴客用の席）
•.流行歌：東京ブギウギ（♪東京ブギウギリズムうき
うき～）

1949年
（昭和 24年）

（　　　）.
歳

•.下山事件（日本国有鉄道初代総裁が失踪、翌日に遺体で発見）
•.水泳古橋広之進選手、相次ぐ世界新記録、「フジヤマのトビウオ」の異名をとる
•.湯川秀樹氏、ノーベル物理学賞を受賞（日本人初のノーベル賞受賞者）
•.ふくやが明太子を開発、販売開始

•.東西ドイツ、インドネシア、中華人民共和国が成立
•.ニューヨークに国連本部ビル完成、39階建て

•.映画「青い山脈」
•.流行歌：夏の思い出（♪夏が来れば思い出す遥かな
尾瀬遠い空～）

1950年
（昭和 25年）

（　　　）.
歳

•.金閣寺、放火により焼失
•.警察予備隊発足
•.日本銀行、聖徳太子肖像の千円札発行
•.文化財保護法施行

•.朝鮮戦争が勃発
•.イギリス、シルバーストンサーキットにて、初の F1
世界選手権レースが開催

•.映画「羅生門」（監督：黒澤明）
•.女剣劇の浅香光代一座、浅草に進出
•.流行歌：東京キッド（♪歌も楽しや東京キッド～）

1951年
（昭和 26年）

（　　　）.
歳

•.サンフランシスコ平和条約日米安全保障条約締結
•.GI 刈りが若者たちの間で流行
•.日本銀行が五拾円札を発行

•.NATO軍発足、最高司令官にアイゼンハワー就任
•.マッカーサーが解任され帰国、羽田空港までの沿道
で 20万人の人が見送った

•.第 1回ＮＨＫ紅白歌合戦
•.プロレスの力道山がデビュー
•.流行歌：メダカの学校（♪メダカの学校は川の中～）

1952年
（昭和 27年）

（　　　）.
歳

•.血のメーデー事件
•.富士重工業が軽自動車「スバル 360」を発売、「てんとう虫」の愛称で
庶民に広く親しまれた

•.イギリス軍、スエズ運河を封鎖
•.アメリカ、水爆実験に成功

•.手塚治虫「鉄腕アトム」、月刊誌「少年」に連載開始

1953年
（昭和 28年）

（　　　）.
歳

•.国産初の白黒テレビ受像機（シャープ、17万 5,000 円）を発売
•.奄美諸島が日本に返還
•.相次いだ風水害で全国的な凶作に

•.イギリス、エリザベス女王戴冠式
•.アメリカ、アイゼンハワーが大統領就任

•.日本初のテレビ本放送
•.映画「君の名は」の真知子巻きが流行
•.映画「東京物語」

1954年
（昭和 29年）

（　　　）.
歳

•.青函連絡船洞爺丸事故（死者・行方不明者 1,155 人）
•.明治製菓が日本初の缶入りジュースを発売
•.女優マリリン ･モンローが大リーガー、ジョー・ディマジオとの新婚旅
行で日本にも立ち寄り、シャネルの 5番が流行する

•.太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験、マグロ
漁船第五福竜丸が被曝

•.力道山などプロレスブーム
•.ヴェネツィア国際映画祭で黒澤明監督の「七人の侍」
と溝口健二監督「山椒大夫」が金獅子賞（グランプリ）
を受賞
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1955年
（昭和 30年）

（　　　）.
歳

•.森永ヒ素ミルク中毒事件
•.50 円硬貨（ニッケル貨）1円硬貨（アルミ貨）発行
•.国産初の自動電気炊飯器発売（東京芝浦電気［現.東芝］、3,200 円、6号炊き）

•.ワルシャワ条約機構結成、冷戦激化
•.アメリカ、カリフォルニア州にディズニーランド開園

•.後楽園遊園地に日本初の本格的ジェットコースター
が登場
•.三橋美智也がデビュー
•.流行歌：ちいさい秋みつけた（♪だれかさんが～）

1956年
（昭和 31年）

（　　　）.
歳

•.日ソ国交回復
•.脱水装置付き洗濯機「VF-3 型」（東芝、4万 3,000 円）を発売
•.太陽族スタイル（アロハシャツ、サングラス、慎太郎刈）が流行

•.エジプトのナセル大統領がスエズ運河の国有化宣言
•.メルボルンオリンピック開幕（夏季では初めて南半
球で実施）

•.ベストセラー「太陽の季節」
•.ドラマ「東芝日曜劇場」開始
•.流行歌：ラジオ体操の歌（♪新しい朝が来た希望の
朝だ）

1957年
（昭和 32年）

（　　　）.
歳

•.日本が国際連合に加盟
•.5 千円札（伊藤博文の肖像）発行
•.上野動物園に日本初のモノレールが開業
•.軽三輪自動車「ミゼット」発売（ダイハツ、19万 8,000 円）

•.ソ連、史上最初の人工衛星「スプートニク 1号」の
打ち上げに成功
•.イギリス、キリスィマスィ島で初の水爆実験

•.美空ひばり、国際劇場で塩酸をかけられ全治 3週間
の負傷
•.流行歌：有楽町で逢いましょう

1958年
（昭和 33年）

（　　　）.
歳

•.ホンダスーパーカブ発売
•.1 万円札（聖徳太子の肖像）発行
•.東京芝公園に東京タワーが完成
•.フラフープ（270円）が日本中を熱狂させる

•.アメリカ初の人工衛星「エクスプローラー 1号」の
打ち上げに成功
•.ヨーロッパ経済機構（EEC＝後の ECの母体）発足

•.玉置宏が司会の「ロッテ歌のアルバム」放送開始
•.ドラマ「月光仮面」「私は貝になりたい」
•.流行歌：嵐を呼ぶ男（♪おいらはドラマー～）

1959年
（昭和 34年）

（　　　）.
歳

•.皇太子明仁親王（今上天皇）と正田美智子さんが結婚、パレードをテレ
ビ中継
•.伊勢湾台風来襲（死者・行方不明者 5,098 人）
•.品川あんか（1円の豆炭で 24時間保温）発売

•.キューバ革命、カストロ氏が首相に就任
•.ソ連のフルシチョフ首相がアメリカ訪問、ソ連の首
相としては史上初めて

•.各界のスターを迎えてのインタビュー番組、「スター
千一夜」放送開始
•.東京上野公園に国立西洋美術館が開館

1960年
（昭和 35年）

（　　　）.
歳

•.ダッコちゃん人形発売（180円）、大ヒットする
•.池田勇人首相、所得倍増計画を発表
•.安保条約反対闘争

•.カメルーンがフランスから独立
•.チリ地震、津波が日本にまで押し寄せ、北海道南岸、
三陸沿岸に大被害を与えた

•.流行歌：潮来笠（♪潮来の伊太郎ちょっと見なれば）
•.CM「文明堂」（♪カステラ１番、電話は２番、３時
のおやつは文明堂）

1961年
（昭和 36年）

（　　　）.
歳

•.名張ぶどう酒事件、5人が死亡、12人が重体
•.大相撲、柏鵬（柏戸、大鵬）時代の幕開け
•.第２室戸台風で死者194人、家屋の全壊1万4,681戸、半壊4万6,662戸、
流出557戸

•.ソ連、世界初の有人宇宙飛行に成功。ガガーリンが「地
球は青かった」
•.東ドイツ政府が西ベルリンへの通路を、45kmに渡
り有刺鉄線で封鎖（ベルリンの壁）

•.流行語：お呼びでない（植木等）
•.CM「伊東に行くならハトヤ」（ハトヤホテル）.
•.流行歌：上を向いて歩こう（♪上を向いて歩こう）

1962年
（昭和 37年）

（　　　）.
歳

•.にせ千円札横行
•.常磐線三河島駅で列車脱線衝突（死者 160人、負傷者 296人）
•.堀江謙一氏、日本人初小型ヨット太平洋横断成功
•.東京都の推計人口が 1,000 万人を突破、世界初の 1,000 万都市に

•.キューバ危機
•.台湾にコレラが発生し、台湾バナナの日本国内への
輸入が禁止に

•.流行語：わかっちゃいるけどやめられない、無責任男
•.流行歌：いつでも夢を（♪星よりひそかに雨よりや
さしく）

1963年
（昭和 38年）

（　　　）.
歳

•.日米間テレビ宇宙中継実験に成功
•.三井三池炭鉱爆発事故
•.テレビ宇宙中継、NHKほか日米間テレビ宇宙中継実験に成功
•.力道山、刺された傷がもとで死去

•.ジョン・F・ケネディ、米大統領が暗殺される
•.インドネシア、バリ島のアグン山が噴火、世界的な
気温低下をもたらす

•.TVアニメ「鉄腕アトム」放送開始
•.流行歌：高校三年生（♪赤い夕日が校舎をそめて）
•.流行歌：こんにちは赤ちゃん（♪こんにちは赤ちゃん）

1964年
（昭和 39年）

（　　　）.
歳

•.東海道新幹線開業、首都高速道路開通
•.東京夏季オリンピック開催
•.新潟大地震で被災者は 8万 6,000 人を越え、死者 26人、負傷者 447人
•.日本で最初のスギ花粉症の症例が報告

•.キング牧師、ノーベル平和賞受賞
•.ビートルズ旋風

•.巨人の長嶋茂雄が婚約を発表
•.流行歌：明日があるさ（♪いつもの駅でいつも逢う）
•.流行歌：柔（♪勝つと思うな、思えば負けよ）
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1955年
（昭和 30年）

（　　　）.
歳

•.森永ヒ素ミルク中毒事件
•.50 円硬貨（ニッケル貨）1円硬貨（アルミ貨）発行
•.国産初の自動電気炊飯器発売（東京芝浦電気［現.東芝］、3,200 円、6号炊き）

