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西暦 和暦 政治、経済、社会の出来事

1945 昭和20
広島・長崎原爆、連合軍総司令部（ＧＨＱ）横浜に設置、連合軍最高司令官マッ
カーサー到着・降伏文書調印、15財閥の資産凍結・解体、政治的・民事的・宗教
的自由に対する制限撤廃、国家と神道の分離、第一回宝くじ発売

1946 昭和21
天皇人間宣言、公娼制度廃止、財閥解体開始、極東国際軍事裁判（東京裁判）開
廷、第一次吉田茂内閣成立、日本国憲法公布、食料デモ、経済安定本部発足、傾
斜生産方式決定、南海道大地震

1947 昭和22
学校給食開始、新憲法施行、片山哲内閣成立、6・3・3学制発足、初の経済白
書、最高裁判所発足、浅間山大爆発、11宮家51人の皇籍離脱を決定、内務省解体

1948 昭和23
帝銀事件、芦田均内閣成立、NHKのど自慢開始、海上保安庁設置、昭電疑獄、福
井震災、警視庁110番設置、第二次吉田内閣成立、極東軍事裁判所判決、ＧＨＱ
経済安定９原則指令

1949 昭和24

家庭裁判所発足、ドッジライン提示、東京消防庁119番設置、通商産業省発足、
国鉄・専売公社発足、JIS規格誕生、国鉄人員整理、下山事件、三鷹事件、松川
事件、税制に関するシャウブ勧告、湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞、１ドル＝
360円の単一為替レート、東西ドイツ成立、中華人民共和国成立

1950 昭和25
年齢の表記・呼称が満年齢に変更、公職選挙法公布、警視庁モンタージュ写真導
入、朝鮮戦争勃発、特需ブーム、警察予備隊創設

1951 昭和26
第1回ＮＨＫ紅白歌合戦放送、三原山大爆発、国電桜木町事件、ユネスコ正式加
盟、電力事業再編成９電力会社設立、サンフランシスコ対日講和条約締結、日米
安全保障条約締結

1952 昭和27

韓国李承晩ライン設定、白鳥事件、十勝沖地震、琉球政府発足、日航機もく星号
大島三原山墜落、鳥取市大火、血のメーデー、破壊活動防止法公布、安保条約に
基づく日米行政協定調印、日中貿易協定調印、日本・インドネシア通商協定調
印、生きた化石シーラカンス発見

1953 昭和28
ＮＨＫテレビ放送開始、スターリン死去、株暴落、国会バカヤロー解散、中国か
ら引き揚げ開始、遺伝子ＤＮＡの二重螺旋構造模型発表、阿蘇山爆発、赤色公衆
電話登場、朝鮮休戦協定調印、日米友好通商航海条約調印、奄美群島返還

1954 昭和29
ビキニでの米水爆実験・第五福竜丸被爆、青函連絡船洞爺丸沈没、特撮映画ゴジ
ラ封切、日米相互防衛援助協定調印、自衛隊・防衛庁発足、鳩山一郎内閣成立

1955 昭和30

宇高連絡船紫雲丸と貨物船が衝突、ヘレン・ケラー来日、日本住宅公団（現・都
市再生機構）発足、インドネシアのバンドンでアジア・アフリカ会議開催、ＧＡ
ＴＴ正式加入、通産省が四日市・岩国・徳山の旧海軍燃料廠払い下げ決定、森永
ヒ素ミルク中毒事件、初のトランジスタラジオ発売、経済自立五カ年計画閣議決
定、経済企画庁発足

1956 昭和31
医薬分業制度実施、石原慎太郎「太陽の季節」、売春防止法公布、気象庁発足、
経済白書「もはや戦後ではない」、日本橋白木屋にエスカレーター設置、日ソ国
交回復・共同宣言、日本が国連に加盟、科学技術庁発足、石橋湛山内閣成立

