
   私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1915（大正 4）年＝       

明治維新後、日本政府は、不平等条約の解消を目標に富国強兵・殖産興業にまい進

します。平民身分となった人々は、自由と権利を求めて自由民権運動を繰り広げます。

太政官制度に代わって内閣制度が発足し、大日本帝国憲法が制定されました。公選の

衆議院と非公選の貴族院による帝国議会が発足し、天皇から下賜された「教育勅語」

に基づいて、国民に対して「天皇の臣民」としての教育が施されます。 

日清・日露戦争に勝利してアジアでの支配力を高めた日本は、1911 年、ついに関税

自主権の回復（不平等条約の撤廃）を果たします。1914 年に第一次世界大戦が始まる

と、日本には軍需品の注文が殺到しました。日英同盟に基づいて参戦した日本は、中

国（山東省）や太平洋（南洋諸島）での戦いにおいてドイツに勝利します。 

このような歴史の中で私の生まれた 1915 年は、中国山東省にドイツが有していた権

益等を、第一次世界大戦の戦果として確保するために、日本が、中国に対して、対華

21 ヶ条の要求を突き付けた年です。当時の中国東北部で実権を握っていた袁世凱は、

この要求を略承認します。中国国内での反日感情が高まりをみせます。 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1916（大正 5）年＝        

私の生まれた 1916 年は、長引く第一次世界大戦のため、ロシア国内で政府（ニコラ

イ 2 世の帝政ロシア）に対する批判の声が高まりつつあった頃です。翌年政権を握る

こととなるレーニンはスイスに亡命中でした。日本とロシア政府との間では、日本が

韓国を保護化すること、南満州は日本が支配し北満州はロシアが支配すること、など

の約束が交わされていたのですが、この年、袁世凱が死去した後の中国について、第

三国の支配下に置かれるのを防止する、という秘密協定が結ばれました。 

日本国内では、東京帝国大学教授の吉野作造によって「政治上一般民衆を重んじる

べし」という民本主義が発表されました。世界的なデモクラシーの風潮に、日本の護

憲運動が結び付き、閥族や官僚政治を批判する声が大きくなります。軍需景気の中で

労働者は劣悪な環境での労働を強いられていましたが、この年、工場法（1911 年公布）

がやっと施行され、15 歳未満の子供と女性に対する 12 時間を超えた労働が禁止とな

りました。「猿飛佐助」などの講談本が流行し、チャップリンの喜劇映画が人気を得ま

す。この年、アインシュタインが一般相対性理論を発表しました。 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1917（大正 6）年＝        

私の生まれた 1917 年は、ヨーロッパでの第一次世界大戦が膠着するなか、イギリス

から日本海軍の地中海への派遣要請を受けた年です。日本は、対ドイツ戦の戦功とし

て、中国山東省における旧ドイツ権益等（21 ヶ条の要求）をイギリスに認めさせた上

で派遣要請に応じます。この年、アメリカが連合国として第一次世界大戦に参戦し、

ヨーロッパ戦線における膠着状態が破られます。中国（国民政府）も参戦しました。

ロシアでは労働者運動が盛り上がっておりました。デモの鎮圧にあたっていた兵士が

労働者側に立ったことでニコライ２世が退位に追い込まれると、レーニンが亡命先か

ら帰国し、共産党の左派勢力（ボルシェビキ）を結集して政権を握ります。この年、

日本（石井菊次郎）とアメリカとの間で中国権益に関する秘密協定が結ばれました。  

京都から東京までの 23 区間（約 500 ㎞）を 3 日かけて走る東海道 53 次駅伝競走が

開催され、「駅伝」のルーツとなりました。店に持っていけば商品と交換できる「卵切

手」「牛乳切手」なども発売されました。チチヤスから日本初のヨーグルトが発売され

ました。この年、夏目漱石が胃潰瘍で死去します。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1918（大正 7）年＝        

私の生まれた 1918 年は、シベリア出兵が宣言された年です。広大な領地を得て第一

次世界大戦から離脱しようとするロシア（レーニン率いる共産党政府）に対し、それ

を引き留める為に英首相チャーチルがロシアへの出兵を計画したのです。アメリカと

共に旧ロシア政府軍（白軍）を支援するためにシベリア派兵が要請され、日本政府が

それに応じると、国内ではシベリア出兵を見越した米の買い占めが起こり、米騒動へ

と発展します。米騒動を鎮圧するために軍隊を出動させた寺内内閣は、退陣へと追い

込まれ、立憲政友会総裁の原敬が首相となり、初の政党内閣が誕生します。 

この年、尋常小学校での教科書として「ハナ ハト マメ マス」で始まる国語読本が

使われ始めます。児童雑誌「赤い鳥」が創刊され、研究社から「受験と学生」が創刊

されます。軟式ボールが開発され、少年野球が始まりました。航空に関する知識を広

めるためのイベントとして「空中文明博覧会」が東京で開催されました。森永製菓か

ら国産のミルクチョコレートが発売されました。 

11 月、ドイツが降伏し、4 年間続いた第一次世界大戦が終結します。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1919（大正 8）年＝  ＝日  

私の生まれた 1919 年は第一次世界大戦終結の翌年、つまりパリ講和会議が開催され

た年です。この会議でベルサイユ条約に調印し、日本は、国連（翌年発足）の委託と

して南洋諸島の統治権を得ることとなりました。そして、中国山東省における旧ドイ

ツの権益を引き継ぐこととなるのですが、中国は、中央政府（北京）と広東軍政府（華南）

の双方から代表を参加させ、国内での反発を背に、ベルサイユ条約への調印を拒否します。 

関東軍司令部条例によって中国駐在軍（関東軍）が天皇直属となり、増強されます。

敗戦国ドイツでは、当時 も民主的と言われたワイマール憲法が制定され、世界初の

普通選挙が行われました。ドイツ労働党（後のナチス）が結成されたのもこの年です。

第一次世界大戦後、日本では工業化が急速に進み、大企業が集中する都市では給与労

働者が増えます。労働運動や普通選挙を求めるデモが激化したこの年、選挙資格とし

ての納税要件が 15 円から 3 円に引き下げられました。結核予防法・精神病院法・トラ

ホーム予防法なども公布されます。日本初の乳酸菌飲料「カルピス」が発売されまし

た。東京市街自動車（メトロ）が新橋・上野間で営業を開始しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1920（大正 9）年＝        

私の生まれた 1920 年は、国際連盟が発足し、日本が常任理事国となった年です。第

一次世界大戦後の物価高騰の折、初のメーデーが東京上野公園で開催されます。 

 平塚らいてう・市川房江らによって新婦人協会が組織され、神田精養軒で発会式が

挙行されました。新大学令により早稲田・慶応義塾などの大学に認可がおります。初

の国政調査も実施されました。ラジオやキネマの技術が導入され、松竹キネマが設立

されます。菊池寛「真珠夫人」が新聞連載され、読売新聞の記事が口語体となります。

東京両国に新国技館が開館し、東京箱根間往復駅伝競争なども開催されました。東京

市街自動車に、白襟の制服を着たバスガールが登場しました。松下幸之助考案の二股

ソケットが発売され、夜間照明のもと、昼夜を問わない労働に拍車がかかります。 

普通選挙を求める運動が活発化し、大選挙区制に反対する与党政友会の総裁原敬は、

普通選挙への改正法案が提出されるや否や内閣を解散します。そして、選挙で敗北し

た憲政党をしりめに、軍事関連経費を増加させました。この年、ずばぬけた性能を持

つ戦艦「長門」が竣工しました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1921（大正 10）年＝       

私の生まれた 1921 年は、南滿洲鐵道株式會社（満州鉄道）が政友会系の会社を高値

で買収し、その金が与党政友会に流れるという事件で始まった 1 年です。この満鉄疑

獄が原因で、原敬首相が東京駅で暗殺されます。このような中、ワシントンで軍縮会

議が始まります。尾崎行雄は軍備制限決議案を衆議院に提出しましたが否決されます。

10 月には戦艦長門の姉妹船「陸奥」が竣工しました。 

 プロレタリア文学運動の雑誌「種蒔く人」が創刊されます。羽仁とも子が、子ども

の考える心を育てる学校作りを目指し、東京・目白に自由学園を設立しました。岡本

一平が東京朝日新聞に、初のストーリー漫画「人の一生」を連載しました。ドイツの

映画「ガリガリ博士」が公開され、岩波書店が雑誌「思想」を創刊しました。この年、

靖国神社の大鳥居が完成します。度量衡法が改正されてメートル法に統一され、東京

帝国大学内での設置が計画されている東京天文台に備え、「東京天文台官制」が公布さ

れました。中国の広東では孫文によって軍政府が樹立され、上海では中国共産党が創

立されました。モンゴル、イラク、ヨルダンなどが成立したのもこの年です。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1922（大正 11）年＝       

私の生まれた 1922 年は、前年から開催されていた軍縮会議が終了し、日・米・英・

仏・伊の間で、10 ヵ年の主力艦の建造を禁止するワシントン海軍軍縮条約に調印され

た年です。シベリア出兵からの撤退が決議されました。 

 東京の上野公園・不忍池周辺において「平和記念東京博覧会」が開催されました。

理化学研究所の鈴木梅太郎が合成清酒「理研酒」を発明し特許を取ります。寿屋（現

サントリー）が赤玉ポートワインの宣伝で、胸の上部を大きく露出させた女性のポス

ターを採用します。この年、未成年者飲酒禁止法が公布され、満 20 歳未満の飲酒が禁

止されます。小学館の雑誌「小学五年生」「小学六年生」が創刊されました。札幌ラー

メンの元祖「竹家食堂」が北海道帝国大学の正門前に開店し、不二家がシュークリー

ムを販売します。江崎商店の栄養菓子「グリコ」は、「一粒三百米突」のイラスト付き

宣伝で人気を得ます。この年、井上準之助らによって日本経済連盟会が発足し、11 月

には、改造社の招待でアインシュタインが来日します。 

中国では、張作霖が東三省の独立宣言を行いました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1923（大正 12）年＝       

私の生まれた 1923 年は、丸ビル、帝国ホテル新館などが完成した年です。東京の三

越が「物価引下げ」を看板に掲げてバーゲンセールを行います。米ニューヨークで美

容技術を学んだ山野千枝子が、日本人用のパーマネントを普及させました。ヨーロッ

パから帰国した藤原義江は独唱会を開催し、人気歌手となります。牧野省三によって

マキノ映画製作所が設立されます。作家の有島武郎が、軽井沢の別荘で人妻と心中す

る、という事件もありました。このような中、関東でマグニチュード 7.9 の地震が起き、

地震発生後の火災によって 10 万人以上が犠牲となります（関東大震災）。震災後、上

野公園の西郷隆盛像には、被災者の消息や尋ね人の紙がたくさん貼られました。復興

に向けて人々が立ち上がった頃、「この際だから」という言葉が流行しました。4 コマ

漫画「のんきな父さん」が連載開始されたこの年、東京市設魚市場が芝浦から築地に

移転され、築地市場が開場します。 

 この年、ソビエト社会主義共和国連邦が成立します。日本軍がシベリア（1918 年出

兵）から引き上げ、ソ連の極東開発が進みます。北樺太では油田が開発されました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1924（大正 13）年＝       