•.ワルシャワ条約機構結成、冷戦激化
•.アメリカ、カリフォルニア州にディズニーランド開園

•.後楽園遊園地に日本初の本格的ジェットコースター
が登場
•.三橋美智也がデビュー
•.流行歌：ちいさい秋みつけた（♪だれかさんが～）

1956年
（昭和 31年）

（　　　）.
歳

•.日ソ国交回復
•.脱水装置付き洗濯機「VF-3 型」（東芝、4万 3,000 円）を発売
•.太陽族スタイル（アロハシャツ、サングラス、慎太郎刈）が流行

•.エジプトのナセル大統領がスエズ運河の国有化宣言
•.メルボルンオリンピック開幕（夏季では初めて南半
球で実施）

•.ベストセラー「太陽の季節」
•.ドラマ「東芝日曜劇場」開始
•.流行歌：ラジオ体操の歌（♪新しい朝が来た希望の
朝だ）

1957年
（昭和 32年）

（　　　）.
歳

•.日本が国際連合に加盟
•.5 千円札（伊藤博文の肖像）発行
•.上野動物園に日本初のモノレールが開業
•.軽三輪自動車「ミゼット」発売（ダイハツ、19万 8,000 円）

•.ソ連、史上最初の人工衛星「スプートニク 1号」の
打ち上げに成功
•.イギリス、キリスィマスィ島で初の水爆実験

•.美空ひばり、国際劇場で塩酸をかけられ全治 3週間
の負傷
•.流行歌：有楽町で逢いましょう

1958年
（昭和 33年）

（　　　）.
歳

•.ホンダスーパーカブ発売
•.1 万円札（聖徳太子の肖像）発行
•.東京芝公園に東京タワーが完成
•.フラフープ（270円）が日本中を熱狂させる

•.アメリカ初の人工衛星「エクスプローラー 1号」の
打ち上げに成功
•.ヨーロッパ経済機構（EEC＝後の ECの母体）発足

•.玉置宏が司会の「ロッテ歌のアルバム」放送開始
•.ドラマ「月光仮面」「私は貝になりたい」
•.流行歌：嵐を呼ぶ男（♪おいらはドラマー～）

1959年
（昭和 34年）

（　　　）.
歳

•.皇太子明仁親王（今上天皇）と正田美智子さんが結婚、パレードをテレ
ビ中継
•.伊勢湾台風来襲（死者・行方不明者 5,098 人）
•.品川あんか（1円の豆炭で 24時間保温）発売

•.キューバ革命、カストロ氏が首相に就任
•.ソ連のフルシチョフ首相がアメリカ訪問、ソ連の首
相としては史上初めて

•.各界のスターを迎えてのインタビュー番組、「スター
千一夜」放送開始
•.東京上野公園に国立西洋美術館が開館

1960年
（昭和 35年）

（　　　）.
歳

•.ダッコちゃん人形発売（180円）、大ヒットする
•.池田勇人首相、所得倍増計画を発表
•.安保条約反対闘争

•.カメルーンがフランスから独立
•.チリ地震、津波が日本にまで押し寄せ、北海道南岸、
三陸沿岸に大被害を与えた

•.流行歌：潮来笠（♪潮来の伊太郎ちょっと見なれば）
•.CM「文明堂」（♪カステラ１番、電話は２番、３時
のおやつは文明堂）

1961年
（昭和 36年）

（　　　）.
歳

•.名張ぶどう酒事件、5人が死亡、12人が重体
•.大相撲、柏鵬（柏戸、大鵬）時代の幕開け
•.第２室戸台風で死者194人、家屋の全壊1万4,681戸、半壊4万6,662戸、
流出557戸

•.ソ連、世界初の有人宇宙飛行に成功。ガガーリンが「地
球は青かった」
•.東ドイツ政府が西ベルリンへの通路を、45kmに渡
り有刺鉄線で封鎖（ベルリンの壁）

•.流行語：お呼びでない（植木等）
•.CM「伊東に行くならハトヤ」（ハトヤホテル）.
•.流行歌：上を向いて歩こう（♪上を向いて歩こう）

1962年
（昭和 37年）

（　　　）.
歳

•.にせ千円札横行
•.常磐線三河島駅で列車脱線衝突（死者 160人、負傷者 296人）
•.堀江謙一氏、日本人初小型ヨット太平洋横断成功
•.東京都の推計人口が 1,000 万人を突破、世界初の 1,000 万都市に

•.キューバ危機
•.台湾にコレラが発生し、台湾バナナの日本国内への
輸入が禁止に

•.流行語：わかっちゃいるけどやめられない、無責任男
•.流行歌：いつでも夢を（♪星よりひそかに雨よりや
さしく）

1963年
（昭和 38年）

（　　　）.
歳

•.日米間テレビ宇宙中継実験に成功
•.三井三池炭鉱爆発事故
•.テレビ宇宙中継、NHKほか日米間テレビ宇宙中継実験に成功
•.力道山、刺された傷がもとで死去

•.ジョン・F・ケネディ、米大統領が暗殺される
•.インドネシア、バリ島のアグン山が噴火、世界的な
気温低下をもたらす

•.TVアニメ「鉄腕アトム」放送開始
•.流行歌：高校三年生（♪赤い夕日が校舎をそめて）
•.流行歌：こんにちは赤ちゃん（♪こんにちは赤ちゃん）

1964年
（昭和 39年）

（　　　）.
歳

•.東海道新幹線開業、首都高速道路開通
•.東京夏季オリンピック開催
•.新潟大地震で被災者は 8万 6,000 人を越え、死者 26人、負傷者 447人
•.日本で最初のスギ花粉症の症例が報告

•.キング牧師、ノーベル平和賞受賞
•.ビートルズ旋風

•.巨人の長嶋茂雄が婚約を発表
•.流行歌：明日があるさ（♪いつもの駅でいつも逢う）
•.流行歌：柔（♪勝つと思うな、思えば負けよ）
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1965年
（昭和 40年）

（　　　）.
歳

•.アイスノン、オロナミンC、チョコボール発売
•.マリアナで漁船の集団遭難、台風29号でカツオ船７雙が集団遭難、死者・
行方不明 209人
•.朝永振一郎氏、ノーベル物理学賞受賞

•.アメリカ軍による北ベトナム爆撃（北爆）開始
•.黒人運動指導者マルコムＸが暗殺される
•.シンガポール、マレーシアから独立

•.エレキギターブーム始まる
•.ドラマ「ザ・ガードマン」
•.ツタンカーメン展、東京上野の東京国立博物館で開催
100万人以上が来場

1966年
（昭和 41年）

（　　　）.
歳

•.大型旅客機による事故が相次ぐ（全日空機が羽田沖に墜落、133人死亡、
カナダパシフィック航空機が羽田で着陸に失敗し爆発炎上、英国海外航
空機、富士山上空で空中分解し 124人全員が死亡）
•.祝日法改正公布.敬老の日、体育の日、建国記念の日を追加

•.インド、首相にインディラ・ガンジーを選出
•.ミッキーマウスの生みの親、ウォルト・ディズニー
が死去

•.ビートルズ来日
•.萩本欽一と坂上二郎がお笑いコンビ「コント 55号」
を結成
•.流行歌：お嫁においで（♪もしもこの舟で）

1967年
（昭和 42年）

（　　　）.
歳

•.羽田学生デモ、安保闘争以来最大の流血デモ
•.小笠原諸島の本土全面復帰が決定
•.東京都知事選挙で、社会、共産両党連合の美濃部亮吉が当選
•.西日本に集中豪雨、24府県で 365人が死亡

•.アメリカ軍、ベトナム戦争で「枯葉作戦」を開始
•.欧州共同体（EC）が発足
•.南アフリカ共和国のケープタウンで世界初のヒトか
らヒトへの心臓移植

•.流行歌：夜霧よ今夜もありがとう
•.ツイッギー来日、日本にミニスカートブーム到来
•.オールナイトニッポン放送開始

1968年
（昭和 43年）

（　　　）.
歳

•.川端康成にノーベル文学賞
•.三億円事件
•.霞が関ビル完成、36階建て、高さ 147メートルで当時日本一
•.道路交通法改正で違反点数制度が導入

•.黒人運動指導者キング牧師が撃たれて死亡
•.次期大統領候補のロバート・ケネディ上院議員が狙
撃され死亡

•.和田アキ子が歌手デビュー
•.映画「黒部の太陽」「2001年宇宙の旅」
•.TVアニメ「巨人の星」「ゲゲゲの鬼太郎」

1969年
（昭和 44年）

（　　　）.
歳

•.東大安田講堂占拠の学生排除、375人が逮捕された
•.アポロ 11号が持ち帰った月の石を、東京上野の国立科学博物館が特別
展示で公開

•.アポロ 11号が人類初の月面有人着陸
•.イタリア、シチリア島のエトナ山が噴火、主に溶岩
流により死者約 1万人
•.全米でベトナム反戦デモ

•.流行語：あっと驚くタメゴロー
•.ドラマ「水戸黄門」、TVアニメ「サザエさん」放送
開始
•.ジョン・レノンとオノ・ヨーコがスペインで挙式

1970年
（昭和 45年）

（　　　）.
歳

•.日本航空機よど号ハイジャック事件
•.日本万国博覧会開幕
•.大阪でガス爆発事故
•.ケンタッキーフライドチキンの 1号店が名古屋に開店

•.ペルー北部地震、山崩れとダム決壊により死者は.
約 7万人
•.ビートルズ解散
•.ソ連、無人探査機「ルナ 16号」が月の「豊の海」に
軟着陸

•.「ドラえもん」「ド根性ガエル」連載開始
•.流行歌：笑って許して、知床旅情、戦争を知らない
子供たち、走れコウタロー

1971年
（昭和 46年）

（　　　）.
歳

•.マクドナルド銀座 1号店開店
•.岩手県雫石上空で全日空機と自衛隊機が空中衝突
•.江夏豊、プロ野球オールスターゲームにて 9連続奪三振の記録樹立
•.NHK総合テレビが全番組カラー化を実施