1957 昭和32

南極予備観測隊オングル島上陸開始・昭和基地開設、岸信介内閣成立、瀬戸内海
で第五北川丸座礁転覆、小河内ダム貯水開始、国産ロケット第1号の発射成功、
ソ連が人工衛星打ち上げに成功、日英・日豪・通商協定調印、日ソ通商航海条約
調印、ＦＭ放送開始

1958 昭和33
国連安保理事会の非常任理事国入り、紀州沖で南海丸沈没、関門海底国道トンネ
ル開通、国立競技場完成、阿蘇山大爆発、東京～神戸間に特急こだま号運転開
始、米人工衛星１号打ち上げ成功、東京タワー完成、インスタントラーメン発売

1959 昭和34
メートル法施行、南極観測隊置き去りのカラフト犬無事確認、黒部トンネル開
通、最低賃金法公布、国民年金法公布、ソ連ルナ２号月面着陸に成功、伊勢湾台
風、国民年金制度発足、岩戸景気、皇太子結婚、ドル為替市場の自由化決定

1960 昭和35
夕張炭坑爆発、日米安保条約改定、チリ地震で太平洋岸に津波来襲、貿易為替自
由化計画大綱、カラーテレビ本放送開始、福岡・豊川炭坑で水没事故、浅沼稲次
郎社会党委員長刺殺、国民所得倍増計画閣議決定

1961 昭和36
ソ連人工衛星地球一周有人飛行に成功、独ベルリンの壁構築、貿易自由化繰り上
げ閣議決定、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）発足、ソ連有人宇宙船初の打ち上げ

1962 昭和37

東京都人口１千万人突破、三河島列車衝突事故、サリドマイド系睡眠薬販売停
止、北陸トンネル開通、北海道十勝岳噴火、堀江謙一ヨットで太平洋単独横断成
功、三宅島雄山22年ぶり噴火、全国総合開発計画決定、国産旅客機ＹＳ11の初飛
行成功、キューバ危機、日本初自動車専用道路首都高速1号線開通
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西暦 和暦 政治、経済、社会の出来事

1963 昭和38
交通違反切符制を採用、日本初横断歩道橋完成、黒四ダム完成、沖縄離島航路み
どり丸転覆、八丈富士山腹で藤田航空機衝突、三井三川鉱で炭塵爆発、日ソ貿易
協定調印、ＧＡＴＴ11条国へ移行、米ケネディ大統領暗殺

1964 昭和39

海外旅行の自由化、東京町田市商店街に米軍機墜落、ＩＭＦ８条国へ移行、ＯＥ
ＣＤに正式加盟、新潟大地震、神奈川県大和市に米軍機墜落、富士山頂に気象
レーダー完成、東海道新幹線営業開始、東京オリンピック、佐藤栄作内閣成立、
家庭用ビデオテープレコーダー発売

1965 昭和40

米北爆開始・ベトナム戦争激化、北炭夕張炭坑でガス爆発、イリオモテヤマネコ
発見、ソ連初の宇宙遊泳に成功、福岡県山野炭坑でガス爆発、日韓基本条約ほか
関係４協定調印、松代群発地震、国鉄みどりの窓口開設、中国で文化大革命はじ
まるＩＬＯ87号条約批准、東海発電所で営業用原子力発電に成功、朝永振一郎
ノーベル物理学賞受賞

1966 昭和41

ソ連無人探査機月面軟着陸成功、戦後初の赤字国債発行、全日空ボーイング727
羽田沖墜落、カナダ航空ＤＣ8羽田空港防潮埋に衝突炎上、ＢＯＡＣボーイング
707富士山上空で空中分解、総人口1億人突破、ビートルズ日本公演、政界の黒い
霧事件、全日空ＹＳ－11松山空港沖で墜落、日ソ航空協定調印

1967 昭和42
佐藤首相現職初の韓国訪問、経済社会発展計画閣議決定、第一次貿易自由化、第
３次中東戦争勃発、ＥＣ（欧州共同体）発足、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連
合）結成、人口一億人突破