私の生まれた 1924 年は、宮内庁の管轄下にあった上野公園と動物園が、皇太子殿下

（昭和天皇）の御成婚を記念に東京市に下賜され、「上野恩賜公園」と「上野恩賜動物

園」として開放された年です。その上野公園で、大規模な護憲デモが起こり、5 月の衆

議院総選挙では、護憲三派が勝利します。貴族院中心の清浦内閣は辞職し、幣原・若

槻・浜口・高橋らの護憲派閣僚による加藤高明内閣が誕生します。 

この年の 1 月、第 1 回冬季オリンピック・シャモニー大会がフランスで開催されま

した。5 月の第 8 回オリンピック・パリ大会では、内藤克也がレスリング初の銅メダル

に輝きました。8 月には甲子園大運動場が竣工し、全国中等学校優勝野球大会が開催さ

れました。大日本雄弁会講談社から、面白くてためになる雑誌「キング」が創刊され、

苦労の末に成功する立身出世物語が人気を得ます。東京音楽学校(東京芸術大学)の第

48 回定期演奏会では、ベートーベンの「交響曲第九番」が演奏されました。東京・銀

座には、初めての全館土足入場方式の百貨店「いとう呉服店(松坂屋)」が開店しました。  

ソ連ではレーニンが死亡し、中国では国民党と共産党が協力関係を築きました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1925（大正 14）年＝       

私の生まれた 1925 年は、25 歳以上の男子に投票権を与える普通選挙法案が可決さ

れた年です。反体制運動を抑圧するための治安維持法も成立します。 

陸軍現役将校学校配属令が公布され、官公立の学校(大学を除く中等以上の学校)に、

陸軍将校が配属されるようになりました。学校での軍事教練が始まります。 

ラジオ放送が開始され、「アーアー、聞こえますか」の第一声が全国に発信されまし

た。早川金属工業研究所(シャープ)が鉱石ラジオセットの組み立てに成功し、国産初の

ラジオ受信機が誕生します。東京放送局(NHK)には、女子アナ第１号が誕生します。

関東大震災を経て「新橋演舞場」が完成し、春・秋に新橋芸者による「東をどり」が

披露されるようになります。東京大学の大講堂(安田講堂)が落成し、代々木の練兵場か

らは、朝日新聞社の飛行機「初風」「東風」の 2 機が訪欧飛行に出発しました。この年、

農民労働党が結成されましたが、即日、政府によって結社禁止令が出されました。 

前年アメリカで施行された移民制限法の影響で、この頃から満州へのロシア人の亡

命が増えます。日本は、レーニン死亡後のソ連政府と、日ソ基本条約を締結しました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1926（大正 15/昭和 1）年＝    

私の生まれた 1926 年は、皇孫誕生を記念する「こども博覧会」が東京・上野の不忍

池畔で開催された年です。 

東京・新橋電話局でダイヤル式の自動電話交換業務が開始され、大阪では電気大博

覧会が開催されます。陸軍の内地調査が完了し、青森・函館間に電話が開通しました。

東京・大阪・名古屋の放送局が合同されて日本放送協会となったこの年、八木秀次が

電波指向方式アンテナ(八木アンテナ)で特許を取得します。愛知県の刈谷町には豊田佐

吉が自動織機工場を設立しました。大阪と中国大陸(大連)間を日本航空の定期航路が通

じます。東京では、関東大震災後の帝都復興計画による鉄筋アパート(同潤会アパート)

が完成し、入居希望者が殺到しました。10 月には、野球場や絵画館を備えた明治神宮

外苑が完成します。12 月、大正天皇が逝去し、昭和の幕開けと共にこの年が終ります。 

国民党と共産党との提携によって国民政府が誕生した中国では、この年、北部の軍

閥政府を打倒すべく、蒋介石率いる国民改革軍によって北伐が開始されました。ソ連

では、レーニンの後継者と目されていたトロツキーが、政治局から追放されます。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝日本の近現代史における 1927（昭和 2）年＝     

私の生まれた 1927 年は、蔵相の失言が発端となって、預金の取り付け騒ぎが発生し

た年です。これによって中小の銀行が淘汰され、財閥が形成されていきます。 

兵役法が公布され、全ての男子に兵役の義務が課されることとなりました。蒋介石

が北伐を進めていく中国に対し、立憲政友会の田中義一首相は、居留日本人の保護を

理由に山東出兵を表明します。南京の国民政府はこれを非難し、国際的非難を受けた

日本は、一旦は撤兵します（その後山東出兵は第 3 次まで続けられることとなります）。

この年、憲政会と政友本党とが合同され、浜口雄幸を総裁とする立憲民政党が結成さ

れます。これによって、政友会と民政党の二大政党時代が始まります。 

岩波書店から「岩波文庫」が発刊されます。円本ブームに乗れなかった岩波書店は、

「真理は万人によって求められることを欲し…」で始まる広告文を新聞に掲載し、古

典的価値のある書を販売することとしたのです。この年、「将来に対する唯ぼんやりと

した不安」の言葉を残し、芥川龍之介が自殺します。アメリカのリンドバーグが、大

西洋無着陸横断飛行に成功したこの年、中国共産党の「紅軍」が誕生しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1928（昭和 3）年＝        

私の生まれた 1928 年は、関東軍による張作霖爆殺事件が発生した年です。政友会の

田中義一首相は、中国北部の支配に張作霖を利用しようと考えていましたが、張作霖

が蒋介石に敗北した途端、関東軍の強硬派は、張作霖を爆殺して満州を混乱させよう

としたのです。張作霖の爆死後、北伐軍が北京に入城し、中国は統一されました。日

本では、共産党員や労働農民党などの関係者が一斉に検挙されました（3.15 事件）。 

日本放送協会が全国中継網を完成させました。大相撲のラジオ実況中継が始まり、

ラジオ体操も始まりました。この年のオリンピック・アムステルダム大会では、三段

跳びと平泳ぎで日本は初の金メダルを獲得しました。陸上女子の人見絹枝は銀メダル

に輝きました。「東京松竹演劇部」が発足し、水の江滝子らが参加しました。マネキン

ガールが登場し、「ママさん」という言葉も生まれました。林芙美子の「放浪記」が女

性雑誌に連載開始されたのもこの年です。横浜の崎陽軒から、冷めても美味しく電車

が揺れてもこぼれない一口サイズのシウマイが発売されました。家庭料理としてオム

ライスが紹介されたのも、この年です。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1929（昭和 4）年＝        

私の生まれた 1929 年は、前年の 3，15 事件に引き続き、共産党員の一斉検挙があっ

た年です（4.16 事件）。このような中で、徳永直の「太陽のない町」が、全国無産者芸

術団体協議会の機関紙に連載されます。労働争議の実体験を描いたこの小説は、プロ

レタリア文学運動に弾みをつけました。改造社からは、エンゲルス「社会主義の発展」、

ルソー「エミール」などの改造文庫が発刊されます。 

東京・浅草ではエノケン劇団が旗揚げしました。大阪では、初のターミナルデパー

ト阪急百貨店が開店し、食堂にライスカレーが登場しました。純国産の「サントリー

ウィスキー」が発売されます。一昨年の金融恐慌以来の就職難の中、映画「大学は出

たけれど」がヒットします。松竹映画「母」が大ヒットし、5 歳の高峰秀子が「デコち

ゃん」の愛称で人気を得ます。懸賞付きコンテスト「美人コンクール」が始まり、恋

人を「彼氏」と呼ぶようになったのもこの頃です。 

8 月、世界一周飛行船「ツェッペリン伯号」が日本に姿を現し、10 月、ニューヨー

ク・ウォール街で株価が大暴落します（世界恐慌）。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1930（昭和 5）年＝        

私の生まれた 1930 年は、前年アメリカで発生した世界恐慌の影響を受けた年でした。

ロンドン海軍軍縮会議が開催され、民政党の浜口雄幸首相が、全権主席として若槻礼

次郎を派遣しました。海軍軍縮に関わるワシントン条約は、主力艦と航空母艦のみの

制限でしたので、それ以下の補助艦船は無制限に建造できる状態でした。ロンドン条

約に調印すれば補助艦船にも制限が課されることとなりますので、条約締結に反対す

る声は大きく、締結を推進した浜口首相が右翼の青年に襲われ、翌年死亡します。 

日露戦争での日本兵(ロシア軍の動きを探る斥候隊)の活躍を描いた山中峯太郎の小

説「敵中横断三百里」が、雑誌『少年倶楽部』に連載されます。平絵式の紙芝居が登

場し、鈴木一郎著「黄金バット」の不気味な笑いが一斉を風靡しました。この年、第

１回全日本健康優良児表彰式が朝日新聞社の講堂で開催されました。関東大震災から

の復興事業の終了を告げる「帝都復興祭」も開催されます。大阪のカフェー「美人座」

が東京に進出し、芝浦製作所(東芝)が電気洗濯機と電機冷蔵庫を発表します。まつ毛カ

ール器や、津村順天堂「バスクリン」の発売もありました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1931（昭和 6）年＝        