•.ドルショック
•.ウィスキーなどの輸入が自由化

•.雑誌「non-no」が創刊
•.「仮面ライダー」放映開始
•.ボウリングシャツ、ボウリングシューズ流行

1972年
（昭和 47年）

（　　　）.
歳

•.沖縄返還
•.あさま山荘事件（連合赤軍）
•.田中角栄通産相「日本列島改造論」を発表
•.札幌冬季オリンピックが開催

•.日中国交正常化
•.ミュンヘン夏季オリンピック開催。パレスチナのゲ
リラが選手村を襲撃

•.「太陽にほえろ！」放送開始
•.「マジンガーＺ」放送開始
•.雑誌「ぴあ」が創刊
•.男性の長髪が定着化

1973年
（昭和 48年）

（　　　）.
歳

•.日本赤軍によるドバイ日航機ハイジャック事件
•.読売巨人軍が 9連覇達成
•.ＮＴＴがファックスの営業開始

•.第一次オイルショック
•.カンフー映画のブルース・リー、香港で急死

•.「ひらけ！ポンキッキ」放送開始
•.若者の間でパンタロンが大流行
•.省エネが流行語に
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1965年
（昭和 40年）

（　　　）.
歳

•.アイスノン、オロナミンC、チョコボール発売
•.マリアナで漁船の集団遭難、台風29号でカツオ船７雙が集団遭難、死者・
行方不明 209人
•.朝永振一郎氏、ノーベル物理学賞受賞

•.アメリカ軍による北ベトナム爆撃（北爆）開始
•.黒人運動指導者マルコムＸが暗殺される
•.シンガポール、マレーシアから独立

•.エレキギターブーム始まる
•.ドラマ「ザ・ガードマン」
•.ツタンカーメン展、東京上野の東京国立博物館で開催
100万人以上が来場

1966年
（昭和 41年）

（　　　）.
歳

•.大型旅客機による事故が相次ぐ（全日空機が羽田沖に墜落、133人死亡、
カナダパシフィック航空機が羽田で着陸に失敗し爆発炎上、英国海外航
空機、富士山上空で空中分解し 124人全員が死亡）
•.祝日法改正公布.敬老の日、体育の日、建国記念の日を追加

•.インド、首相にインディラ・ガンジーを選出
•.ミッキーマウスの生みの親、ウォルト・ディズニー
が死去

•.ビートルズ来日
•.萩本欽一と坂上二郎がお笑いコンビ「コント 55号」
を結成
•.流行歌：お嫁においで（♪もしもこの舟で）

1967年
（昭和 42年）

（　　　）.
歳

•.羽田学生デモ、安保闘争以来最大の流血デモ
•.小笠原諸島の本土全面復帰が決定
•.東京都知事選挙で、社会、共産両党連合の美濃部亮吉が当選
•.西日本に集中豪雨、24府県で 365人が死亡

•.アメリカ軍、ベトナム戦争で「枯葉作戦」を開始
•.欧州共同体（EC）が発足
•.南アフリカ共和国のケープタウンで世界初のヒトか
らヒトへの心臓移植

•.流行歌：夜霧よ今夜もありがとう
•.ツイッギー来日、日本にミニスカートブーム到来
•.オールナイトニッポン放送開始

1968年
（昭和 43年）

（　　　）.
歳

•.川端康成にノーベル文学賞
•.三億円事件
•.霞が関ビル完成、36階建て、高さ 147メートルで当時日本一
•.道路交通法改正で違反点数制度が導入

•.黒人運動指導者キング牧師が撃たれて死亡
•.次期大統領候補のロバート・ケネディ上院議員が狙
撃され死亡

•.和田アキ子が歌手デビュー
•.映画「黒部の太陽」「2001年宇宙の旅」
•.TVアニメ「巨人の星」「ゲゲゲの鬼太郎」

1969年
（昭和 44年）

（　　　）.
歳

•.東大安田講堂占拠の学生排除、375人が逮捕された
•.アポロ 11号が持ち帰った月の石を、東京上野の国立科学博物館が特別
展示で公開

•.アポロ 11号が人類初の月面有人着陸
•.イタリア、シチリア島のエトナ山が噴火、主に溶岩
流により死者約 1万人
•.全米でベトナム反戦デモ

•.流行語：あっと驚くタメゴロー
•.ドラマ「水戸黄門」、TVアニメ「サザエさん」放送
開始
•.ジョン・レノンとオノ・ヨーコがスペインで挙式

1970年
（昭和 45年）

（　　　）.
歳

•.日本航空機よど号ハイジャック事件
•.日本万国博覧会開幕
•.大阪でガス爆発事故
•.ケンタッキーフライドチキンの 1号店が名古屋に開店

•.ペルー北部地震、山崩れとダム決壊により死者は.
約 7万人
•.ビートルズ解散
•.ソ連、無人探査機「ルナ 16号」が月の「豊の海」に
軟着陸

•.「ドラえもん」「ド根性ガエル」連載開始
•.流行歌：笑って許して、知床旅情、戦争を知らない
子供たち、走れコウタロー

1971年
（昭和 46年）

（　　　）.
歳

•.マクドナルド銀座 1号店開店
•.岩手県雫石上空で全日空機と自衛隊機が空中衝突
•.江夏豊、プロ野球オールスターゲームにて 9連続奪三振の記録樹立
•.NHK総合テレビが全番組カラー化を実施

•.ドルショック
•.ウィスキーなどの輸入が自由化

•.雑誌「non-no」が創刊
•.「仮面ライダー」放映開始
•.ボウリングシャツ、ボウリングシューズ流行

1972年
（昭和 47年）

（　　　）.
歳

•.沖縄返還
•.あさま山荘事件（連合赤軍）
•.田中角栄通産相「日本列島改造論」を発表
•.札幌冬季オリンピックが開催

•.日中国交正常化
•.ミュンヘン夏季オリンピック開催。パレスチナのゲ
リラが選手村を襲撃

•.「太陽にほえろ！」放送開始
•.「マジンガーＺ」放送開始
•.雑誌「ぴあ」が創刊
•.男性の長髪が定着化

1973年
（昭和 48年）

（　　　）.
歳

•.日本赤軍によるドバイ日航機ハイジャック事件
•.読売巨人軍が 9連覇達成
•.ＮＴＴがファックスの営業開始

•.第一次オイルショック
•.カンフー映画のブルース・リー、香港で急死

•.「ひらけ！ポンキッキ」放送開始
•.若者の間でパンタロンが大流行
•.省エネが流行語に
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1974年
（昭和 49年）

（　　　）.
歳

•.元日本兵小野田寛郎氏が 30年ぶりに救出
•.三菱重工ビル爆破事件
•.巨人の長嶋茂雄選手が引退「わが巨人軍は永久に不滅です」
•.セブンイレブンが東京都江東区に第 1号店を出店

•.文世光事件
•.トルコで航空機墜落

•.ハローキティが誕生
•.志村けんがドリフターズ加入
•.「くいしんぼう！万才」放送開始
•.ベルばらブーム

1975年
（昭和 50年）

（　　　）.
歳

•.沢松和子・アン清村組がウィンブルドン女子ダブルスで優勝
•.三億円事件が時効成立
•.使い捨てライター「チルチルミチル（100円）」販売開始
•.王貞治選手に国民栄誉賞（第 1号）

•.ベトナム戦争が終結 •.「まんが日本昔ばなし」放送開始
•.カルビーポテトチップスが発売
•.キャロル解散
•.ザ・ピーナッツ引退

1976年
（昭和 51年）

（　　　）.
歳

•.鹿児島市で国内初の 5つ子誕生
•.ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕
•.日本ビクターがVHS第 1号ビデオデッキを発売
•.できたて弁当の店が登場
•.日本初の宅配便、大和運輸（現.ヤマト運輸）が宅急便を開始

•.モントリオールオリンピック体操で、ルーマニアの
コマネチが史上初の 10点満点
•.ミグ 25亡命事件

•.「徹子の部屋」放送開始
•.荒井由実と松任谷正隆が結婚
•.「およげ ! たいやきくん」がヒット

1977年
（昭和 52年）

（　　　）.
歳

•.青酸コーラ無差別殺人事件
•.王貞治選手、ホームラン世界新記録の 756号を達成
•.白黒テレビ放送が廃止

•.日航機ハイジャック事件
•.アメリカのアップルコンピュータ創立

•.カラオケ、テレビゲームブーム
•.映画「幸福の黄色いハンカチ」、「スターウォーズ」公開
•.少年漫画「コロコロコミック」創刊

1978年
（昭和 53年）

（　　　）.
歳

•.成田空港第 2期工事区域内にあった反対派の鉄塔などを撤去
•.新東京国際空港（成田国際空港）開港
•.60 階建の超高層ビル「サンシャイン 60」が完成

•.イギリスで試験管ベビー誕生
•.ルイ・ヴィトンが日本進出
•.ハワイで世界初のトライアスロン大会が開催

•.24 時間テレビ「愛は地球を救う」放送開始
•.サザンオールスターズがデビュー
•.ディスコが大流行
•.キャンディーズが後楽園球場で解散コンサート

1979年
（昭和 54年）

（　　　）.
歳

•.ソニーがヘッドホンステレオ「ウォークマン」発売
•.日本坂トンネル火災事故
•.自動車電話が始まる
•.使い捨てカイロ（ロッテのホカロン）が発売

•.牛丼「吉野家」がロサンゼルス進出
•.アメリカの俳優ジョン・ウェインが死去
•.ニュージーランドで南極遊覧飛行機が墜落

•.「ズームイン !! 朝」放送開始
•.ドラマ「3年 B組金八先生」放送開始
•.「機動戦士ガンダム」放映
•.「水戸黄門」が最高視聴率 43.7%

1980 年
（昭和 55年）

（　　　）.
歳

•.新宿バス放火事件
•.校内暴力、いじめ、登校拒否が社会問題化
•.巨人の長嶋監督が辞任、王選手が引退

•.モスクワ夏季オリンピック開催
•.イラン・イラク戦争
•.元ビートルズのジョンレノン銃殺事件

•.山口百恵、日本武道館で引退コンサート、三浦友和
と結婚
•.「ゲーム＆ウォッチ」、「ルービックキューブ」、「チョロQ」
発売

1981年
（昭和 56年）

（　　　）.
歳

•.三和銀行オンライン詐取事件
•.台風 15号関東直撃
•.ローマ法王初来日
•.缶入りウーロン茶発売

•.スペースシャトル「コロンビア」の打ち上げ成功
•.イギリスのチャールズ皇太子がダイアナ妃と結婚

•.「なめネコ」大ブーム
•.アニメ「Dr．スランプ」が視聴率 36.9％
•.レッグウォーマーが人気

1982年
（昭和 57年）

（　　　）.
歳

•.ホテルニュージャパン火災発生で 33人が死亡
•.日航機羽田沖墜落事故で乗客 24人が死亡
•.中曽根内閣発足
•.五百円硬貨発行

•.元女優でモナコのグレース・ケリー王妃が交通事故死
•.アメリカのワシントン州でボーイング 737型機が墜落

•.「笑っていいとも！」放送開始
•.雑貨や小物を販売する「無印良品」が大ヒット
•.4 コマ漫画「コボちゃん」が読売新聞朝刊で連載開始
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1974年
（昭和 49年）