1968 昭和43

金嬉老事件、えびの地震、十勝沖地震、文化庁発足、小笠原諸島日本復帰、交通
反則通告制度開始、郵便番号制開始、ＯＡＰＥＣ（アラブ石油輸出国機構）結
成、ソ連軍のチェコ侵入、日本初の心臓移植手術、新宿駅騒乱に騒乱罪適用、東
京都府中で三億円事件、川端康成ノーベル文学賞受賞、国民総生産（ＧＮＰ）世
界第２位

1969 昭和44
ソ連有人宇宙船宇宙ドッキングに成功、東名高速道路全線開通、新全国総合開発
計画決定、米アポロ11号月面着陸、厚生省チクロ使用禁止、原子力船むつ浸水、
住友銀行日本初自動支払機設置

1970 昭和45

東大宇宙研、国産初人工衛星おおすみの打ち上げ成功、大阪万博、赤軍派が日航
機よど号ハイジャック、大阪・天六駅でガス爆発、日立製作所ＬＳＩ（大規模集
積回路）開発、日本山岳会エベレスト初登頂、東京銀座などで歩行者天国実施、
三島由紀夫・楯の会が自衛隊東部方面総監部乱入・割腹自殺、北海道三井砂川鉱
でガス爆発、新経済社会発展計画決定、米ニクソン大統領が議会に初の環境報告
提出、中国で林彪事件

1971 昭和46

沖縄返還協定調印、環境庁発足、東亜国内航空ぽんだい号函館郊外横津岳に墜
落、岩手県雫石上空で全日空機と自衛隊機が空中衝突、米金ドル交換一時停止
（ニクソンショック）、ＮＨＫ総合テレビのカラー化、近鉄大阪線総谷トンネル
で特急電車が正面衝突、スミソニアン会議で外国間通貨調整合意（１ドル308
円）

1972 昭和47

グァム島で横井庄一元軍曹発見、札幌冬季オリンピック、連合赤軍浅間山荘事
件、山陽新幹線開業、奈良県・高松塚古墳発掘・壁画発見、大阪・千日デパート
ビル火災、沖縄本土復帰・沖縄県発足、初の環境自書発表、田中角栄日本列島改
造論発表、第一次田中角栄内閣成立、日航機インド・ニューデリーで墜落、日中
国交正常化、日航機モスクワで墜落

1973 昭和48

70歳以上の老人医療が無料に、ベトナム和平協定調印、浅間山大噴火、国際通貨
危機再燃、金大中事件、第四次中東戦争、イスラエル支援国に対する石油輸出停
止、トイレットペーパーパニック、江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞、各地で買
い溜め騒ぎモノ不足騒動、資源エネルギー庁発足、関門橋開通、熊本・大洋デ
パート火災

1974 昭和49

鳥海山噴火、ルバング島で小野田寛郎元少尉救出、春闘賃上げ平均32.9％、伊豆
半島沖地震、東京丸の内で三菱重工ビル爆破事件、米ウォーターゲート事件ニク
ソン大統領辞任、ＯＥＣＤ環境会議、佐藤栄作ノーベル元首相平和賞受賞、日中
貿易協定調印、国土庁発足、三木武夫内閣成立

1975 昭和50

山陽新幹線の岡山－博多間開業、ベトナム戦争終結、日本女子登山隊エベレスト
初登頂、沖縄国際海洋博、日本赤軍がクアラルンプールで米・スウェーデン両大
使館占拠、第1回先進国首脳会議（サミット）仏・ランブイエ城で開催、公労協
スト権ストで国鉄全面ストップ
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西暦 和暦 政治、経済、社会の出来事

1976 昭和51

鹿児島で五つ子誕生、ロッキード事件田中前首相逮捕、初の実用衛星うめ打ち上
げ成功、植村直己北極圏単独犬ゾリ横断達成、田中角栄前首相逮捕、伊豆直下地
震、日本ビクターＶＨＳビデオ発売、福田越夫内閣成立、毛沢東中国主席死去、
中国四人組逮捕、南北ベトナム統一