私の生まれた 1931 年は、「蒙満(蒙古･満州)は我が国の生命線である」という衆議院

本会議上の政友会議員・松岡洋右の言葉に象徴される 1 年でした。これは、民政党・

幣原喜重郎外相を非難した際の発言であり、この年の９月、満州鉄道線路が爆破され、

これを中国の仕業として関東軍が攻撃を開始します（満州事変）。この知らせは、初の

臨時ニュースとしてラジオ放送され、日本国内では「中国憎し」の声が大きくなりま

した。この事件に先立つ 7 月、満州の万宝山でも、中国人農民と朝鮮人農民が激突す

る事件がありました。日本の植民地・朝鮮でも「中国憎し」の感情が高まっていたの

です。満州事変後の 11 月、清国の廃帝・愛新覚羅溥儀（あいしんかぐらふぎ）が関東

軍の手引きで天津を脱出し、満州へと向かいます。 

この年、米国のリンドバーグが太平洋を横断飛行し、来日しました。米大リーグチ

ームも、読売新聞社の招待で来日しました。森永製菓からはチューイングガムが発売

されました。東京に科学博物館が開館したこの年、東北では、宮沢賢治が「雨ニモマ

ケズ」の詩を手帳に記しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1932（昭和 7）年＝       

私の生まれた 1932 年は、日本が満州国を建国し、事実上の植民地とした年です。満

州事変について中国が国連に提訴したので、イギリスのリットンを団長とする調査団

が満州に派遣され、その調査報告が公表されます。報告書には「満州での日本の行動

は自衛権によるものとは言えない」と示されておりました。この年 2 月、東北など地

方の村の窮乏を救う組織「血盟団」により、前蔵相の井上準之助が射殺されます。5 月

には、血盟団と連携した海軍急進派によって犬養毅首相が暗殺されました(5.15 事件)。 

中国で戦死した 3 人の兵士が「肉弾三勇士」として英雄になりました。大日本相撲

協会を脱退した力士によって「大日本振興力士団」が結成され、揃って靖国神社を参

拝します。目黒競技場では日本ダービーが開催されました。 

アメリカの喜劇王チャップリンが来日し、明治座で歌舞伎を楽しみました。「松竹少

女歌劇部（SSK）」では、シルクハット姿の水の江滝子が人気を得ます。 

慶応義塾大学生との結婚に反対された富豪の娘の心中事件があり、映画「天国に結

ぶ恋」がヒットしました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1933（昭和 8）年＝        

私の生まれた 1933 年は、国連により、軍隊を満州から撤退させることを要求された

年です。日本はこれを拒否し、国連を脱退します。その頃ドイツでは、ナチ党と保守

派の連立内閣のもと、ヒトラーが首相に任ぜられていました。就任後直ちに国会を解

散したヒトラーは、ラジオを利用した選挙戦を経て首相の座を確固たるものとします。

そして、国会の立法権を政府に委ねる法律(全権委任法)を成立させ、ナチスによる一党

独裁を実現させます。この年、ドイツも国連を脱退しました。 

アメリカではルーズベルト大統領が就任し、ニューディール政策が開始されます。

第一次 5 ヵ年計画終了の年にあたるソ連（スターリン政権）では、農民に対する統制

が緩められ、フランスとの間で相互援助条約が締結されます。アメリカ政府もソ連を

承認しました。ブロック経済下のイギリスでは、依然として平和論者が多く、台頭し

つつあるファシズム諸国に対して宥和政策をとり続けます。この年、日本では「サイ

タサイタ サクラガサイタ」のカラー刷り教科書が登場しました。地下活動中の作家

小林多喜二が東京築地署で拷問を受け虐殺され、共産党指導者の転向が相次ぎました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1934（昭和 9）年＝        

私の生まれた 1934 年は、「戦いは創造の父、文化の母」から始まるパンフレット(国

体の本義と其強化の提唱)が日本中に配布された年です。貴族院議員で憲法学者の美濃

部達吉は、陸軍省によって作成されたこのパンフレットを批判しましたが、林仙十郎

陸相は「国民の国防意識を高めるため」と釈明します。この年、ワシントン海軍軍縮

規約が破棄されました。「満州国」の皇帝として清朝 後の皇帝愛新覚羅溥儀が就任し、

特急「アジア号」で大連・長春間が 8 時間 30 分で結ばれ、満州支配の基盤が整います。

官営八幡製鉄所と民間製鉄所 6 社の合同トラストによって日本製鉄が発足しました。

日本妖土(昭和電工)がアルミ国産化に成功し、航空機の軽量化が進みます。東京渋谷駅

前に忠犬ハチ公の銅像が建立されたのもこの年です。ベーブ・ルースら米大リーグ選

抜選手が来日したこの年、日本初のプロ野球チームが設立されます。 

「パパ・ママは日本古来の孝道に反する」という文相の発言もありました。ドイツ

では、ヒンデンブルグ大統領が死去し、ヒトラーが総統兼首相に就任します。この年、

国連に加入したソ連では、スターリンによる大粛清が始まりました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1935（昭和 10）年＝      

私の生まれた 1935 年は、東北での食糧難が深刻になり、「米貸せ運動」が起こった

年です。京都の世界文化社から新村猛らによって同人雑誌「世界文化」が発行され、

天皇制ファシズムへの抵抗が試みられます（2 年後に廃刊）。 

京都大学の湯川秀樹が「日本物理学会誌」に中間子論を発表しました。尋常小学校

では緑表紙の算術教科書が使用され始めます。忠犬ハチが渋谷の路上で死亡したこの

年、ゼンマイ仕掛けでシンバルを打ち鳴らすサルのおもちゃが流行しました。年賀切

手の販売も始まりました。日本ビクター蓄音機は、ダイナミックスピーカーを備えた

ラジオを発売します。日活映画「のぞかれた花嫁」の主題歌「2 人は若い」がヒットし、

自然を楽しみながら野山を歩く「ハイキング」が流行しました。コーヒーを出してレ

コードをかける「喫茶店」が流行したこの年、芥川賞・直木賞が創設されました。 

天皇機関説の美濃部達吉が不敬罪で告発され、貴族院議員を辞職します。岡田首相

は「天皇が統治権の主体」だと述べ、真崎教育総監が、それを全陸軍に訓示します（国

体明徴）。再軍備宣言がなされたドイツでは、ニュルンベルグ諸法が公布されました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1936（昭和 1１）年＝      

私の生まれた 1936 年は、2.26 事件が起こった年です。「東北地方の農村の窮乏は政

治に問題があり、天皇を取り巻く首相や大臣を排除して、国民の声を天皇に届ける必

要がある」と教え込まれた青年将校らによって、首相らが襲撃されたのです。岡田啓

介首相は難を逃れることができましたが、高橋是清蔵相らが殺害されます。天皇の奉

勅を受けて発せられた「下士官兵ニ告グ」「今からでも遅くない」の説得によって、青

年将校たちは投降しますが、この事件を契機に日本陸軍が政治的発言力を強めました。  

外務省は、国号を「大日本帝国」に統一することを発表します。この年の 11 月、帝

国議会議事堂(国会議事堂)が完成します。ドイツとの間で防共協定が締結されました。

オリンピック・ベルリン大会では、大観衆を前にヒトラーが開会宣言をしました。女

子 200ｍ平泳ぎでは「前畑がんばれ」が連呼されます。朝鮮人選手が胸に日の丸をつけ

て表彰台に乗り、その写真を、日の丸を消して掲載した新聞社が発行停止処分を受け

ました。満州事変によって日本は好況に転じ、貨物輸送が増加したこの年、国産 3 番

目の貨物列車 D51（デゴイチ）が製造されました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1937（昭和 12）年＝      

私の生まれた 1937 年は、「祭政一致」をスローガンとする林銑十郎内閣が誕生した

年です。軍人の林首相は政党政治を敵視しており、予算案が可決されるや否や衆議院

を解散させますが、解散選挙で大敗します。これにより、国民的人気の近衛文麿が首

相となります。近衛内閣誕生後、中国・北京の盧溝橋付近で、日本軍の夜間演習の

中に十数発の銃弾が打ち込まれるという事件が起こりました。日本政府は、この事件

を中国の計画的犯行として、華北への出兵を決定します（日中戦争）。「国民精神総動

員実施要項」が出され、「我々は何をなすべきか」のリーフレットが配布されました。 

この年の 4 月、ドイツ空軍がスペインのバスク地方の町ゲルニカを爆破しました。

ピカソは絵画「ゲルニカ」を発表します。11 月には日独伊防共協定が締結され、12 月、

列強の軍隊が駐屯する中国において、宣戦布告を行うことなく中国軍との戦いを続け

ていた日本軍は、遂に南京を占領します。華北での日本軍による占領も成功します。 

その頃ソ連は、アメリカに次ぐ世界第 2 位の工業国に成長していました。日本では、

原子核研究の為のサイクロン(荷電粒子加速器)が大阪帝国大学で完成していました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1938（昭和 13）年＝      

私の生まれた 1938 年は、中国での日本軍の勢いに意を強くした第一次近衛内閣が、

中国の国民政府との和平交渉で条件を吊り上げていき、ついに「国民政府(中国政府)

を対手とせず」と、交渉打ち切りを通告した年です。 

「健兵健民」の発想から厚生省が設置され、国民健康保険法が施行されました。国

家総動員法が施行され、国民生活一切が政府の統制下に置かれることとなります。比

較的自由な生活を送っていた学生にも、盛り場などで「学生狩り」が行われ始めます。

文化活動にも治安維持法が適用されるようになり、華中戦線での兵士の実態を描いた

石川達三の小説「生きている兵隊」などが発禁処分となりました。 

はっか(メンソール)入りのたばこ「さかえ」が発売され、天然ビタミンＥ剤「ユベラ」

が妊娠に効果があるとして「産めよ、殖やせよ」の時流に乗ってヒットします。日本

から満州への移民を促す「20 年 100 万戸計画」に基づいて、長野県の住民による第一

次先遣隊が出発します。この年予定されていた東京オリンピックは中止されました。

ドイツでは国防軍の改組によってヒトラーが統帥権を握り、ユダヤ迫害が始まります。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1939（昭和 14）年＝      

私の生まれた 1939 年は、アメリカが日本に対し、日米通商航海条約の破棄を通告し

た年です。中国・天津のイギリス租界において親日派の中国人が暗殺されました。犯

人引き渡しを拒否したイギリスに対し、日本は英仏租界の封鎖で応じたことから、ア

メリカは、日本による中国支配に危機意識を抱くようになったのです。 

満州とモンゴルの国境付近(ノモンハン)では、満州国軍を支援する関東軍と、モンゴ

ル軍を支援するソ連軍が衝突しました。日本軍は不利な状況となりますが、丁度その

頃、ドイツがポーランドに侵攻したため(第二次世界大戦の勃発)、ポーランド侵攻に加

わるべくソ連軍は、日本との間で停戦協定を結びます。この停戦協定に先立ち、ソ連

はドイツとの間でも不可侵条約を締結しておりました。日独伊防共協定下のドイツが、

ソ連との協定に応じたことに対し、平沼首相は「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を

生じた」と述べ、辞職します。陸軍大将の阿部信行内閣が誕生します。 

毎月 1 日を興亜奉公日とすることが決まり、朝鮮では、日本式の氏名に改めること

が強要されます(創氏改名)。徳川夢声「宮本武蔵」のラジオ放送が開始されました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1940（昭和 15）年＝      

私の生まれた 1940 年は、朝日・大阪毎日・読売・同盟の 4 社によって「日本ニュー

ス映画社」が設立され、ニュース映画が国策宣伝に使われるようになった年です。 

5 月、日本軍は中国・重慶において無差別攻撃を開始しました。9 月までに 72 回に

もおよぶ空襲を浴びせ、米国から避難を受けます。同盟国イタリアは英仏軍に宣戦し、

エジプト侵攻を開始します。ドイツ軍がパリに無血入城し、ロンドンに空襲を浴びせ

ます。この年、ヒトラーの著書「わが闘争」の日本語訳が出版されました。9 月に日本

軍が北部仏印(北部ベトナム)に進駐すると、ほどなくして「日独伊三国同盟」が締結さ

れます。この年、公家出身の若手政治家として人気の近衛文麿が再度首相となります。 

近衛首相は全ての政党を解散させ、全政治勢力を網羅する大政翼賛会を結成します。

隣組が組織され、国民服が支給されました。皇紀 2600 年を祝う記念式典が宮城前で開

かれたのもこの年です。津田左右吉の「古事記及び日本書記の研究」が、皇室を冒涜

するとして発禁処分となりました。外来語が廃止され、ダンスホールが閉鎖されたこ

の年、改正所得税法が公布され、今日に続く源泉徴収制度が開始されたのです。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1941（昭和 16）年＝      