（　　　）.
歳

•.元日本兵小野田寛郎氏が 30年ぶりに救出
•.三菱重工ビル爆破事件
•.巨人の長嶋茂雄選手が引退「わが巨人軍は永久に不滅です」
•.セブンイレブンが東京都江東区に第 1号店を出店

•.文世光事件
•.トルコで航空機墜落

•.ハローキティが誕生
•.志村けんがドリフターズ加入
•.「くいしんぼう！万才」放送開始
•.ベルばらブーム

1975年
（昭和 50年）

（　　　）.
歳

•.沢松和子・アン清村組がウィンブルドン女子ダブルスで優勝
•.三億円事件が時効成立
•.使い捨てライター「チルチルミチル（100円）」販売開始
•.王貞治選手に国民栄誉賞（第 1号）

•.ベトナム戦争が終結 •.「まんが日本昔ばなし」放送開始
•.カルビーポテトチップスが発売
•.キャロル解散
•.ザ・ピーナッツ引退

1976年
（昭和 51年）

（　　　）.
歳

•.鹿児島市で国内初の 5つ子誕生
•.ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕
•.日本ビクターがVHS第 1号ビデオデッキを発売
•.できたて弁当の店が登場
•.日本初の宅配便、大和運輸（現.ヤマト運輸）が宅急便を開始

•.モントリオールオリンピック体操で、ルーマニアの
コマネチが史上初の 10点満点
•.ミグ 25亡命事件

•.「徹子の部屋」放送開始
•.荒井由実と松任谷正隆が結婚
•.「およげ ! たいやきくん」がヒット

1977年
（昭和 52年）

（　　　）.
歳

•.青酸コーラ無差別殺人事件
•.王貞治選手、ホームラン世界新記録の 756号を達成
•.白黒テレビ放送が廃止

•.日航機ハイジャック事件
•.アメリカのアップルコンピュータ創立

•.カラオケ、テレビゲームブーム
•.映画「幸福の黄色いハンカチ」、「スターウォーズ」公開
•.少年漫画「コロコロコミック」創刊

1978年
（昭和 53年）

（　　　）.
歳

•.成田空港第 2期工事区域内にあった反対派の鉄塔などを撤去
•.新東京国際空港（成田国際空港）開港
•.60 階建の超高層ビル「サンシャイン 60」が完成

•.イギリスで試験管ベビー誕生
•.ルイ・ヴィトンが日本進出
•.ハワイで世界初のトライアスロン大会が開催

•.24 時間テレビ「愛は地球を救う」放送開始
•.サザンオールスターズがデビュー
•.ディスコが大流行
•.キャンディーズが後楽園球場で解散コンサート

1979年
（昭和 54年）

（　　　）.
歳

•.ソニーがヘッドホンステレオ「ウォークマン」発売
•.日本坂トンネル火災事故
•.自動車電話が始まる
•.使い捨てカイロ（ロッテのホカロン）が発売

•.牛丼「吉野家」がロサンゼルス進出
•.アメリカの俳優ジョン・ウェインが死去
•.ニュージーランドで南極遊覧飛行機が墜落

•.「ズームイン !! 朝」放送開始
•.ドラマ「3年 B組金八先生」放送開始
•.「機動戦士ガンダム」放映
•.「水戸黄門」が最高視聴率 43.7%

1980 年
（昭和 55年）

（　　　）.
歳

•.新宿バス放火事件
•.校内暴力、いじめ、登校拒否が社会問題化
•.巨人の長嶋監督が辞任、王選手が引退

•.モスクワ夏季オリンピック開催
•.イラン・イラク戦争
•.元ビートルズのジョンレノン銃殺事件

•.山口百恵、日本武道館で引退コンサート、三浦友和
と結婚
•.「ゲーム＆ウォッチ」、「ルービックキューブ」、「チョロQ」
発売

1981年
（昭和 56年）

（　　　）.
歳

•.三和銀行オンライン詐取事件
•.台風 15号関東直撃
•.ローマ法王初来日
•.缶入りウーロン茶発売

•.スペースシャトル「コロンビア」の打ち上げ成功
•.イギリスのチャールズ皇太子がダイアナ妃と結婚

•.「なめネコ」大ブーム
•.アニメ「Dr．スランプ」が視聴率 36.9％
•.レッグウォーマーが人気

1982年
（昭和 57年）

（　　　）.
歳

•.ホテルニュージャパン火災発生で 33人が死亡
•.日航機羽田沖墜落事故で乗客 24人が死亡
•.中曽根内閣発足
•.五百円硬貨発行

•.元女優でモナコのグレース・ケリー王妃が交通事故死
•.アメリカのワシントン州でボーイング 737型機が墜落

•.「笑っていいとも！」放送開始
•.雑貨や小物を販売する「無印良品」が大ヒット
•.4 コマ漫画「コボちゃん」が読売新聞朝刊で連載開始
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1983年
（昭和 58年）

（　　　）.
歳

•.ファミリーコンピュータ発売
•.東京ディズニーランド開園
•.大韓航空機墜落事件
•.「ウォシュレット」がヒット商品に

•.カーペンターズのカレンが拒食症のため病死
•.マイケル・ジャクソンの音楽アルバム「Thriller」が
大ヒット

•.「水戸黄門」2代目に西村.晃
•.健康食品ブーム
•.ベルトにつける小物入れベルトポーチが人気

1984年
（昭和 59年）

（　　　）.
歳

•.植村直己氏がマッキンリー山単独登頂に成功（翌日、消息不明に）
•.グリコ森永事件発生
•.新紙幣3種を15年ぶりに発行（1万円が福沢諭吉、5千円が新渡戸稲造、
千円が夏目漱石）

•.ロサンゼルスでオリンピック
•.日韓共同声明が発表

•.「コアラのマーチ」が発売
•.缶チューハイが登場
•.東京青山にハーゲンダッツ 1号店開店

1985年
（昭和 60年）

（　　　）.
歳

•.豊田商事事件（悪徳商法が社会問題化、会長が刺殺される）
•.日本航空 123便、御巣鷹の尾根に墜落（死者 520人、4人生存）
•.阪神タイガース、21年ぶりリーグ優勝、初の日本一に

•.メキシコで大地震
•.狂牛病の報告
•.コロンビアのネバドデルルイス火山が噴火

•.「ビックリマンチョコ」が発売
•.ショルダーホン登場
•.「アッコにおまかせ！」放送開始
•.神田正輝と松田聖子が結婚

1986年
（昭和 61年）

（　　　）.
歳

•.スペースシャトル、チャレンジャー号爆発事故
•.三原山大噴火
•.東京に宅配ピザ屋が登場
•.イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日

•.NASAのスペースシャトル「チャレンジャー」が打
ち上げ後に、上空で爆発
•.ソ連のチェルノブイリ原子力発電所で爆発事故

•.ドラゴンクエストが発売
•.「世界ふしぎ発見！」放送開始
•.アイドル歌手岡田有希子が自殺

1987年
（昭和 62年）

（　　　）.
歳

•.アサヒビールが日本初の辛口ビール「アサヒスーパードライ」を発売
•.国鉄が分割民営化され、JRグループ 7社が発足
•.俳優.石原裕次郎が死去（享年 52歳）
•.沖縄で金環食を観測

•.第 2回世界陸上、ローマで開催。カール・ルイスが
100m.9 秒 93の世界新記録で金メダルを獲得
•.大韓航空機爆破テロ事件

•.おニャン子クラブが解散
•.マイケル・ジャクソンが後楽園球場で来日コンサート
•.持ち運びの自由が広がる携帯電話が発売

1988年
（昭和 63年）

（　　　）.
歳

•.未公開株を賄賂として受け取るリクルート事件発覚
•.潜水艦なだしお事件で死者 30人
•.青函トンネルが開業、瀬戸大橋が開通
•.東京ドームが完成

•.イラン・イラク戦争の停戦協定
•.ソウルでオリンピック開催
•.アメリカ艦がペルシャ湾でイラン旅客機を撃墜

•.リンスインシャンプーが登場
•.ミニ四駆が発売
•.カラオケボックスが人気に

1989年
（平成元年）

（　　　）.
歳

•.昭和天皇崩御、元号が平成に改元される
•.消費税（当時は 3％）スタート
•.東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件（宮﨑勤事件）
•.平和祈念資料館が建設

•.アメリカでブッシュ大統領が就任
•.ベルリンの壁崩壊
•.中国で天安門事件
•.米がパナマ侵攻

•.ＴＢＳ「ベストテン」放送終了
•.歌手.美空ひばりが死去
•.任天堂が「ゲームボーイ」発売
•.ロングフレアスカートが流行

1990年
（平成 2年）

（　　　）.
歳

•.大学入学センター試験スタート
•.秋山豊寛 TBS 記者、ソ連のソユーズ宇宙船で日本人初の宇宙飛行士に
•.礼宮文仁親王が川嶋紀子さんとご成婚
•.第 1回大学入試センター試験実施