1977 昭和52
第三次全国総合開発計画（三全総）決定、大学入試センター発足、初の静止気象
衛星ひまわり打ち上げ、北海道・有珠山噴火、日本赤軍が日航機をハイジャッ
ク、大蔵省発表外貨準備高史上最高の196億ドル、円高最高値１ドル＝240円

1978 昭和53

総理府初の婦人自書発表、伊豆大島近海地震、植村直己が犬ぞり単独行で北極点
到達、成田（新東京国際）空港開港、宮城県沖地震、世界初の試験管ベビー英で
誕生、日中和平友好条約調印、円高最高値１ドル＝175円50銭、第一次大平正芳
内閣成立

1979 昭和54

初の共通一次試験実施、第二次石油ショック、米スリーマイル島で原子力発電事
故、北海道・三菱大夕張鉱業所でガス爆発、元号法成立、第５回主要先進国首脳
会議（東京サミット）開催、ソニーウォークマン発売、阿蘇山中岳爆発、韓国朴
正熙大統領射殺、木曽御嶽山有史以来の噴火、新経済社会七カ年計画決定、サッ
チャー英首相就任

1980 昭和55
気象庁東京地方で降水確率予報を開始、鈴木善幸内閣成立、行政改革大綱、新宿
バス放火事件、川治プリンスホテル火災、イラン・イラク戦争勃発、ビートルズ
のジョン・レノン射殺、韓国光州事件

1981 昭和56
米ロナルド・レーガンが大統領に就任、マザー・テレサ来日、北炭夕張新鉱でガ
ス突出事故、第二次臨時行政調査会発足、福井謙一ノーベル化学賞受賞、米ス
ペースシャトル初打ち上げ成功

1982 昭和57

ホテルニュージャパンで火災、日航機羽田沖で墜落、1000年ぶり九惑星による惑
星直列現象、ペットボトル誕生、フォークランド紛争勃発、東北新幹線（大宮～
盛岡間）開業、上越新幹線（大宮～新潟間）開業、電電公社初のカード式公衆電
話を設置

1983 昭和58
東京ディズニーランド開業、日本海中部地震、任天堂ファミリーコンピュータ発
売、フィリピンのアキノ元上院議員暗殺、ソ連が大韓航空機を撃墜、三宅島雄山
大噴火、ロッキード事件で田中前首相に実刑判決（即控訴）

1984 昭和59

三井三池鉱業所有明鉱で抗内火災、植村直己マッキンリーの冬季単独登頂成功、
江崎グリコ社長誘拐、グリコ毒物混入脅迫で販売中止、衛星放送開始、我が国で
初のエイズ患者、アフリカの飢餓拡大、東京都世田谷通信ケーブル火災でオンラ
イン中止、ＮＨＫ衛星テレビ放送開始、印ガンジー首相暗殺

1985 昭和60

東京両国の新国技館落成、ゴルバチョフソ連共産党書記長に就任、筑波科学万博
開催、電電・専売公社の民営化、政府が市場開放策決定、北海道夕張炭抗ガス爆
発、大鳴門橋開通、金ペーパー商法豊田商事永野一男会長刺殺、群馬県御巣鷹の
尾根で日航機墜落、奈良県斑鳩町藤ノ木古墳で朱塗り家形石棺発見、木簡1082点
が奈良県明日香村で発掘、メキシコ大地震

1986 昭和61

米スペースシャトル・チャレンジャー爆発、フィリピンでアキノ政権誕生、ソ連
チェルノブイリ原発事故、東京サミット開催、ハレー彗星接近、男女雇用機会均
等法施行、伊豆大島で三原山噴火、軽量飛行機ボイジャー無着陸世界一周成功、
円高最高値１ドル＝152円55銭