私の生まれた 1941 年は、国家総動員法の改正によって幕開けた年です。政府の権限

が拡大され、小学校が「国民学校」と称されるようになります。 

日米国交打開策が練られ「日米諒解案」に基づく交渉がハル米国務長官から提案さ

れますが、外務大臣の松岡洋右はこれに反対します。日ソ中立条約後に第一次世界大

戦に参戦したソ連は、ドイツ軍との戦闘を開始していました。7 月の御前会議では、「対

英米戦も辞さない」との決定がなされます。アメリカからは石油輸出の全権禁止が通

告されました。第三次近衛内閣が 10 月に解散すると、その後に首相となった東条英機

は、「アメリカとの交渉が 11 月までにまとまらなければ開戦する」ことを決意します。

12 月、米国から 終回答を受け、日本は、英領マレー半島と真珠湾への攻撃を開始し

ました(太平洋戦争の開戦)。攻撃に先立ち、アメリカの日本大使館に宣戦布告を連絡し

ましたが、職員のミスによりアメリカ側への連絡が遅れ、アメリカが「日本の宣戦布

告」を知ったのは、真珠湾が攻撃された後でした。結果として、真珠湾攻撃は「日本

の騙し討ち」となり、米国国内で「日本憎し」の世論が醸成されていきます。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1942（昭和 17）年＝      

私の生まれた 1942 年は、太平洋戦争の開戦 5 ヶ月目にして、米軍機による空襲を受

けた年です。6 月のミッドウェーの海戦では空母 4 隻が全滅します。ガダルカナル島で

は、アメリカ軍に追われてジャングルに逃げ込み、多くの日本兵は飢えとマラリアに

苦しみながら死にました。この年の末、日本は島からの「撤退」を決意します。真珠

湾攻撃の際に戦死した 9 人の兵士は「軍神」として称えられ、2 階級特進します。米軍

捕虜として生き残った 1 人は、その存在が海軍省記録から抹消されてしまいました。 

衣料が切符制になり、金属回収令によって寺院の鐘が取り外されました。募集標語

の中から、小学 5 年生作とされた「欲しがりません 勝つまでは」が入選しました。 

連合国 26 ヶ国による「大西洋憲章実現の共同宣言」で幕開けしたこの年、ナチの迫

害から逃れたアンネ・フランクは、アムステルダムの隠れ家で日記を書き綴っていま

した。ドイツは、スターリングラードにおいて攻防戦の結果、ソ連に敗北します。 

嵐寛寿郎の鞍馬天狗シリーズ「横浜に現れた鞍馬天狗」が封切られました。「非国民」

の言葉を恐れて暮らす日々が続きます。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1943（昭和 18）年＝      

私の生まれた 1943 年は、太平洋戦争における「玉砕」の報が続いた年です。ガダル

カナル島からの撤兵が 2 月から開始され、大本営はこれを「転進」と発表しました。 

3 月に兵役法が改正され、朝鮮で徴兵制が適用されるようになります。4 月には連合

艦隊司令長官・山本五十六が乗った飛行機が米軍に追撃されました。日本の暗号は既

にアメリカによって解読されており、山本らの行動は事前に知られていたようです。 

空襲時の混乱に備えて、東京・上野動物園の猛獣が殺処分されました。未婚女子が

勤労挺身隊に動員され、軍事物資の製造に従事させられるようになったのもこの年で

す。学生に与えられていた特典(徴兵猶予)が取り消され、戦場に送り込まれることとな

ります（学徒動員）。明治神宮外苑競技場で、出陣学徒壮行会が盛大に挙行されました。 

イタリアが降伏したこの年、カイロ会談が開催され、日本の無条件降伏等を明記し

た「カイロ宣言」が発表されます。対する東条英機は、全面反撃を表明します。 

外来語禁止令(1940 年)以来、「よし(=ストライク)」、「１つ(=ボール)」として続けら

れてきた東京 6 大学野球連盟も、遂に解散です。「無法松の一生」が封切られました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1944（昭和 19）年＝      

私の生まれた 1944 年は、太平洋戦争においてインパール作戦が行われた年です。3

月に開始され、一時はインド領インパールの後方の都市を占領しますが、到着を目前

に食糧・弾薬が底つき、撤退します。戦死者は 3 万人・戦傷病死者は 4 万人でした。 

6 月のマリアナ沖(サイパン)海戦では連合艦隊が敗れ、残された守備隊はバンザイ突

撃を敢行し、一般邦人 1 万人と共に玉砕します。7 月には東条首相に対する批判が高ま

り、内閣は総辞職に追い込まれます。8 月に「一億国民総武装」が決議されると、人々

は「鬼畜米英」の掛け声に合わせて竹槍訓練などを始めました。10 月になると「神風

特攻隊」が出撃し、11 月には人間魚雷「回天」がミクロネシアの米軍を攻撃しました。

レイテ沖(フィリピン)での海戦では、世界 大の戦艦「武蔵」が撃沈されました。 

東京では米軍機 B29 による空襲が激しさを増します。都市では既に疎開が始まって

おりましたが、地方に縁故のない児童のための学童疎開が、この年から始まります。  

この年、ヨーロッパ戦線では、連合軍によるノルマンディー作戦が成功し、ドイツ

の占領下にあったパリが開放されます。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1945（昭和 20）年＝      

私の生まれた 1945 年は終戦の年です。3 月、298 機の B29 によって東京が空襲され、

4 月に戦艦「大和」が九州南西で米軍機に撃沈されます。6 月には沖縄で、司令官らが

集団自決します。8 月 6 日に広島に原子爆弾が投下され、その 2 日後、日本に宣戦布告

したソ連軍が、満州へとなだれ込みます。その翌日には長崎にも原爆が投下されまし

た。8 月 14 日、政府はポツダム宣言を受諾し、翌日の正午に天皇がラジオ放送で終戦

を告げます。8 月 16 日に大本営が全陸海軍部隊に即時戦闘停止を命じ、その翌日、フ

ィリピンの日本軍が武装を解除します。8 月 9 日以降ソ連との戦いが繰り広げられてい

た満洲では 8 月 17 日に停戦となります。8 月 28 日に米進駐軍の第一陣が沖縄から厚

木に到着し、30 日に連合国軍総指令部（GHQ）マッカーサーが到着します。南洋諸島

で武装解除がなされた 9 月 2 日、マッカーサーと日本側代表(2 名)との間で降伏文書に

調印されます。GHQ の執務が開始され、財閥解体の指令が出されます。東京銀座の松

坂屋地下に占領軍向けの慰安所としての「ダンスホール」が開店し、進駐軍の缶詰の

空き缶を利用して作られたブリキ製おもちゃが、子供たちの人気となりました。 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1946（昭和 21）年＝      

私の生まれた 1946 年は、天皇の人間宣言で始まった年です。天皇による全国巡幸が

始まりました。GHQ によって軍国主義者が公職から追放され、奄美大島を含む琉球列

島や小笠原群島での行政権が剥奪されました。4 月に初めての婦人参加による普通選挙

が行われ、共産党員や婦人の当選者が表れます。幣原内閣から吉田内閣へと移り、5 月

から極東軍事裁判(東京裁判)が始まります。 

金融緊急措置令により預貯金が封鎖され、新円との交換が行われました。しかし、

旧円禁止後、新円発行が間に合わなかったため、市場は大混乱します。各地に闇市が

立ち、8 月に一斉取締まりが行われました。9 月には東京・上野のガード脇で下谷地区

引揚者更正会による 300 軒のアメ屋露店が開業しました。10 月には黒塗り教科書で日

本史授業が再開され、11 月には日本国憲法が公布されました。この年、創価学会・天

理本教・PL 教団など多くの宗教団体が現れ、経団連も発足しました。 

前年の選挙で英国首相の座を奪われたチャーチルが、アメリカで「鉄のカーテン」

の演説を行いました。スターリンは、チャーチルを「戦争挑発者」と非難します。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1947（昭和 22）年＝      

私の生まれた 1947 年は、日本国憲法（公布は 1946 年）が施行された年です。3 月

31 日の衆議院の解散によって帝国議会が終幕し、教育基本法･学校教育法が公布・施行

されました。4 月に労働基準法・独占禁止法が公布され、5 月に新憲法が施行されます。

民主党(芦田均)や社会党(片山哲)が設立され、新憲法の下で初の衆議院選挙が開催され

ます。新憲法下初の内閣では、社会党の片山哲が首班に指名されました。片山内閣の

もとで 10 月に刑法が改正され、不敬罪が廃止されます。12 月公布の警察法では警察

が国家・自治体の 2 本立てとなりました。民法改正により家制度が廃止され、農地改

革法(第二次)や農業協同組合法により多くの自作農が誕生しました。石炭の国家管理に

向けた取り組みが進められるようになります。石炭管理にまつわる疑獄容疑で田中角

栄らが起訴されたのもこの年です。アメリカによって提供された脱脂粉乳により、学

校給食が開始されます。南氷洋捕鯨船第 1 号が鯨肉 400 トンを積んで築地市場に到着

しました。新聞記事の横書見出しが左書きとなったのもこの年からです。 

9 月、房総半島南端から三陸沖へと台風が抜け、関東・東北に大被害を及ぼしました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1948（昭和 23）年＝      

私の生まれた 1948 年は、米ソ間の緊張状態が強まる中で、GHQ による日本の統治

政策に転換がおこった年です。アジアの旧植民地での独立運動が高まり、8 月に大韓民

国(韓国)が樹立され、9 月には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が成立しました。 

この年は不可解な事件が多発した年でもあります。1 月、閉店直後の「帝国銀行」で

何者かに青酸化合物を飲まされる事件がありました。「昭和電工」への融資をめぐる疑

獄では、芦田均・福田赳夫らが起訴されますが、有罪にはなりませんでした。GHQ 内

における勢力がアメリカの国益重視派へと移行しつつある中、年末には、東条英機ら 7

人を絞首刑として東京裁判が閉廷します。皇道教育を推進した荒木貞夫ら 16 人は終身

禁固刑(その後釈放)、東条内閣での商工大臣・岸信介らは無罪となりました。 

 敗戦後に没落した上流階級の人々を描いた小説「斜陽」の作者・太宰治が、東京の

玉川上水で、愛人と共に入水自殺をします。シベリア引揚げ者によるロシア語「ノル

マ」がこの頃から普及し始めます。敗戦後の役人の不正役得を皮肉る言葉「五せる(食

わせる、飲ませる、握らせる、抱かせる、いばらせる)」が流行しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事  ＝近現代史における 1949（昭和 24）年＝      

私の生まれた 1949 年は、経済政策の為に送り込まれたデトロイト銀行頭取ジョセ

フ･ドッジが、金融引き締め政策を指示した年です。1 ドル 360 円の単一為替ルートが

設定されました(ドッジライン)。増税によって多くの中小企業が倒産するなか、日本国

有鉄道(国鉄)が、発足後すぐに 9 万 5000 人の人員整理に着手します。それが引き金と

なり、国鉄三大ミステリー事件(下山事件・松川事件・三鷹事件)が起きます。 

東京都の失業対策事業での日当が 245 円とされ、「ニコヨン」が日雇い労働者の呼称

となります。大阪・道頓堀には飲食店「くいだおれ」が開店しました。湯川秀樹のノ

ーベル物理学賞に日本中が沸いた年です。ドイツでは、5 月にドイツ連邦共和国(西ド

イツ)が成立し、ベルリン封鎖が解除され、10 月にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立

します。中国では、毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言し、中華民国政府は首都を

台北に移転しました。アメリカとソ連が、共に原爆保有を宣言したのもこの年です。

前年成立したイスラエル共和国は、エジプトやシリアとの間で休戦協定を締結します。

ベトナム国の成立、インドネシア連邦共和国の成立もありました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後日本における 1950（昭和 25）年＝     