•.東西ドイツが統一
•.イラク軍がクウェートに侵攻
•.アメリカがスペースシャトル「ディスカバリー号」の
打上げ成功

•.アニメ「ちびまる子ちゃん」視聴率 39.9％に
•.「世界まる見え！テレビ特捜部」が放送開始
•.任天堂「スーパーファミコン」が発売

1991年
（平成 3年）

（　　　）.
歳

•.雲仙普賢岳で火砕流（死者 34人、行方不明者 4人）
•.横綱千代の富士が引退、若貴ブーム
•.ＪＲが自動改札機導入
•.東京の電話局番が４桁に

•.湾岸戦争、多国籍軍がイラク空爆開始
•.バブル崩壊
•.インドのガンジー元首相が爆弾テロで暗殺

•.「東京ラブストーリー」放送
•.有料放送「WOWOW」開始
•.東京芝浦に都内最大のディスコ「ジュリアナ東京」が
オープン
•.SMAPが CDデビュー



35

年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1983年
（昭和 58年）

（　　　）.
歳

•.ファミリーコンピュータ発売
•.東京ディズニーランド開園
•.大韓航空機墜落事件
•.「ウォシュレット」がヒット商品に

•.カーペンターズのカレンが拒食症のため病死
•.マイケル・ジャクソンの音楽アルバム「Thriller」が
大ヒット

•.「水戸黄門」2代目に西村.晃
•.健康食品ブーム
•.ベルトにつける小物入れベルトポーチが人気

1984年
（昭和 59年）

（　　　）.
歳

•.植村直己氏がマッキンリー山単独登頂に成功（翌日、消息不明に）
•.グリコ森永事件発生
•.新紙幣3種を15年ぶりに発行（1万円が福沢諭吉、5千円が新渡戸稲造、
千円が夏目漱石）

•.ロサンゼルスでオリンピック
•.日韓共同声明が発表

•.「コアラのマーチ」が発売
•.缶チューハイが登場
•.東京青山にハーゲンダッツ 1号店開店

1985年
（昭和 60年）

（　　　）.
歳

•.豊田商事事件（悪徳商法が社会問題化、会長が刺殺される）
•.日本航空 123便、御巣鷹の尾根に墜落（死者 520人、4人生存）
•.阪神タイガース、21年ぶりリーグ優勝、初の日本一に

•.メキシコで大地震
•.狂牛病の報告
•.コロンビアのネバドデルルイス火山が噴火

•.「ビックリマンチョコ」が発売
•.ショルダーホン登場
•.「アッコにおまかせ！」放送開始
•.神田正輝と松田聖子が結婚

1986年
（昭和 61年）

（　　　）.
歳

•.スペースシャトル、チャレンジャー号爆発事故
•.三原山大噴火
•.東京に宅配ピザ屋が登場
•.イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日

•.NASAのスペースシャトル「チャレンジャー」が打
ち上げ後に、上空で爆発
•.ソ連のチェルノブイリ原子力発電所で爆発事故

•.ドラゴンクエストが発売
•.「世界ふしぎ発見！」放送開始
•.アイドル歌手岡田有希子が自殺

1987年
（昭和 62年）

（　　　）.
歳

•.アサヒビールが日本初の辛口ビール「アサヒスーパードライ」を発売
•.国鉄が分割民営化され、JRグループ 7社が発足
•.俳優.石原裕次郎が死去（享年 52歳）
•.沖縄で金環食を観測

•.第 2回世界陸上、ローマで開催。カール・ルイスが
100m.9 秒 93の世界新記録で金メダルを獲得
•.大韓航空機爆破テロ事件

•.おニャン子クラブが解散
•.マイケル・ジャクソンが後楽園球場で来日コンサート
•.持ち運びの自由が広がる携帯電話が発売

1988年
（昭和 63年）

（　　　）.
歳

•.未公開株を賄賂として受け取るリクルート事件発覚
•.潜水艦なだしお事件で死者 30人
•.青函トンネルが開業、瀬戸大橋が開通
•.東京ドームが完成

•.イラン・イラク戦争の停戦協定
•.ソウルでオリンピック開催
•.アメリカ艦がペルシャ湾でイラン旅客機を撃墜

•.リンスインシャンプーが登場
•.ミニ四駆が発売
•.カラオケボックスが人気に

1989年
（平成元年）

（　　　）.
歳

•.昭和天皇崩御、元号が平成に改元される
•.消費税（当時は 3％）スタート
•.東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件（宮﨑勤事件）
•.平和祈念資料館が建設

•.アメリカでブッシュ大統領が就任
•.ベルリンの壁崩壊
•.中国で天安門事件
•.米がパナマ侵攻

•.ＴＢＳ「ベストテン」放送終了
•.歌手.美空ひばりが死去
•.任天堂が「ゲームボーイ」発売
•.ロングフレアスカートが流行

1990年
（平成 2年）

（　　　）.
歳

•.大学入学センター試験スタート
•.秋山豊寛 TBS 記者、ソ連のソユーズ宇宙船で日本人初の宇宙飛行士に
•.礼宮文仁親王が川嶋紀子さんとご成婚
•.第 1回大学入試センター試験実施

•.東西ドイツが統一
•.イラク軍がクウェートに侵攻
•.アメリカがスペースシャトル「ディスカバリー号」の
打上げ成功

•.アニメ「ちびまる子ちゃん」視聴率 39.9％に
•.「世界まる見え！テレビ特捜部」が放送開始
•.任天堂「スーパーファミコン」が発売

1991年
（平成 3年）

（　　　）.
歳

•.雲仙普賢岳で火砕流（死者 34人、行方不明者 4人）
•.横綱千代の富士が引退、若貴ブーム
•.ＪＲが自動改札機導入
•.東京の電話局番が４桁に

•.湾岸戦争、多国籍軍がイラク空爆開始
•.バブル崩壊
•.インドのガンジー元首相が爆弾テロで暗殺

•.「東京ラブストーリー」放送
•.有料放送「WOWOW」開始
•.東京芝浦に都内最大のディスコ「ジュリアナ東京」が
オープン
•.SMAPが CDデビュー
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1992年
（平成 4年）

（　　　）.
歳

•.東海道新幹線で「のぞみ」の運転開始
•.バルセロナオリンピックで 14歳の水泳の岩崎恭子選手が金メダル
•.全国の国公立幼稚園小中高校で週 5日制が始まる
•.育児休業法が施行

•.バルセロナ五輪開催
•.韓国と中国が国交を結ぶ
•.自衛隊がカンボジアへ派遣

•.「ぶらり途中下車の旅」放送開始
•.チェッカーズが解散
•.ＭＤ（初の光磁気記録メディア）がヒット
•.日清ラ王がヒット商品に

1993年
（平成 5年）

（　　　）.
歳

•.プロサッカーリーグ、Jリーグが開幕
•.細川連立政権が発足、55年体制の崩壊
•.皇太子浩宮様（現徳仁親王）と外務省職員の小和田雅子さんが結婚の儀
•.「道の駅」登録制スタート

•.女優.オードリー・ヘプバーンが結腸がんのため死去
•.ＥＵが発足
•.ニューヨークの世界貿易センタービル地下で爆弾テロ

•.ジュリアナブーム
•.「水戸黄門」3代目に佐野浅夫
•.お笑い芸人ダチョウ倶楽部のギャグ「聞いてないよォ」
が流行語に

1994年
（平成 6年）

（　　　）.
歳

•.松本サリン事件
•.オリックスのイチローが史上初の 1シーズン 200本安打
•.日本人初の女性宇宙飛行士　向井千秋さん宇宙へ
•.米不足でタイ米を緊急輸入

•.ロサンゼルス大地震が発生
•.イタリアの F1GPでアイルトン・セナが事故死
•.リレハンメルで冬季五輪

•.ストリートファッション流行
•.プレイステーション発売
•.ゼリー飲料「ウイダー in ゼリー」がヒット

1995年
（平成 7年）

（　　　）.
歳

•.阪神淡路大震災
•.地下鉄サリン事件、オウム真理教摘発
•.Windows.95 が発売
•.ゆりかもめ、新橋～有明間で開通

•.歌手テレサ・テンが気管支ぜんそくの発作のため死去
•.M7.6 のサハリン地震が発生
•.韓国のソウルでデパートが崩壊

•.インスタント写真機「プリクラ」が登場
•.アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」放映
•.「出没！アド街ック天国」放送開始

1996年
（平成 8年）

（　　　）.
歳

•.O-157 による集団食中毒
•.巨人、11.5 ゲーム差を逆転してセリーグ優勝（メークドラマ）
•.アトランタオリンピック女子マラソンで有森裕子選手が銅メダル
•.原爆ドームが世界遺産登録