1987 昭和62

九州中心に西日本一帯にM6.9の地震、国鉄分割民営化、朝日新聞阪神支局に覆面
男侵入散弾銃発射記者２人死傷、男女そろって世界最高水準の長寿国に、世界の
人口が50億人を突破、利根川進ノーベル医学生理学賞受賞、米ニューヨーク株式
暴落（ブラックマンデー）、竹下登内閣発足

1988 昭和63
青函トンネル開通・ＪＲ海峡線運転開始、東京ドーム完成、瀬戸大橋開通、海上
自衛隊潜水艦なだしおと遊漁船第一富士丸が東京湾浦賀水道で衝突、日本初コン
ピュータ・ウイルスの侵入発覚、円高最高値１ドル＝120円45銭

1989 平成元
昭和天皇崩御、米ブッシュ41大統領就任、佐賀県吉野ヶ里遺跡で銅剣・ガラス製
管玉など発掘、消費税３％課税実施、中国天安門事件、第１回ＡＰＥＣ（アジア
太平洋経済協力会議）開催、独ベルリンの壁撤去、海部俊樹内閣発足

1990 平成 2
大学入試センター第1回試験実施、イラク軍がクウェートに侵攻・国家統合宣
言、バブル崩壊のはじまり、東西ドイツ統一、雲仙・普賢岳が約200年ぶりに噴
火、ポーランド大統領選で連帯のワレサ議長が圧勝
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1991 平成 3

東京23区の市内局番が4桁に、湾岸戦争、滋賀県信楽高原鉄道で列車衝突事故、
雲仙・普賢岳で大火砕流発生、ゴルバチョフ大統領辞任、ソ連ロシア共和国大統
領にエリツィンが就任、米ソが戦略兵器削減条約（START)調印、宮沢喜一内閣発
足、ソ連消滅

1992 平成 4
東海道新幹線にのぞみ登場、ブラジルリオデジャネイロで地球サミット開催、佐
川急便事件、ＰＫＯ（国連平和維持活動）自衛隊カンボジア派遣、学校週５日制
開始、山形新幹線開業、天皇・皇后が初の中国訪問

1993 平成 5

ＥＵ12か国単一市場発足、化学兵器禁止条約に130カ国が調印、北朝鮮核不拡散
条約（NPT）から脱退表明、中国江沢民総書記が国家主席に就任、皇太子結婚、
細川護熙連立内閣発足、土井たか子衆議院議長就任、米クリントン大統領就任、
東京サミット開催、北海道南西沖地震、コメ凶作20万トン緊急輸入

1994 平成 6

中華航空機が名古屋空港で着陸に失敗、製造物責任（PL）法成立、１ドル＝100
円を突破99円台、英仏海峡トンネル（ユーロトンネル）開業、松本サリン事件、
関西国際空港開港、北海道東方沖地震、３党連立村山富一内閣発足、北朝鮮金日
成国家主席死去、大江健三郎ノーベル文学賞受賞

1995 平成 7

ＷＴＯ（世界貿易機関）発足、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、地方分権
推進法が成立、１ドル＝79円75銭の史上最高値、日銀公定歩合年0.5％史上最低
値、コメの生産・流通・販売原則自由化、大阪でセアカゴケグモ発見、ＡＳＥＡ
Ｎ７カ国とラオス・カンボジア・ミャンマーが東南アジア非核地帯条約に調印

1996 平成 8
大手スーパー各社が元日営業開始、橋本龍太郎内閣成立、石油製品の輸入自由
化、O－157食中毒発生腸管出血性大腸菌感染症を伝染病に指定、衆議院選挙で小
選挙区比例代表制を採用、ペルー日本大使館を武装ゲリラが占拠