私が生まれた 1950 年は、ドッジライン不況で始まります。池田勇人蔵相が「中小企

業の一部倒産はやむなし」「貧乏人は麦を食え」と述べた不況から一転し、朝鮮戦争の

勃発によって、日本に特需が訪れます。日本を基地とする米軍が、軍事物資を多量に

買付け、日本の産業は勢いづきました。「うまい、安い」のトリスウイスキー(ポケット

瓶)が発売され、タイガーからは、ワンタッチで開く卓上魔法瓶が発売されます。二眼

レフカメラ「リコーフレックスⅡ」が発売されカメラブームとなります。ウォルト・

ディズニーの長編カラーアニメ「白雪姫」の封切、手塚治虫「ジャングル大帝」の『漫

画少年』への連載開始、男性ファッション雑誌『男性専科』の創刊もありました。 

プロ野球初の完全試合、後楽園球場で初のナイター試合…と野球好きには目の離せ

ない１年でした。この年、IOC 実行委員会が、日本とドイツのオリンピック・ヘルシ

ンキ大会への参加を許可します。6 月の朝鮮戦争開戦から 2 週間後、GHQ は 75,000

人規模の「国家警察予備隊」の創設を日本政府に命じました。共産党員とその同調者

は追放されます。この年の 7 月に金閣寺が炎上し、11 月に京都駅が全焼しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1951（昭和 26）年＝      

私が生まれた 1951 年は、朝鮮特需で日本の産業が勢いづいた年です。4 月、朝鮮戦

争への対応で米大統領トルーマンと対立した GHQ のマッカーサーが解任されました。 

9 月、吉田茂首相がサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約に調印します。安

保条約の内容が隠されたまま国会に提出され、批准後、全土基地方式・米軍の特権的

地位などが国民の知るところとなります。民主化・非軍事化に逆行する当時の風潮を、

読売新聞は「逆コース」と呼びました。 

この年、NHK ラジオで第一回紅白歌合戦が放送されます。初の民間放送局である中

部日本放送が開局し、日本プロレス・力道山のアメリカ選手と引き分けが報じられま

した。東京・銀座のキャバレー「美松」では、初の「脚線美コンクール」が開催され

ました。トルコ風呂第 1 号「東京温泉」の開業に向け、サービスガール「ミストルコ」

の水着審査も行われました。米兵の間で流行していた髪型(GI 刈り)を取り入れる若者

も多く現れました。この年、日本航空が設立され、客室乗務員の募集が開始されまし

た。1300 人の応募者のうち、15 人の入社が決まったそうです。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1952（昭和 27）年＝      

私が生まれた 1952 年は、サンフランシスコ講和条約が発効し、ＧＨＱが廃止された

年です。この年、使用が禁止されていた皇居前広場に入場した学生らが、警官隊によ

って攻撃されました（血のメーデー事件）。「警察予備隊」が「保安隊」へと強化され、

旧海軍をメンバーとした「海上警備隊」も設置されます。 

日航 1 号機として前年デビューした「もく星号」が伊豆大島の三原山に墜落し、乗

客乗員全員 37 人が死亡する事故もありました。明治屋の濃縮オレンジジュース、日本

麦酒(現サッポロビール)の「リボンジュース(リボンオレンジ)」がヒットしました。永

谷園の「お茶づけ海苔」、日本水産の「魚肉ソーセージ」も流行りました。人造バター

が改良されてマーガリンとなり、不二家から国産初のソフトクリームが発売されます。 

カレンダー付き腕時計「シチズン・カレンダー」が発売され、早川電気(現シャープ)

は白黒テレビを生産開始します。東京の丸の内に「新丸ビル」が完成しました。 

ボクシングでは、世界フライ級で白井義男が日本初のチャンピオンになります。大

相撲では、この年の秋場所から、土俵の 4 本柱が無くなり、宙吊り屋根となりました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1953（昭和 28）年＝      

私が生まれた 1953 年は、皇太子（平成天皇）が、英エリザベス女王の戴冠式へ出席

のため、初めて外遊した年です。この年、中国紅十字会代表との間で共同コミュニケ

が発表され、中国からの引揚げが可能となります。第１次引揚船「高砂丸」「興安丸」

が真鶴に入港し、引揚者の中国での暮らしが紹介されると中国への関心が高まります。 

映画「ひめゆりの塔」がヒットしました。東京地区で本放送が開始された NHK テレ

ビ番組「ジェスチャー(出題された文章を身振りで表現するクイズ)」がヒットします。

民放テレビも本放送を開始し、「精工舎の時計が正午をお知らせします」の初コマーシ

ャルが流れます。郡是(玄グンゼ)はシームレス靴下を製造開始し、花王石鹸は化学洗剤

「ワンダフル」を発売します。東芝が、手動ポップアップ式のトースターを発売し、

東京青山には初のスーパーマーケット「紀伊国屋」がオープンします。この頃から外

国企業からライセンスを受け、日本での外車の製造販売が始まります。 

この年の衆議院予算員会で、右派社会党の西村榮一議員の厳しい質問攻めにあった

吉田首相が「バカヤロー」と暴言を吐き、内閣が解散しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1954（昭和 29）年＝      

私が生まれた 1954 年は、「保安隊」と名を変えた警察予備隊が、「自衛隊」と名乗る

こととなった年です。朝鮮戦争後に金融・財政の大幅引締めが行われたことによって

景気は減退しておりましたが(吉田デフレ)、このような折に戦後 大の贈収賄事件(造

船疑獄)が発覚し、自由党幹事長・佐藤栄作が逮捕されます。政府への失望の声を背に

日本民主党を結成した鳩山一郎が、内閣不信任案を提出し、吉田内閣は総辞職します。 

太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験を行い、付近で操業中のマグロ漁船・第

五福竜丸が被爆する、という被爆事故が起こりました。青函連絡船「洞爺丸」が台風

15 号の影響で座礁・転覆する事故もありました。力道山らによるプロレスの初興業が

行われ、プロレス人気が高まりました。マリリン・モンローが来日し、「モンローウォ

ーク」「グラマーガール」がブームになった年でもあります。映画「ローマの休日」の

ヒットにより、ヘップバーンのスタイルが流行しました。NHK テレビでは「美容体操」

が放送されました。日本初の人間ドックも開設されました。ベビーブーム世代が小学

校に入学し、この年の新入生は、前年よりも 55 万人も多かったと言います。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1955（昭和 30）年＝      

私が生まれた 1955 年は、自動車に国産品が登場した年です。トヨタ自動車工業によ

って小型乗用車「トヨペット・クラウン」が発売され、富士精密(日産自動車)によって

「プリンス」が発表されました。日本発のトランジスタラジオが東京通信工業(ソニー)

から発売され、東京芝浦電気(東芝)が完全自動炊飯器を発売します。 

10 月、社会党の右派と左派が統一され「日本社会党」が結成されました。11 月には

日本民主党と自由党とが合同されて「自由民主党」が誕生し、自民党による長期政治

がスタートします（55 年体制）。スターリンの死後、米ソ対立が緩和されたことから、

日本国内では「経済復興に注力すべき」との機運が高まり始めます。このような中で、

東京都の米軍基地が隣の砂川町に拡張されることとなり、反対する町民と警官隊とが

正面衝突します。多数の負傷者・逮捕者を出したこの砂川事件に関し、 高裁が「統

治行為に法的判断を下すことはできない」と司法判断を回避したのはその 4 年後です。 

この年の 8 月 6 日、原水爆禁止世界大会が広島で開催されました。乗客を列車内に

押し込む学生アルバイトが登場したこの年、ノイローゼによる自殺者も多発しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1956（昭和 31）年＝      

1956 年は、「もはや「戦後」ではない」という評論が『文芸春秋』2 月号に掲載に発

表された年です。神武景気が訪れ、デパートでは戦後 大の売り上げを記録します。 

『週刊新潮(定価 30 円)』の創刊、貸本まんが雑誌『影(日の丸文庫)』の創刊、「鉄人

28 号」の『少年(光文社)』への連載開始、と週刊誌ブームが訪れました。石原裕次郎

が日活映画でデビューし、街を「太陽族」が闊歩します。テレビの売り上げが急上昇

するこの時代を、評論家大宅壮一は「一億総白痴化」と称しました。新聞や雑誌への

投稿がブームとなり、秘密を暴露する女性に怯える政財界人が多数存在した時代です。 

この年 5 月、熊本県水俣市に「奇病発生」の届けが出されます。6 カ月後、「原因は

魚介類摂取による中毒症」との見解が示され、チッソ水俣工場の排水が疑われました。 

教育現場では、愛媛県教育委員会が教職員の昇給昇格を勤務評定で行うと決定した

ことから反対闘争が始まり、全国的な拡がりを見せます。東海道本線が全面電化され

たこの年の 12 月、鳩山首相がモスクワを訪問し、歯舞諸島・色丹島の引き渡しを定め

た日ソ共同宣言に調印します。ソ連との国交回復を果たし、国連加盟へとつなげます。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1957（昭和 32）年＝      

私が生まれた 1957 年は、南極観測隊がオングル島に上陸し、昭和基地を設営した年

です。「有楽町で逢いましょう」の PR ソングと共に、大阪・心斎橋のそごう百貨店が

東京・有楽町に出店します。その近くの数寄屋橋が高速道路建設で取り壊されました。 

東京八重洲の大丸(現松坂屋)では「奥さま、お嬢さまの 3 時間の百貨店づとめ」のキ

ャッチフレーズで、パートタイマーが募集されました。文化服装学園に男子学生が入

学するようになったのもこの年です。この年、売春防止法が成立します。この法の成

立を阻むため、売春業者が自民党の代議士に賄賂を渡したことが問題となりました。 

美空ひばりがファンに塩酸をかけられる事件が起こり、以来、山口組の若い衆が彼

女を守るようになります。群馬県の米軍射撃場で、米兵が日本人農婦をおびき寄せて

至近距離で射殺したことから(ジラード事件)、アメリカへの批判が出始めます。ソ連は

人工衛星(スプートニク 1 号)の打ち上げに成功しました。東海村に原子炉が完成します。 

この年首相になった岸信介は、「月収 3 万円たらずの中級サラリーマンで扶養家族が

4 人いる場合、1640 円の税金が約半分になるような政策を実施する」と宣言しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1958（昭和 33）年＝      