•.アトランタオリンピック開催
•.英が狂牛病騒動
•.ペルー日本大使公邸人質事件

•.女子高生の間でルーズソックスが流行
•.使い捨てカメラ「写ルンです」発売
•.安室奈美恵のファッションを真似た人「アムラー」が
続出

1997年
（平成 9年）

（　　　）.
歳

•.神戸連続児童殺傷事件（酒鬼薔薇事件）
•.東京湾アクアライン開通
•.日本サッカーが悲願のワールドカップへの出場決める
•.大阪ドーム、名古屋ドームが完成

•.ダイアナ元英皇太子妃、パリで事故死
•.ペルー日本大使公邸人質事件解決
•.香港がイギリスから中国に返還

•.たまごっちが爆発的大ヒットで品切れ続出に
•.ポケットモンスター（ピカチュウ）が大流行
•.携帯「ショートメッセージ」機能開始

1998年
（平成 10年）

（　　　）.
歳

•.長野オリンピック開催
•.和歌山毒物カレー事件発生
•.郵便番号 7桁制実施
•.サッカーワールドカップに日本が初出場

•.アメリカのアップル社が「iMac」発売、スケルトン
の斬新なデザインで人気
•.アメリカのマイクロソフト社が「Windows.'98.日本
語版」発売

•.美白ブーム
•.キャミソール（下着風ファッション）が流行
•.映画「タイタニック」ブーム

1999年
（平成 11年）

（　　　）.
歳

•.臓器移植法に基づく初めての脳死臓器移植
•.全日空機乗っ取り、機長が刺されて死亡
•.東海村の核燃料工場で国内初の臨界事故
•.石原慎太郎氏が東京都知事に

•.コロンビア大地震が発生
•.欧州通貨統合で「ユーロ」誕生
•.ＮＡＴＯ軍、ユーゴスラビアを空爆

•.携帯の「インターネットｅメール」機能開始
•.宇多田ヒカル「First.Love」が大ヒット
•.ジャイアント馬場死去

2000年
（平成 12年）

（　　　）.
歳

•.新潟少女監禁事件、9年 2ヶ月に渡る少女の監禁が発覚
•.雪印乳業の乳製品で食中毒菌汚染が発覚
•.シドニーオリンピック女子マラソンで、高橋尚子選手が金メダル
•.祝日法改正で新成人の日が制定される

•.K-1 格闘家のアンディフグが白血病のため死去
•.ロシア海軍の原子力潜水艦が演習中事故で水没

•.プレイステーション 2が発売
•.携帯電話「カメラ音楽再生」機能開始
•.「ヤン坊マー坊天気予報」関東地区で放送終了



37

年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

1992年
（平成 4年）
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歳
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•.育児休業法が施行

•.バルセロナ五輪開催
•.韓国と中国が国交を結ぶ
•.自衛隊がカンボジアへ派遣

•.「ぶらり途中下車の旅」放送開始
•.チェッカーズが解散
•.ＭＤ（初の光磁気記録メディア）がヒット
•.日清ラ王がヒット商品に

1993年
（平成 5年）

（　　　）.
歳

•.プロサッカーリーグ、Jリーグが開幕
•.細川連立政権が発足、55年体制の崩壊
•.皇太子浩宮様（現徳仁親王）と外務省職員の小和田雅子さんが結婚の儀
•.「道の駅」登録制スタート

•.女優.オードリー・ヘプバーンが結腸がんのため死去
•.ＥＵが発足
•.ニューヨークの世界貿易センタービル地下で爆弾テロ

•.ジュリアナブーム
•.「水戸黄門」3代目に佐野浅夫
•.お笑い芸人ダチョウ倶楽部のギャグ「聞いてないよォ」
が流行語に

1994年
（平成 6年）

（　　　）.
歳

•.松本サリン事件
•.オリックスのイチローが史上初の 1シーズン 200本安打
•.日本人初の女性宇宙飛行士　向井千秋さん宇宙へ
•.米不足でタイ米を緊急輸入

•.ロサンゼルス大地震が発生
•.イタリアの F1GPでアイルトン・セナが事故死
•.リレハンメルで冬季五輪

•.ストリートファッション流行
•.プレイステーション発売
•.ゼリー飲料「ウイダー in ゼリー」がヒット

1995年
（平成 7年）

（　　　）.
歳

•.阪神淡路大震災
•.地下鉄サリン事件、オウム真理教摘発
•.Windows.95 が発売
•.ゆりかもめ、新橋～有明間で開通

•.歌手テレサ・テンが気管支ぜんそくの発作のため死去
•.M7.6 のサハリン地震が発生
•.韓国のソウルでデパートが崩壊

•.インスタント写真機「プリクラ」が登場
•.アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」放映
•.「出没！アド街ック天国」放送開始

1996年
（平成 8年）

（　　　）.
歳

•.O-157 による集団食中毒
•.巨人、11.5 ゲーム差を逆転してセリーグ優勝（メークドラマ）
•.アトランタオリンピック女子マラソンで有森裕子選手が銅メダル
•.原爆ドームが世界遺産登録

•.アトランタオリンピック開催
•.英が狂牛病騒動
•.ペルー日本大使公邸人質事件

•.女子高生の間でルーズソックスが流行
•.使い捨てカメラ「写ルンです」発売
•.安室奈美恵のファッションを真似た人「アムラー」が
続出

1997年
（平成 9年）

（　　　）.
歳

•.神戸連続児童殺傷事件（酒鬼薔薇事件）
•.東京湾アクアライン開通
•.日本サッカーが悲願のワールドカップへの出場決める
•.大阪ドーム、名古屋ドームが完成

•.ダイアナ元英皇太子妃、パリで事故死
•.ペルー日本大使公邸人質事件解決
•.香港がイギリスから中国に返還

•.たまごっちが爆発的大ヒットで品切れ続出に
•.ポケットモンスター（ピカチュウ）が大流行
•.携帯「ショートメッセージ」機能開始
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•.長野オリンピック開催
•.和歌山毒物カレー事件発生
•.郵便番号 7桁制実施
•.サッカーワールドカップに日本が初出場

•.アメリカのアップル社が「iMac」発売、スケルトン
の斬新なデザインで人気
•.アメリカのマイクロソフト社が「Windows.'98.日本
語版」発売

•.美白ブーム
•.キャミソール（下着風ファッション）が流行
•.映画「タイタニック」ブーム

1999年
（平成 11年）
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•.全日空機乗っ取り、機長が刺されて死亡
•.東海村の核燃料工場で国内初の臨界事故
•.石原慎太郎氏が東京都知事に

•.コロンビア大地震が発生
•.欧州通貨統合で「ユーロ」誕生
•.ＮＡＴＯ軍、ユーゴスラビアを空爆

•.携帯の「インターネットｅメール」機能開始
•.宇多田ヒカル「First.Love」が大ヒット
•.ジャイアント馬場死去
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（平成 12年）
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歳

•.新潟少女監禁事件、9年 2ヶ月に渡る少女の監禁が発覚
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

2001年
（平成 13年）

（　　　）.
歳

•.大阪教育大附属池田小児童殺傷事件
•.新宿区の歌舞伎町ビル火災発生で 44人死亡（戦後 5番目の大惨事）
•.東京ディズニーシー開園
•.大阪市でユニバーサルスタジオジャパン（USJ）が開園

•.アメリカ同時多発テロ事件が発生
•.米アップル社が「iPod」発売
•.アメリカでジョージ・ブッシュ大統領が就任

•.「水戸黄門」４代目に石坂浩二
•.サッカーくじ「toto」が発売
•.若い女性の間でミュールがブーム

2002年
（平成 14年）

（　　　）.
歳

•.小泉首相が北朝鮮を訪問、金正日が日本人拉致を公式に認める
•.北朝鮮拉致被害者 5人が 24年ぶりに帰国
•.FIFA 日韓ワールドカップ視聴率 66.1％
•.公立学校が完全週 5日制に

•.日韓共催でサッカーワールドカップ開催
•.バリ島で爆弾テロ
•.イングランドのサッカー選手ベッカムブーム

•.ソフトモヒカンヘアが流行
•.「ハリー・ポッターと賢者の石」ほかシリーズ全 3作
品ベストセラー
•.フジテレビの昼ドラ「真珠夫人」が流行語に

2003年
（平成 15年）

（　　　）.
歳

•.第 65代横綱貴乃花が引退、朝青龍が第 68代横綱に昇進
•.地上デジタルテレビ放送が東京、大阪、名古屋で放送開始
•.六本木ヒルズがオープン
•.インフルエンザ大流行 (3年ぶり )
•.オレオレ詐欺が横行

•.アメリカ、イギリスによるイラク侵攻作戦開始（イ
ラク戦争開戦）
•.カリフォルニア州知事に俳優アーノルド・シュワル
ツェネッガーが当選

•.バラエティ番組「エンタの神様」が話題に
•.任天堂ファミコン生産打ち切り
•.カメラ付携帯がヒット

2004年
（平成 16年）

（　　　）.
歳

•.政治家の年金未納問題が相次いで発覚
•.アテネオリンピック、メダル獲得が史上最高の 37個（金 16、銀 9、
銅 12）
•.新潟県中越地震で死者 68人
•.新紙幣発行（1万円札は福澤諭吉、5千円札は樋口一葉、千円札は野口
英世）

•.スマトラ沖地震
•.スペイン列車爆発
•.アメリカでの狂牛病発生に伴う米国産牛肉の輸入が停止

•.韓国ドラマ「冬のソナタ」が大人気、ヨン様フィーバー
•.映画「世界の中心で、愛を叫ぶ」が話題に
•.「マツケンサンバ」がヒット

2005年
（平成 17年）

（　　　）.
歳

•.JR 福知山線脱線事故、死者 107人と JR 史上最悪の鉄道事故
•.姉歯建築設計事務所による耐震強度偽装事件が発覚
•.日本の人口が 1899年の統計開始以来初の自然減
•.燃油サーチャージが導入

•.パキスタンでＭ 7.6 の地震
•.ロンドンで同時爆破テロ
•.ベネズエラ西部で旅客機が墜落

•.ウェブ上で日記が公開できるブログが話題
•.携帯電話人口普及率 68.1%
•.ドラえもんの声優が一斉交代

2006年
（平成 18年）

（　　　）.
歳

•.ライブドア事件で家宅捜査、堀江社長ほか 4人を逮捕
•.後期高齢者医療制度強行採決
•.トリノ冬季五輪でフィギュア.スケート荒川静香が金メダル
•.サッカー.中田英寿が現役引退

•.第 1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）
が開幕
•.サダム・フセイン元大統領を処刑
•.北朝鮮が初の核実験を実施

•.任天堂が家庭用ゲーム機「Wii」発売
•.SNS のミクシィが大流行
•.メタボリックシンドロームが話題に

2007年
（平成 19年）

（　　　）.
歳

•.松岡農水相が自殺など、安部政権は 10ヶ月で 4閣僚が交代
•.消えた年金問題発覚
•.参院選で民主党が大勝し与野党逆転、ねじれ国会に
•.第 1回東京マラソンが開催