1997 平成 9

露タンカー沈没日本海沿岸油濁被害、英で初のクローン羊誕生、中国最高実力者
の鄧小平死去、秋田新幹線開業、消費税率３％→５％、香港が英から中国に返
還、北海道拓殖銀行経営破綻、山一証券自主廃業決定、COP3京都議定書採択、東
京湾横断道路（アクアライン）開通、アジア通貨危機

1998 平成10
明石海峡大橋開通、韓国金大中大統領就任、大手銀行不良債権処理に公的資金投
入、欧州通貨統合決定、インドネシアで民主化暴動、長野冬季オリンピック、北
朝鮮新型ミサイル発射実験

1999 平成11

ＥＵ単一通貨「ユーロ」が11カ国に導入・英は導入せず、３党連立小渕恵三内閣
発足、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法律が成立、通信傍受（盗聴）法と改
正住民基本台帳法が成立、世界人口が60億を突破、マカオがポルトガルから中国
に返還、パナマ運河が米国からパナマに返還

2000 平成12

太田房江大阪府知事誕生、国会で初の党首討論開催、露プーチン大統領就任、北
海道有珠山噴火、介護保険制度開始、小渕首相死去、森喜朗連立内閣発足、伊豆
諸島三宅島雄山噴火、2000円札発行、白川英樹ノーベル化学賞受賞、ストーカー
規制法施行、ＢＳ（放送衛星）デジタル放送開始

2001 平成13
米ブッシュ43政権発足、米原子力潜水艦と実習船えひめ丸が衝突、小泉純一郎内
閣発足、米の景気悪化、米同時多発テロ事件、株価１万円割れ失業率５％超え不
況深刻化

2002 平成14

欧州12カ国で単一通貨「ユーロ」流通開始、ゆとり教育スタート、住民基本台帳
ネットワーク稼働、小泉首相が日本の首相として初めて北朝鮮訪問、北朝鮮拉致
被害者５人が帰国、中国胡錦濤総書記就任、東北新幹線盛岡－八戸間開業、小柴
昌俊がノーベル物理学賞受賞、田中耕一がノーベル化学賞受賞、韓国盧武鉉大統
領就任

2003 平成15

米スペースシャトル・コロンビアが大気圏再突入時に空中分解、韓国盧武鉉大統
領就任、中国胡錦濤国家主席就任、イラク戦争勃発、日本郵政公社発足、ヒトゲ
ノム解読完了、有事法制関連三法成立、住民基本台帳ネットワーク本格稼働、北
海道十勝沖地震、地上デジタル放送開始

2004 平成16
イラク南部サマワに陸上自衛隊派遣、スペイン・マドリードで列車爆破同時多発
テロ、ＥＵに旧東欧諸国加盟、東京都心史上最高の気温39.5度を記録、新潟県中
越地震、ＰＬＯアラファト議長死去、インドネシア・スマトラ沖でM9.0大地震

2005 平成17
京都議定書発効、中部国際空港開港、愛知万博開幕、ペイオフ全面解禁、ＪＲ宝
塚線脱線事故、クールビズ開始、ロンドン同時爆破テロ、耐震強度偽造事件

2006 平成18
ライブドア事件、村上ファンド事件、秋篠宮妃が親王出産、北朝鮮地下核実験、
第一次安倍晋三内閣発足、携帯電話の番号持ち運び制開始
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2007 平成19
防衛省発足、夕張市財政再建団体に正式移行、サブプライムローン問題顕在化、
新潟中越沖地震、郵政民営化開始、改正最低賃金法と労働契約法成立、ねんきん
特別便発送開始

2008 平成20

後期高齢者医療制度開始、中国四川省でM8.0大地震、アイヌ先住民族国会決議、
岩手・宮城内陸地震、北海道洞爺湖サミット、iPhone発売、米リーマン・ブラ
ザース経営破綻・メリルリンチ身売り・世界金融危機はじまり、南部陽一郎・小
林誠・益川敏英ノーベル物理学賞受賞、下村脩ノーベル化学賞受賞、米オバマ大
統領就任、東京・日比谷公園に年越し派遣村開設