私が生まれた 1958 年は、長嶋茂雄が巨人軍に入団して新人王になった年です。王貞

治の巨人入団も決定します。この年、通産省の国民車構想に基づき、富士重工から軽

乗用車「スバル 360」が発売されました。本田技研工業の「スーパーカブ C100(49cc)」、

日本ビクターのステレオカセットの発売もありました。日清の「チキンラーメン」、東

京飲料(現コカコーラ)の「ファンタオレンジ・グレープ」、朝日麦酒が発の缶ビール「ア

サヒビール」などの発売もありました。メリーチョコレートが、東京新宿の伊勢丹で

「バレンタインチョコ」を売り出したのもこの年です。 

「イカす。シビレる。」の言葉が生まれ、フラフープが流行しました。「警職法改正

案」が提出され、その審議で国会が大混乱となります。なべ底不況のこの年、「イヤー

な感じ」が流行語でした。11 月に皇太子の婚約発表があり、「ミッチーブーム」が巻き

起こります。白いヘヤバンド、カメオのブローチなどのミッチーファッションが流行

しました。年末には、東京タワーが竣工します。この年、法隆寺夢殿の透かしと聖徳

太子像の 1 万円札が登場しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1959（昭和 34）年＝      

私が生まれた 1959 年は、なべ底不況のあと、神武景気(昭和 30～32 年)を上回る大

型景気(岩戸景気)が訪れた年です。国民年金制度が発足し、老後の生活が保障されるよ

うになりました。前年の南極観測隊が置き去りにした 15 頭の樺太犬のうちの 2 頭（タ

ロとジロ）の生存が確認され、うれしいニュースとなりました。 

この年、巨人軍の長嶋が天覧試合でサヨナラホームランを打ちます。皇太子結婚パ

レードの直前にはテレビ受信契約数が 200 万台を突破しました。ラジオ東京テレビ

(TBS)の「兼高かおる世界の旅」が放映されました。米ソ首脳による会談もありました。

「松方コレクション」を所蔵する東京上野の国立西洋美術館が開館します。 

日産の「ダットサン・ブルーバード」が発売され、マイカーブームが到来します。

ブロニカカメラ、日本工学工業(現ニコン)から一眼レフカメラが発売され、オリンパス

からコンパクトカメラ「オリンパスペン」が発売されます。エポック社からゲーム「野

球盤」が発売され、人気となります。母子世帯や未亡人の雇用対策として始まった「緑

のおばさん」によって、都内の子供たちの交通安全が守られるようになりました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1960（昭和 35）年＝      

私が生まれた 1960 年は岸内閣が新安保条約に調印した年です。自衛隊の強化を定め

たこの条約に対し、国会議事堂を取り囲んでの反対運動が展開されます。条約成立を

強行した岸首相は退陣し、池田内閣によって所得倍増計画が打ち出されました。 

世界初のトランジスタテレビがソニーから発売され、9 月にはカラーテレビの本放送

が開始されます。11 月の総選挙では、池田首相みずからテレビ CM に出演し、「私は

嘘は申しません」「経済のことは池田にお任せください」と述べます。このような中で、

「国のエネルギー政策に協力しようとする企業」と「エネルギー政策の転換によって

リストラされた労働者」との間で大きな衝突が起きます。石炭産業の縮小をはかるべ

くリストラされた労働者の反乱(三井・三菱労働争議)は、延べ 282 日に及ぶストライキ

を繰り広げます。 終的には暴力団と警察の手を借りて終結に至りました。労働争議

や安保闘争に払われた多くの犠牲に対して、勝ち得たものは少なく、釈然としない「気

分」を表すように、松本清張の「日本の黒い霧」、東宝映画の「黒い画集（堀川弘通監

督）」、タカラ「だっこちゃん人形」などの黒ブームが到来します。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1961（昭和 36）年＝      

私が生まれた 1961 年は、国土地理院によって地盤沈下調査の中間報告が発表され、

「大都市の地盤沈下は工業用水の組み上げなどの人的理由」と断定された年です。東

京では、ポリ容器によるごみの定期収集が始まりました。 

ソ連が打ち上げた有人宇宙船が、史上初めて地球を一周しました。搭乗したガガー

リン少佐が帰還後語った言葉は「空はとても暗かったが、地球は青みがかっていた」

でした。東ドイツでは、西側への難民流出を防止するためにベルリンの壁が構築され

ました。この年、米ケネディ大統領下の駐日大使として、ライシャワーが赴任します。 

「トリスを飲んでハワイへ行こう」のキャッチフレーズで懸賞広告が始まりました。

資生堂「サンオイル」が発売され、肌を焼く習慣が普及したこの年、NHK の朝の連続

テレビ小説が始まりました。NHK のバラエティ番組『夢であいましょう』が始まり、

「今月の歌」のコーナーから、「上を向いて歩こう」「こんにちは赤ちゃん」などのヒ

ット曲が生まれます。日本テレビ「シャボン玉ホリデー」が始まりました。「現代っ子」

という言葉が生まれたこの年、中学校では全国一斉学力テストが始まります。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1962（昭和 37）年＝      

私が生まれた 1962 年は、東京都の人口が推計 100 万人を突破し、世界初の「100 万

都市」となった年です。大正製薬は、巨人軍選手による「ファイトを飲もう！」の広

告で「リポビタン D」を発売します。国鉄スワローズの金田正一が、通算 3509 奪三振

の世界新記録を達成しました。ボクシングでは、ファイティング原田が世界フライ級

チャンピオンになります。三和(貝印)が Y 型かみそりを発売しロングセラーとなります。 

深刻な求人難で「青田刈り、青田買い」の言葉が生まれたこの年、植木等をキャラ

クターとした映画「ニッポン無責任時代」が大ヒットします。「無責任時代」「Ｃ調」

の流行語に見られるように、調子よく出世していくサラリーマンが受けた時代でした。 

この年の 10 月、「ソ連がキューバにミサイル基地を建設している」という情報がも

たらされます。それを受けたケネディ米大統領がキューバ周辺の公海を海上封鎖し、

あわや「全面核戦争か」という状態となりました（キューバ危機）。 

この頃から、ゼロ戦・戦艦大和・鉄人 28 号などのプラモデルがブームになり始めま

す。この年、国産の中型旅客機 YS-11 が初飛行に成功しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1963（昭和 38）年＝      

私が生まれた 1963 年は、国産の長編テレビアニメ第 1 号「鉄腕アトム」がフジテレ

ビで放送された年です。講談社から「少女フレンド」が創刊され、集英社から「マー

ガレット」が創刊され、少女雑誌の週刊誌化が始まりました。日本テレビ系ドラマ「男

嫌い」が放送開始され、「かわい子ちゃん」の言葉が流行した年です。 

巨人軍王貞治が「リポビタン D」の CM に登場し、売り切れが続出しました。瓶詰

め生ビール「サントリービール」「アサヒびん生」が発売されました。 

この年の 3 月、「吉展ちゃん誘拐殺人事件」が起きました。電話で身代金を要求する

犯人の声を放送し、公開捜査が行われました。言葉のアクセントから犯人の出身地が

推定され、逮捕につながったという事件です。富山県の立山の黒部川支流で建設が進

められていた関西電力の第四発電所が、日本初のアーチ式ダムを持つ発電所として、

この年完成します。伊藤博文の 1000 円札が発行された年でもあります。教科書が無償

配布されるようになったのも、この年からです。11 月、ケネディ大統領が暗殺され、

その映像が初の衛星中継で日本に送られてきました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1964（昭和 39）年＝      

私が生まれた 1964 年は、海外観光旅行が自由化された年です。9 月には東京モノレ

ール（浜松町‐空港間）が開業し、10 月には東海道新幹線が開業されました。 

そして東京オリンピックが開幕します。女子バレーボールの決勝では回転レシーブ

などの技が繰り出され、日本はソ連に勝利します。猛特訓の末に頂点に立った選手の

姿は、監督・大松博文の著書「おれについてこい！」の言葉と共に日本人の心を捕え

ました。厳しさに耐えて努力する姿勢が尊ばれ、「根性」という言葉が流行ります。 

日本は経済協力開発機構（OECD)に加盟し、25 年ぶりに酒・ビールなどが自由価格

となりました。東京・西銀座には、「VAN」や「JUN」の服を着て歩く若者たち（みゆ

き族）が登場しました。『週刊新潮』に「4500 億円を使った社用族のうちわけ」とい

うタイトルの記事が掲載されました。大型の公共工事と接待が日本の景気を牽引した

この時代、東京・山谷には労働者があふれ、「売血」が社会問題化していました。労働

者の間では、「売血をすれば体がだるくなるので働きに行けない。だからまた売血に走

る」という悪循環が繰り返されていたのです。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1965（昭和 40）年＝      

私が生まれた 1965 年は、米軍のベトナム北爆開始によって、べトナム戦争が激化し

た年です。反戦団体「ベ平連」によるデモが開催されました。中国では、文化革命が

始まりました。この年、日本では青年海外協力隊が誕生します。 

6 月に日韓基本条約が調印され、戦前の日韓併合条約の無効が確認されると共に、日

本側の贈与及び借款供与と引き換えに、韓国側の対日請求権が放棄されました。11 月

には、不況対策のため、戦後初の赤字国債の発行が決定されます。 

フジテレビで「奥様スタジオ・小川宏ショー」が放送開始され、ワイドショーがブ

ームになります。日本テレビ「11PM」では、金曜日担当の大橋巨泉が人気を得ました。 

赤塚不二夫「おそ松くん」(『週刊少年サンデー』に連載)に登場するイヤミの「シェ

ー」のポーズが大流行しました。 

1 月発表の中央教育審議会の中間答申で、次世代を担う青少年の理想像として「期待

される人間像」という表現が使用されたことから、「期待される○○」の言葉が流行し

ます。「期待される青年」を育成すべく熱血教師が登場する青春ドラマも流行りました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1966（昭和 41）年＝      

私が生まれた 1966 年は、千歳発の全日空機、カナダ航空機(羽田空港着陸失敗)、そ

の翌日の BOAC 機(富士山上空で空中分解)、YS11 型機(松山空港着陸失敗)と、航空機

事故が連発した年です。この年 7 月、佐藤栄作内閣で首都圏に大型空港を作ることが

決定され、土地を千葉県成田に定めたことから、成田闘争の歴史が始まります。 

「ウルトラ Q(円谷プロ)」が放送開始され、怪獣ブームが起こります。NHK の連続

テレビ小説「おはなはん」が平均視聴率 45.8％の人気を得ました。『週刊少年マガジン』

に、初のスポ根漫画「巨人の星」が連載され、「ウルトラマン」、「マグマ大使」、「魔法

使いサリー」など子供向けのテレビ番組が始まりました。ビートルズが初来日します。 

日本の総人口が一億を突破し、三種の神器が「電気冷蔵庫・電気洗濯機・テレビ」

から「カー、クーラー、カラーテレビ」に変わりつつある年でした。「敬老の日」と「体

育の日」が国民の祝日となり、ロケット打ち上げ射場(宇宙センター)を種子島にするこ

とが決定しました。この年、「核の持ち込みはさせない」との統一見解も示されました。 

中国では文化革命勝利の祝賀集会が、紅衛兵100万人を集めて開催されていました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1967（昭和 42）年＝      