•.原油価格が大高騰
•.第 2回.東アジアサミットが開催
•.米アップル社製のスマートフォン「iPhone」が発売

•.「ZARD」ボーカルの坂井泉水が転落死
•.ダイエットプログラム「ビリーズブートキャンプ」が
大ヒット
•.おふくろさん騒動

2008年
（平成 20年）

（　　　）.
歳

•.赤坂サカス開業
•.松下電器産業が社名をパナソニック株式会社に変更
•.後部座席シートベルト着用の義務化
•.女子ソフトが北京五輪で金メダル

•.北京で夏季オリンピックが開催
•.アメリカ大統領選挙でオバマ（民主党）候補が圧勝
•.Google がストリートビュー開始

•.NTT ドコモが PHS サービスを終了
•.スタジオジブリ作品映画「崖の上のポニョ」が大ヒット
•.タレント飯島愛が急死

2009年
（平成 21年）

（　　　）.
歳

•.鹿児島の桜島が爆発的噴火
•.ETC休日特別割引（1000円）が開始
•.裁判員制度が開始される

•.オバマ氏、第 44代米大統領に就任
•.サモア諸島、インドネシアで相次いで大地震発生
•.新型インフルエンザが全世界で大流行

•.マイケル・ジャクソンが死去
•.タレント酒井法子が覚せい剤取締法違反（所持）の
容疑で逮捕
•.ダウンタウン松本人志がオメデタ婚
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

2001年
（平成 13年）

（　　　）.
歳

•.大阪教育大附属池田小児童殺傷事件
•.新宿区の歌舞伎町ビル火災発生で 44人死亡（戦後 5番目の大惨事）
•.東京ディズニーシー開園
•.大阪市でユニバーサルスタジオジャパン（USJ）が開園

•.アメリカ同時多発テロ事件が発生
•.米アップル社が「iPod」発売
•.アメリカでジョージ・ブッシュ大統領が就任

•.「水戸黄門」４代目に石坂浩二
•.サッカーくじ「toto」が発売
•.若い女性の間でミュールがブーム

2002年
（平成 14年）

（　　　）.
歳

•.小泉首相が北朝鮮を訪問、金正日が日本人拉致を公式に認める
•.北朝鮮拉致被害者 5人が 24年ぶりに帰国
•.FIFA 日韓ワールドカップ視聴率 66.1％
•.公立学校が完全週 5日制に

•.日韓共催でサッカーワールドカップ開催
•.バリ島で爆弾テロ
•.イングランドのサッカー選手ベッカムブーム

•.ソフトモヒカンヘアが流行
•.「ハリー・ポッターと賢者の石」ほかシリーズ全 3作
品ベストセラー
•.フジテレビの昼ドラ「真珠夫人」が流行語に

2003年
（平成 15年）

（　　　）.
歳

•.第 65代横綱貴乃花が引退、朝青龍が第 68代横綱に昇進
•.地上デジタルテレビ放送が東京、大阪、名古屋で放送開始
•.六本木ヒルズがオープン
•.インフルエンザ大流行 (3年ぶり )
•.オレオレ詐欺が横行

•.アメリカ、イギリスによるイラク侵攻作戦開始（イ
ラク戦争開戦）
•.カリフォルニア州知事に俳優アーノルド・シュワル
ツェネッガーが当選

•.バラエティ番組「エンタの神様」が話題に
•.任天堂ファミコン生産打ち切り
•.カメラ付携帯がヒット

2004年
（平成 16年）

（　　　）.
歳

•.政治家の年金未納問題が相次いで発覚
•.アテネオリンピック、メダル獲得が史上最高の 37個（金 16、銀 9、
銅 12）
•.新潟県中越地震で死者 68人
•.新紙幣発行（1万円札は福澤諭吉、5千円札は樋口一葉、千円札は野口
英世）

•.スマトラ沖地震
•.スペイン列車爆発
•.アメリカでの狂牛病発生に伴う米国産牛肉の輸入が停止

•.韓国ドラマ「冬のソナタ」が大人気、ヨン様フィーバー
•.映画「世界の中心で、愛を叫ぶ」が話題に
•.「マツケンサンバ」がヒット

2005年
（平成 17年）

（　　　）.
歳

•.JR 福知山線脱線事故、死者 107人と JR 史上最悪の鉄道事故
•.姉歯建築設計事務所による耐震強度偽装事件が発覚
•.日本の人口が 1899年の統計開始以来初の自然減
•.燃油サーチャージが導入

•.パキスタンでＭ 7.6 の地震
•.ロンドンで同時爆破テロ
•.ベネズエラ西部で旅客機が墜落

•.ウェブ上で日記が公開できるブログが話題
•.携帯電話人口普及率 68.1%
•.ドラえもんの声優が一斉交代

2006年
（平成 18年）

（　　　）.
歳

•.ライブドア事件で家宅捜査、堀江社長ほか 4人を逮捕
•.後期高齢者医療制度強行採決
•.トリノ冬季五輪でフィギュア.スケート荒川静香が金メダル
•.サッカー.中田英寿が現役引退

•.第 1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）
が開幕
•.サダム・フセイン元大統領を処刑
•.北朝鮮が初の核実験を実施

•.任天堂が家庭用ゲーム機「Wii」発売
•.SNS のミクシィが大流行
•.メタボリックシンドロームが話題に

2007年
（平成 19年）

（　　　）.
歳

•.松岡農水相が自殺など、安部政権は 10ヶ月で 4閣僚が交代
•.消えた年金問題発覚
•.参院選で民主党が大勝し与野党逆転、ねじれ国会に
•.第 1回東京マラソンが開催

•.原油価格が大高騰
•.第 2回.東アジアサミットが開催
•.米アップル社製のスマートフォン「iPhone」が発売

•.「ZARD」ボーカルの坂井泉水が転落死
•.ダイエットプログラム「ビリーズブートキャンプ」が
大ヒット
•.おふくろさん騒動

2008年
（平成 20年）

（　　　）.
歳

•.赤坂サカス開業
•.松下電器産業が社名をパナソニック株式会社に変更
•.後部座席シートベルト着用の義務化
•.女子ソフトが北京五輪で金メダル

•.北京で夏季オリンピックが開催
•.アメリカ大統領選挙でオバマ（民主党）候補が圧勝
•.Google がストリートビュー開始

•.NTT ドコモが PHS サービスを終了
•.スタジオジブリ作品映画「崖の上のポニョ」が大ヒット
•.タレント飯島愛が急死

2009年
（平成 21年）

（　　　）.
歳

•.鹿児島の桜島が爆発的噴火
•.ETC休日特別割引（1000円）が開始
•.裁判員制度が開始される

•.オバマ氏、第 44代米大統領に就任
•.サモア諸島、インドネシアで相次いで大地震発生
•.新型インフルエンザが全世界で大流行

•.マイケル・ジャクソンが死去
•.タレント酒井法子が覚せい剤取締法違反（所持）の
容疑で逮捕
•.ダウンタウン松本人志がオメデタ婚
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

2010年
（平成 22年）

（　　　）.
歳

•.たばこの大幅値上げ
•.成田スカイアクセス（成田空港線）の開業
•.羽田空港が 32年ぶり国際定期便を再開
•.横綱.朝青龍が引退

•.南アフリカで.FIFA ワールドカップが開催、日本ベス
ト 16に
•.チリ鉱山事故、生き埋めの 33人の生存が確認される

•.会いにいけるアイドルとしてAKB48が大人気
•.つぶやきを投稿できる Twitter が大ブームに
•.よりリアルな世界を体感できる 3D映画上映開始

2011年
（平成 23年）

（　　　）.
歳

•.東日本大震災
•.FIFA 女子ワールドカップで「なでしこジャパン」が世界一に
•.テレビ放送が地上デジタルに移行
•.歴史的円高（一時、1ドル＝ 75円 32銭に）

•.アメリカ、ウサマビンラディンを殺害
•.アメリカのアップル社のスティーブジョブズ会長が
死去
•.イギリスのウィリアム王子がキャサリン妃と結婚

•.新たなコミュニティツールとして、Facebook や
LINE が大流行
•.島田紳助、暴力団との黒いつながりで芸能界引退
•.女優.沢尻エリカが芸能活動本格復帰

2012年
（平成 24年）

（　　　）.
歳

•.東京都墨田区に東京スカイツリー開業
•.プロ野球.松井秀喜選手が現役引退
•.金環日食が観測される
•.歌舞伎役者.中村勘三郎が食道がんで急逝

•.ロンドンで夏季オリンピックが開催
•.歌手.ホイットニー・ヒューストンが死去
•.北朝鮮で金正恩氏がトップに正式就任

•.EXILE のリーダーHIROと女優.上戸彩が結婚
•.女優.森光子死去
•.歌手.郷ひろみが 24歳年下の一般女性と再々婚

2013年
（平成 25年）

（　　　）.
歳

•.新歌舞伎座が開場
•.猛暑で国内最高気温 41度を高知県で記録
•.富士山が世界文化遺産に決定
•.2020 年夏季オリンピック、パラリンピックの開催地が東京に決定

•.イギリスの王子の妻キャサリン妃が男児出産
•.中国で大気汚染（PM2.5）による濃霧発生
•.猛烈な台風がフィリピンを直撃

•.TBS ドラマ「半沢直樹」が大ヒット
•.NHK連続テレビ小説「あまちゃん」が大ヒット
•.俳優.三国連太郎が死去

2014年
（平成 26年）

（　　　）.
歳

•.消費税 8％に
•.大阪に日本一の超高層ビル「あべのハルカス」完成、地上 300m
•.各地で記録的集中豪雨、また観測史上 1位となる記録的な大雪も
•.戦後最悪の火山災害、御嶽山噴火