2009 平成21
裁判員制度開始、新型インフルエンザ流行（パンデミック判定）、消費者庁発
足、オバマ米大統領ノーベル平和賞受賞、貧困率15.7％先進国中最大

2010 平成22

年金機構発足社会保険庁廃止、ハイチでM7.0大地震、東京スカイツリー完成、宮
崎県で口蹄疫の牛確認、小惑星イトカワ探査機はやぶさ帰還、尖聞列島付近で中
国漁船が海上保安庁巡視船に衝突、中国、レアアース対日輸出禁止、鈴木章・根
岸英一、ノーベル化学賞受賞、東北新幹線新青森まで全線開通、中国がＧＤＰ世
界第２位へ

2011 平成23
民主化要求・アラブの春、ニュージーランドでM6.3地震、東日本大震災、原子力
緊急事態宣言発令、米オサマ・ビンラディン殺害、独脱原発法案可決、東日本で
電力使用制限令発動、タイ洪水で首都バンコク冠水

2012 平成24
金環日食、社会保障・税一体改革関連中心8法案成立、消費税率を10％まで段階
的引き上げ決定、韓国の李明博大統領が竹島上陸、尖閣諸島の土地を政府が購
入、山中伸弥ノーベル生理学・医学賞受賞、第二次安倍晋三内閣発足

2013 平成25
日銀が異次元の量的・質的緩和を決定、消費税率８％への引き上げ決定、ＴＰＰ
（環太平洋パートナーシップ協定）交渉参加表明、中国が尖閣諸島を含む防空識
別圏を設定、特定秘密保護法成立

2014 平成26
消費税８％開始、エボラ出血熱感染者拡大でWHOが緊急事態宣言、赤崎勇・天野
浩・中村修二ノーベル物理学賞受賞、御嶽山噴火、広島市北部で土砂災害、ウク
ライナ危機・露クリミア編入、マレーシア機の失踪・撃墜、STAP細胞騒動

2015 平成27

欧州難民危機、イスラム国による日本人拘束・殺害事件、パリ同時多発テロ、北
陸新幹線開業、石巻線全線運転再開、大村智ノーベル医学・生理学賞受賞、梶田
隆章ノーベル物理学賞受賞、東京都渋谷区が同性カップルに「パートナーシップ
証明書」発行、マンション杭データ偽装問題、ＴＰＰ大筋合意、マイナンバー法
施行、安保関連法成立

2016 平成28

イスラム国によるテロ頻発化、キューバの雪解け、熊本地震、パナマ文書の公
開、リオデジャネイロ五輪、ジカ熱流行、伊勢志摩サミット開催、バラク・オバ
マ大統領広島訪問、安倍首相真珠湾訪問、英ＥＵ離脱が国民投票で決定、地上ア
ナログ放送完全終了、相模原障害者施設殺傷事件

2017 平成29
ドナルド・トランプ米大統領就任、森友・加計問題、九州北部豪雨、日欧EPAで
貿易自由化、カズオ・イシグロ ノーベル文学賞受賞、米大統領「エルサレムは
首都」発言

2018 平成30
仮想通貨流出事件、、西日本豪雨、北海道胆振東部地震、沖縄県知事に玉城氏就
任、本庶佑ノーベル医学・生理学賞を受賞、日産カルロス・ゴーン氏逮捕、平冒
五輪、女子カーリング初のメダル獲得、安室奈美恵引退

2019
平成31
令和元

平成天皇生前退位、強制不妊救済法成立、京都アニメーション放火殺人事件、芸
能人闇営業問題、人工衛星「はやぶさ2」が2回のタッチダウンに成功、iPS細胞
による初の角膜移植、香港で反政府抗議活動、消費税10％開始、吉野彰ノーベル
化学賞受賞、国連気候変動サミットで16歳の環境活動家が演説、各地で台風・洪
水被害頻発、首里城火災、ローマ教皇38年振り来日
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