私が生まれた 1967 年は、国民生活白書が「国民の 51.7％が自分の暮らしに満足して

いる(中流意識)」と述べた年です。大阪梅田の阪急百貨店で、初のプロ野球優勝記念・

バーゲンセールが開催されました。イギリスのモデル・ツィギーが膝上 30 ㎝のミニス

タイルを披露し、ミニスカートがブームとなりました。この年、タカラの「リカちゃ

ん人形」が発売されます。小学 5 年生のリカちゃんのママはファッションデザイナー、

パパはフランス人だそうです。既成の秩序に異議を申し立てる「アングラ」が流行り、

フーテン族やヒッピー族が現れました。この年、東京に初の革新系知事が誕生します。 

富山県の奇病「イタイイタイ病」の原因が岐阜・三井金属神岡鉱業所の排水である

と発表されました。公害対策基本法が公布され、９月には初の大気汚染公害訴訟裁判

が提起されました。教科書検定の合憲性判断を求めた家永教科書裁判・第二訴訟（第

一訴訟は 1965 年に提起）が提起されたのも、この年です。 

12 月、小笠原返還に伴う核の持ち込みを危惧する社会党議員の質問に対し、佐藤栄

作首相は、「核を製造せず、持たず、持ち込ませず」の非核三原則を表明します。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1968（昭和 43）年＝      

私が生まれた 1968 年は、小笠原諸島が日本に復帰した年です。この年 4 月、アメリ

カでは人種差別撤廃運動の黒人指導者キング牧師が暗殺されました。 

米国映画「2001 年宇宙の旅」が封切られ、霞が関ビルが完成しました。ソニーは、

3 本の電子ビームを 1 本化したトリニトロン方式のカラーテレビを発売します。日大で

20 億円の使途不明金が発覚し、その責任を学生たちが追求したことから学生紛争が起

こります。その後、学生紛争は全国的は展開を見せ、全共闘へと発展します。学生紛

争の 中に開催された東大駒場祭では「とめてくれるなおっかさん」のポスターが貼

られていました。幻覚症状をイメージさせる派手な服装の「サイケ族」が現れました。 

ザ・ドリプターズの「ズッコケ」が流行り、永井豪の「ハレンチ学園」が、子ども

の間で大人気となりました。スカートめくりが流行したこの年の 7 月の参院選では、

タレント候補 5 人が上位当選します。12 月には三億円事件が起こりました。現金輸送

車を停止させて避難を命じた白バイ警官が、運転席に乗り込んだまま猛スピードで走

り去り、三億円が車ごと盗まれたことに気づくのは、その後だった、という事件です。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1969（昭和 44）年＝      

私が生まれた 1969 年は、人類が初めて月に降り立った年です。アポロ宇宙船を取り

付けたロケットが打ち上げられ、宇宙船から切り離された着陸船が月面着陸に成功し

たのです。ソ連の宇宙船ソユーズは、有人による宇宙ドッキングに成功しました。 

学生運動が過激化し、政治闘争へと発展しました。東大の安田講堂の封鎖を解除す

るために警視庁機動隊 8500 人が出動されました。ベトナム反戦運動も活発化します。

反戦フォークソングを歌う若者が街にあふれ、それを排除しようとした機動隊と衝突

する事件もありました。この年、「水戸黄門」が放映され、「8 時だョ！全員集合」が始

まります。「柔道一直線」、「タイガーマスク」、「ひみつのあっこちゃん」、「サインは V」、

「アタック No.1」などが放映されたのもこの年です。「ゴルゴ 13」が連載開始され、

駅売りタブロイド判夕刊紙「夕刊フジ」が創刊されました。アサヒ玩具の「ママレン

ジ」は、実際に調理できる玩具としてヒットします。 

東名高速道路が全通したのもこの年です。日産自動車が「フェアレディ Z」を発表し、

丸善ガソリン（現コスモ石油）のテレビ CM「オー・モーレツ！」が流行しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1970（昭和 45）年＝      

私が生まれた 1970 年は、万国博覧会(大阪万博)が開催された年です。開幕の 2 週間

後に、よど号ハイジャック事件がおこります。羽田発の日本航空「よど号」に乗り込

んだ赤軍派 9 人が、乗客を人質にして北朝鮮に渡ったのです。 

この年「日本」を「ニッポン」と呼ぶことが閣議決定されます。国鉄(現 JR)では「デ

ィスカバー・ジャパン」のキャンペーンが繰り広げられました。 

デザイナーの高田賢三がパリコレでデビューします。つけまつげやアイシャドーが

ブームになります。富士ゼロックスの CM「モーレツからビューティフルへ」が流行り

ました。渋谷では、ウーマリブの大会が開催されました。「ケンタッキーフライドチキ

ン」が名古屋に開店し、ファミレス「すかいらーく国立店」が開店します。 

11 月、作家の三島由紀夫が自衛隊に乱入し、「憲法改正による自衛隊の国軍化・天皇

を中心とした伝統を呼びかけるも失敗し、割腹自殺する」という事件がありました。 

「教科書検定制度は憲法に違反する」という地裁判決もありました( 高裁で高裁差

し戻しとなり、「教育指導要領の改訂により訴えの利益なし」と 終判断されます)。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1971（昭和 46）年＝      

私が生まれた 1971 年は、沖縄返還協定が調印された年です。7 月に環境省が発足し

ます。8 月、アメリカが金とドルの交換を一時停止し、通貨切り上げ要求します。東京

為替市場でドル売りが殺到し、輸出関連株価が急落しました（ドルショック）。12 月、

ワシントンで開催された西側諸国の蔵相会議において、１ドル 308 円の暫定的変動相

場制の採用が取り決められます。産業界には大きな動揺が走り「エンキリ」の言葉が

多用されるようになりました。 

「マクドナルド」が銀座三越１階にオープンします。「カップヌードル」が発売され、

高級アイスクリーム「レディボーデン」が発売されたのも、この年です。ジーパンが

「ジーンズ」と呼ばれるようになり、T シャツと組み合わせたファッションが流行しま

した。ユニット工法による住宅「セキスイハイム」が発売され、東京で大規模開発さ

れた「多摩ニュータウン」の入居が始まりました。「仮面ライダー」が放送され、「ス

ター誕生！」が放送開始されます。初代グランドチャンピオンは森昌子でした。この

年、NHK 総合テレビと日本テレビで、全時間の放送番組のカラー化が実現します。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1972（昭和 47）年＝      

私が生まれた 1972 年は、冬季オリンピック札幌大会が開催された年です。70m 級

ジャンプで日本が金・銀・銅メダルを獲得します。その頃、群馬県警に追われた連合

赤軍 5 名が山荘に逃げ込んで管理人の妻を人質に立て籠る事件が起こります（浅間山

荘事件）。警官隊 750 人が出動し銃撃戦が繰り広げられ、籠城 10 日目にクレーン車に

つるされた鉄球で山荘が破壊される映像が初の実況中継としてテレビ放映されました。 

5 月、1969 年の佐藤・ニクソン会談（核抜き本土並み返還）にもとづき、沖縄返還

が実現します。その頃、アメリカではウォーターゲート事件が発覚し、ニクソン大統

領が辞任に追い込まれていました。 

佐藤栄作後に首相になった田中角栄が日中共同声明に調印します。友好の証として、

中国からパンダが贈られました。グアム島では元日本兵の横井庄一が発見されます。

横井さんの帰国第一声は「恥ずかしながら、生きながらえて帰ってまいりました」で

した。「太陽にほえろ!」や「ありがとう」などのテレビドラマが放送され、「ドカベン」

や「ベルサイユのばら」などのアニメが人気を博しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1973（昭和 48）年＝      

私が生まれた 1973 年は、70 歳以上の老人医療が無料化された年です。円が変動相

場制に移行され、翌日、1 ドル 265 円に急騰しました。10 月には OPEC(石油輸出国機

構)が石油価格を 70％近く値上げしたことから、関連企業がこぞって値上げに踏み切り、

トイレットペーパーの買いだめが起こりました。政府が「金の輸入自由化」に踏み切

ったことから、投資ブームとなり、狂乱物価に発展します。 

韓国（朴政権）での国家非常事態宣言により祖国を追われていた金大中氏が日本国

内で拉致されます。ベトナムでは和平協定が締結され、イスラエルとアラブ諸国との

間では第 4 次中東戦争が起こります。アメリカ・香港合作映画「燃えよドラゴン」が

封切りされ、「アチョー」の掛け声やヌンチャクが流行しました。山口百恵が『年ごろ』

でデビューし、桜田淳子・森昌子とともに「花の中三トリオ」として人気を得ます。

競馬は「ハイセーコー」で沸きました。エザキダイオードの発明者・江崎玲於奈のノ

ーベル物理学賞受賞が決定しました。シャープが液晶表示の薄型電卓「エルシーメイ

ト」を発売し、象印マホービンのエアーポット「押すだけ」の発売もありました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1974（昭和 49）年＝      

私が生まれた 1974 年は、「わが巨人軍は永久に不滅です。」の言葉を残し、長嶋茂雄

が引退した年です。競馬界ではハイセーコーが引退しました。 

NHK「ニュースセンター9 時」が放送開始されます。アナウンサーが原稿を読み上

げる方式とは異なり、視聴者に語りかけるスタイルが支持を得ました。朝の連続テレ

ビ小説「鳩子の海」の挿入歌「ニッポンよ ニッポン」が流行ったこの年、小野田元

陸軍少尉がフィリピンのルバング島から帰還し、「今まで任務を続けていました」と述

べます。「刑事コロンボ」の「うちのカミさんが」などの言葉も流行しました。アニメ

「宇宙戦艦ヤマト」の放映開始もありました。宝塚歌劇団では「ベルサイユのばら」

が公演開始され、ユリ・ゲラーの来日で「スプーン曲げ」が流行りました。非核三原

則を唱えた佐藤栄作のノーベル平和賞受賞が決定したこの年、立花隆の論文「田中角

栄研究-その金脈と人脈」が『文芸春秋 11 月号』に発表され、12 月に田中内閣が総辞

職します。オイルショック後の狂乱物価の折、戦後初のマイナス成長を記録します。

三菱石炭鉱業瑞島炭鉱の採掘中止により、人工島・軍艦島が閉山しました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1975（昭和 50）年＝      

私が生まれた 1975 年は、山陽新幹線が開業し、東京・博多間が約 7 時間で結ばれる

ようになった年です。博多の「明太子」が関東で人気となりました。業界初の四角容

器の「ぺヤングソースやきそば」が発売され、カルビーの「ポテトチップス」が発売

されました。サンリオ「いちご新聞」の創刊により、「ハローキティ」などのキャラク

ターブームが始まります。日本リクルートセンターの「就職情報」が創刊されました。

4 月スタートの「欽ドン」は、投稿はがきを読み、その面白さを「ばかうけ・ややうけ・

どっちらけ」で判定する手法がウケました。沖縄海洋博覧会が開催された 7 月、ソ連

のソユーズ 19 号とアメリカのアポロ 18 号がドッキングします。エリザベス女王が初

来日し、天皇・皇后による初の訪米が実現します。11 月には、石油危機以後の世界経

済の持続的成長を図るべく、先進国首脳会議(サミット)が開催され、三木武夫首相が出

席しました。12 月には、3 億円事件の時効が成立しました。赤ヘル軍団(広島カープ)