•.西アフリカでエボラ出血熱の感染拡大
•.ブラジルで FIFA ワールドカップが開催
•.プロテニスプレーヤー.錦織圭が全米オープンで準優勝

•.「笑っていいとも！」が放送終了に
•.ディズニー映画「アナと雪の女王」が大ヒット、子
供から大人までアナ雪ブームに

2015年
（平成 27年）

（　　　）.
歳

•.北陸新幹線が開業
•.ラグビーワールドカップで日本 3勝
•.マイナンバー制度が制定
•.安全保障関連法が成立

•.国際サッカー連盟（FIFA）で汚職疑惑
•.パリで同時多発テロが発生
•.慰安婦問題で日韓が合意

•.お笑い芸人の又吉直樹が芥川賞を受賞
•.俳優.福山雅治と女優.吹石一恵が結婚
•.漫画家.水木しげる死去
•.女優.川島なお美急逝

2016年
（平成 28年）

（　　　）.
歳

•.電機大手初の外資傘下、シャープ鴻海入り決定
•.伊勢志摩サミット開催
•.マイナンバー制度施行

•.リオデジャネイロ五輪開催
•.米大統領選でトランプ氏勝利
•.ボブ・ディラン氏にノーベル文学賞

•.箱根駅伝、青学大が完全優勝
•.ポケモンＧＯ、日本登場
•.映画「君の名は。」大ヒット

2017年
（平成 29年）

（　　　）.
歳

•.浅田真央引退
•.将棋・藤井四段、公式戦 29連勝の新記録
•.陸上 100m走の桐生祥秀が日本選手初の 9秒台

•.メキシコ国境に壁建設＝トランプ氏、大統領令に署名
•.金正男氏殺害
•.史上最年少の 39歳、仏大統領マクロン氏勝利

•.ブルゾンちえみが大ブレーク
•.流行語「インスタ映え」「忖度」「○○ファースト」など
•.フリーアナウンサー　小林麻央さん死去

2018年
（平成 30年）

（　　　）.
歳

•.アイススケート羽生選手に国民栄誉賞
•.日産ゴーン会長を逮捕
•.東京都中央区の築地市場が 83年の歴史に幕

•.平昌冬季五輪が開幕
•.米朝首脳、史上初の会談
•.テニス女子、大坂なおみが全米オープン優勝

•.安室奈美恵さん引退
•.是枝監督「万引き家族」がカンヌ最高賞パルムドール
受賞
•.漫画家　さくらももこさん死去

2019年
（平成 31年）

（　　　）.
歳

•.レスリング女子、吉田沙保里が引退表明
•.陸上男子 100メートル、サニブラウン日本新の 9秒 97
•.消費税率 10%に引き上げ

•.タイガーウッズ、14年ぶり5度目のマスターズゴルフ
優勝
•.米大統領、初の北朝鮮入り
•.全英女子ゴルフ、20歳渋野がメジャー制覇

•.小泉進次郎氏と滝川クリステルさん結婚
•.闇営業騒動、吉本興業芸人らが謹慎処分
•.ジャニー喜多川社長が死去
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年号 年齢 国内ニュース 海外ニュース 芸能（エンタメ）ニュース

2010年
（平成 22年）

（　　　）.
歳

•.たばこの大幅値上げ
•.成田スカイアクセス（成田空港線）の開業
•.羽田空港が 32年ぶり国際定期便を再開
•.横綱.朝青龍が引退

•.南アフリカで.FIFA ワールドカップが開催、日本ベス
ト 16に
•.チリ鉱山事故、生き埋めの 33人の生存が確認される

•.会いにいけるアイドルとしてAKB48が大人気
•.つぶやきを投稿できる Twitter が大ブームに
•.よりリアルな世界を体感できる 3D映画上映開始

2011年
（平成 23年）

（　　　）.
歳

•.東日本大震災
•.FIFA 女子ワールドカップで「なでしこジャパン」が世界一に
•.テレビ放送が地上デジタルに移行
•.歴史的円高（一時、1ドル＝ 75円 32銭に）

•.アメリカ、ウサマビンラディンを殺害
•.アメリカのアップル社のスティーブジョブズ会長が
死去
•.イギリスのウィリアム王子がキャサリン妃と結婚

•.新たなコミュニティツールとして、Facebook や
LINE が大流行
•.島田紳助、暴力団との黒いつながりで芸能界引退
•.女優.沢尻エリカが芸能活動本格復帰

2012年
（平成 24年）

（　　　）.
歳

•.東京都墨田区に東京スカイツリー開業
•.プロ野球.松井秀喜選手が現役引退
•.金環日食が観測される
•.歌舞伎役者.中村勘三郎が食道がんで急逝

•.ロンドンで夏季オリンピックが開催
•.歌手.ホイットニー・ヒューストンが死去
•.北朝鮮で金正恩氏がトップに正式就任

•.EXILE のリーダーHIROと女優.上戸彩が結婚
•.女優.森光子死去
•.歌手.郷ひろみが 24歳年下の一般女性と再々婚

2013年
（平成 25年）

（　　　）.
歳

•.新歌舞伎座が開場
•.猛暑で国内最高気温 41度を高知県で記録
•.富士山が世界文化遺産に決定
•.2020 年夏季オリンピック、パラリンピックの開催地が東京に決定

•.イギリスの王子の妻キャサリン妃が男児出産
•.中国で大気汚染（PM2.5）による濃霧発生
•.猛烈な台風がフィリピンを直撃

•.TBS ドラマ「半沢直樹」が大ヒット
•.NHK連続テレビ小説「あまちゃん」が大ヒット
•.俳優.三国連太郎が死去

2014年
（平成 26年）

（　　　）.
歳

•.消費税 8％に
•.大阪に日本一の超高層ビル「あべのハルカス」完成、地上 300m
•.各地で記録的集中豪雨、また観測史上 1位となる記録的な大雪も
•.戦後最悪の火山災害、御嶽山噴火

•.西アフリカでエボラ出血熱の感染拡大
•.ブラジルで FIFA ワールドカップが開催
•.プロテニスプレーヤー.錦織圭が全米オープンで準優勝

•.「笑っていいとも！」が放送終了に
•.ディズニー映画「アナと雪の女王」が大ヒット、子
供から大人までアナ雪ブームに

2015年
（平成 27年）

（　　　）.
歳

•.北陸新幹線が開業
•.ラグビーワールドカップで日本 3勝
•.マイナンバー制度が制定
•.安全保障関連法が成立

•.国際サッカー連盟（FIFA）で汚職疑惑
•.パリで同時多発テロが発生
•.慰安婦問題で日韓が合意

•.お笑い芸人の又吉直樹が芥川賞を受賞
•.俳優.福山雅治と女優.吹石一恵が結婚
•.漫画家.水木しげる死去
•.女優.川島なお美急逝

2016年
（平成 28年）

（　　　）.
歳

•.電機大手初の外資傘下、シャープ鴻海入り決定
•.伊勢志摩サミット開催
•.マイナンバー制度施行

•.リオデジャネイロ五輪開催
•.米大統領選でトランプ氏勝利
•.ボブ・ディラン氏にノーベル文学賞

•.箱根駅伝、青学大が完全優勝
•.ポケモンＧＯ、日本登場
•.映画「君の名は。」大ヒット

2017年
（平成 29年）

（　　　）.
歳

•.浅田真央引退
•.将棋・藤井四段、公式戦 29連勝の新記録
•.陸上 100m走の桐生祥秀が日本選手初の 9秒台

•.メキシコ国境に壁建設＝トランプ氏、大統領令に署名
•.金正男氏殺害
•.史上最年少の 39歳、仏大統領マクロン氏勝利

•.ブルゾンちえみが大ブレーク
•.流行語「インスタ映え」「忖度」「○○ファースト」など
•.フリーアナウンサー　小林麻央さん死去

2018年
（平成 30年）

（　　　）.
歳

•.アイススケート羽生選手に国民栄誉賞
•.日産ゴーン会長を逮捕
•.東京都中央区の築地市場が 83年の歴史に幕

•.平昌冬季五輪が開幕
•.米朝首脳、史上初の会談
•.テニス女子、大坂なおみが全米オープン優勝

•.安室奈美恵さん引退
•.是枝監督「万引き家族」がカンヌ最高賞パルムドール
受賞
•.漫画家　さくらももこさん死去

2019年
（平成 31年）

（　　　）.
歳

•.レスリング女子、吉田沙保里が引退表明
•.陸上男子 100メートル、サニブラウン日本新の 9秒 97
•.消費税率 10%に引き上げ

•.タイガーウッズ、14年ぶり5度目のマスターズゴルフ
優勝
•.米大統領、初の北朝鮮入り
•.全英女子ゴルフ、20歳渋野がメジャー制覇

•.小泉進次郎氏と滝川クリステルさん結婚
•.闇営業騒動、吉本興業芸人らが謹慎処分
•.ジャニー喜多川社長が死去
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わた史
時事ニュースを読みながらご自身の歴史を振り返ることができましたか？
ここにはお誕生から現在まで、どこに住んでいたのか、何を学んだのか、どんな趣味があったのか、
どんなペットがいたのかなど、気の向くままに書いてみてください。
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事務所ご紹介

. 所.在.地：〒107-0062　東京都港区南青山 6-13-5 ポルトポヌール 302号室

. 電話番号：03-3486-7276

. Ｆ Ａ Ｘ：03-3486-7217

. メールアドレス：info@w-shisanzei.com

―.アクセスマップ.―

青山学院

青山
通り

骨董通り

出口B3

表
参
道
駅

根津
美術館

ポルトポヌール
302号

ローソン

六本木通りへ ➡

青南
小学校

ハンティング
ワールド

小原流会館

マックス
マーラ

南青山五丁目
交差点

南青山六丁目
交差点

・東京メトロ半蔵門線・千代田線・銀座線「表参道駅」から徒歩 9分
・駐車場もございます。事前にご連絡ください。.

●事務所名：渡辺資産税税理士事務所・行政書士事務所
●所長名　：渡辺由紀子（税理士行政書士・東京税理士会麻布支部
. . . . 東京都行政書士会港支部所属）
●モットー：親切・丁寧
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