が帽子の色を変えて臨んだこの年、創立 25 年目にして初優勝します。ベトナム戦争が

終結し、「高度成長」から「安定成長」への変化が強調されるようになりました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1976（昭和 51）年＝     

私が生まれた 1976 年はロッキード事件が発覚した年です。国会での証人喚問がテレ

ビ中継され、連発された「記憶にございません」が流行語となります。この事件は「前

総理大臣の逮捕」という驚きと、「政治とカネの関係」を国民に知らしめてくれました。  

大和運輸が「宅急便」のサービスを開始します。開始初日の荷物は 11 個でした。キ

ャノンが、フラッシュ連動・セルフタイマーの世界初のマイクロコンピュータ内臓の

一眼レフカメラを発売します。日本ビクターから VHS 方式のビデオが公開され、前年

公開のベータ方式(ソニー)との間で争いが繰り広げられます。本田技研が「ラッタッタ」

の CM で、女性向けファミリーバイク「ロードパル」を発売します。オリンピックモ

ントリオール大会では、鉄棒の塚原光男が「月面宙返り降り」を決めて金メダルに輝

き、植村直己は北極圏 12,000km の単独犬ぞり走に成功します。 

ピンクレディーが「ペッパー警部」でデビューし、梨元勝が「芸能リポーター」を

名乗りました。この年の芥川賞は、村上龍の「限りなく透明に近いブルー」でした。  

中国では天安門事件が起こりました。毛沢東が死去し 4 人組が逮捕された年です。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1977（昭和 52）年＝      

私が生まれた 1977 年は、日ソ 200 海里漁業専管水域が実施された年です。この年、

巨人軍の王貞治が，通算 756 本の本塁打で世界 高記録を樹立し、初の国民栄誉賞に

輝きました。樋口久子は、全米女子プロゴルフ選手権で日本人初の優勝に輝きます。 

イギリスの人気アイドルグループ「ベイ・シティ・ローラーズ」が来日しました。

アメリカの黒人奴隷をテーマとした米国テレビ映画「ルーツ」の放映もありました。 

パリ発東京行きの日航 72 便が連合赤軍によってハイジャックされました。「人の命

は地球より重い」と赤軍派の要求に応じた福田越夫首相は、テロ犯罪に対して強硬策

をとる欧米から避難をあびます。イリオモテヤマネコなどが特別天然記念物に指定さ

れ、国産初の静止衛星「きく 2 号」の打ち上げが成功します。 

宝酒造から焼酎「純」が発売され、カラオケが流行します。三菱電機の家庭用オー

ブンレンジ、世界初の自動焦点カメラ「ジャスピンコニカ」も発売されました。簡易

印刷機「プリントゴッコ」が発売され、年賀状作成が楽しくなりました。 

この年、国産初の静止衛星「きく 2 号」の打ち上げが成功しました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1978（昭和 53）年＝      

私が生まれた 1978 年は、キャンディーズがさよならコンサートを開き、サザンオー

ルスターズがデビューした年です。古賀政男が国民栄誉賞を受賞しました。音楽番組

「ザ・ベストテン」が始まり、「24 時間テレビ」が放映されます。米映画「スター・ウ

ォーズ」が封切られたのもこの年です。新東京国際空港(成田空港)が開港しました。 

東京池袋の巣鴨刑務所跡地には「サンシャイン 60」が完成します。東京駅近くに、

売り場面積日本一の「八重洲ブックセンター」が開店し、渋谷に「東急ハンズ」が開

店しました。東京芝浦電気(東芝)は日本語ワープロ「JW-10」の製品化に成功します。

「窓際族」、「なんちゃっておじさん」、「口裂け女」などの言葉も流行りました。 

プロ野球では、ヤクルトスワローズが初優勝します。前年のドラフト 1 位指名を拒

否した江川卓投手が、アメリカ野球留学を経て巨人軍に入団します。 

米国映画「サタディ・ナイト・フィーバー」ののヒットによりディスコブームとな

り、「フィーバー」という言葉が流行しました。アフガニスタンで政府とイスラム主義

者との間で紛争が始まります。この年暮れ、大平内閣が誕生しました。 

 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1979（昭和 54）年＝      

私が生まれた 1979 年は、国公立大学の共通一次試験が始まった年です。「足切り」

によって、二次試験を受けることができない受験生が現れました。国際石油資本によ

って対日原油供給の削減が通告され、第二次オイルショックが起きます。「うさぎ小屋」

の言葉が流行したこの年、ハーバード大学教授エズラ・Ｆ・ボーゲル著「ジャパン・

アズ・ナンバーワン」が日本で刊行されます。第 5 回先進国主要会議が東京で開催さ

れ、カーター大統領らが来日しました。この年、アメリカのスリーマイル島で原発事

故が発生し、大量の放射線放出(メルトダウン)が危ぶまれました。「溶融した炉心の塊

が地球の裏側にまで達する」とチャイナシンドロームが拡がります。 

イラン革命が起こり、イスラム原理主義の飛び火を恐れたソ連は、アフガニスタン

への軍事侵攻を開始します。ベトナム戦争終結後の政変により、ボートピープルの日

本上陸が相次ぎました。人気アニメ「機動戦士ガンダム」は、弱さを持ったヒーロー

像が共感を呼びました。ソニー「ウォークマン」、シャープの日本語ワープロ「書院」

が発売されました。テレビゲーム「スペース・インベーダー」が人気になりました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1980（昭和 55）年＝      

私が生まれた 1980 年は、山口百恵が婚約を発表し、引退した年です。婚約発表の翌

月に松田聖子が「裸足の季節」でデビューします。 

自民党の浜田幸一議員が、1972 年にラスベガス賭博ですった 4 億 6000 万円のうち

3 億 6000 万円を小佐野賢治が肩代わりしたのではないか、という疑惑が浮上します。

大平政権が 3 年目を迎えたこの年、野党が提出した内閣不信任案が自民党内の政争と

結びついて、前回の総選挙から半年も経ずに衆院解散となります。選挙戦中に大平首

相が急死し、この悲劇に見舞われた自民党は初の衆参同日選挙で圧勝します。 

7 月に始まったオリンピック・モスクワ大会は、ソ連のアフガニスタン介入を理由に

アメリカがボイコットし、日本も続きます。そのため、福岡国際マラソンに 2 年連続

で優勝していた瀬古利彦は、オリンピックに出場することができませんでした。9 月に

イラン・イラク戦争が勃発します。12 月、ジョン・レノンがニューヨークの自宅前で、

ファンに射殺されます。立方体パズル「ルービックキューブ」、ぜんまいで走るミニカ

ー「チョロ Q」が流行りました。「ウォシュレット」が発売されたのもこの年です。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1981（昭和 56）年＝      

私が生まれた 1981 年は、レーガンが米国大統領に就任した年です。英国ではダイア

ナ嬢が王妃になります。ローマ法王のヨハネ・パウロ 2 世、マザーテレサの来日があ

りました。政府は 2 月 7 日を「北方領土の日」と決定します。3 月には、神戸で博覧会

「ポートピア’81」が開幕しました。気象衛星「ひまわり 2 号」が打ち上げ成功しま

す。台湾の旅客機が墜落し、向田邦子ら日本人乗客 18 名を含む 110 名が死亡します。 

「フロンティア電子理論」の福井賢一京大教授のノーベル化学賞受賞が決定しまし

た。本田技研が若者をターゲットとした省エネ車「シティ」を発売し、サントリーが

「ウーロン茶」を発売します。ブティック・レストラン・ファッションブランドなど

に注釈をつけた田中康夫の小説「なんとなく、クリスタル」が芥川賞候補となりまし

た。このカタログ小説に影響されたブランド好きな女子大生を「クリスタル族」と呼

び、かわいい子ぶる女の子を「ぶりっ子」と呼びました。暴走族風の学生服を着た「な

め猫」が人気となり、フジテレビ系「オレたちひょうきん族」が放送開始されました。

大相撲では、小柄な千代の富士が優勝し、「ウルフ」と称され人気を得ます。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1982（昭和 57）年＝      

私が生まれた 1982 年は、ホテル・ニュージャパンの火災、日航ジャンボ機の羽田沖

での墜落で始まった年です。清涼飲料水の容器にPETを使用することが認められ、PET

ボトルの誕生となります。国内電機メーカー9社が一斉にCDプレーヤーを発売します。

東芝から小型ワープロ(液晶ディスプレイで 2 行表示)が発売され、IBM 開発の大型コ

ンピュータに関する秘密情報を不正に入手した容疑で、日立と三菱の社員ら 7 人が米

FBI に逮捕されました。この年、東北新幹線と上越新幹線が相次いで開業します。リ

ニアモーターカーの有人浮上運転が成功し、「青春 18 のびのびきっぷ」が販売されま

した。前年発足した第二臨調の会長土光さんが、メザシをおかずにご飯を食べる映像

がテレビ放映され、庶民視線の行政改革への期待が高まりました。 

教科書検定で「中国への侵攻」が「中国への進出」に書き換えられたと報道され、

中国から抗議を受けます。沖縄戦での住民犠牲に関する検定意見も、問題となります。

小学館から「日本国憲法」が発行され、憲法ブームが起こりました。鈴木健二「気く

ばりのすすめ」がベストセラーになり、「気くばりブーム」となりました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1983（昭和 58）年＝      

私が生まれた 1983 年は、中曽根首相の「不沈空母」化発言が反響を呼んだ年です。

6 月の参院選では、「比例代表制」での選挙が行われました。この年の 9 月、サハリン

沖で領空侵犯したニューヨーク発大韓航空機がソ連軍機によって撃墜され、レーガン

米大統領は「悪の帝国」ソ連に対する戦略防衛構想を発表します。11 月には、レーガ

ン米大統領が来日し、ロン・ヤスの関係がアピールされました。ロッキード裁判の判

決があり、田中角栄被告に懲役 4 年、追徴金 5 億円の実刑判決が出されました。 

青函トンネルが貫通し、北海道・本州間が海面下で陸続きとなります。東京ディス

ニーランドの開園もありました。任天堂から「ファミリーコンピュータ」が発売され

ました。この年の米タイム誌の 1 月号は、若き創業者ステーブ・ジョブズの特集でし

た。「六甲のおいしい水」が発売開始され、水を買う時代が到来します。「義理チョコ」

も流行ります。「おしん」が放送されたのもこの年です。祈祷師一家の殺傷事件(1948

年)で死刑が確定していた免田被告が 6 回の再審請求を経て無実が確定し、冤罪事件の

原因としての見込み捜査などの問題性が指摘されはじめました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1984（昭和 59）年＝      

私が生まれた 1984 年は、日本人の平均寿命（男性 74.2 才、女性 79.78 才）が世界

一になった年です。3 月には、江崎グリコ社長の誘拐事件がありました。その後「かい

人 21 面相」を名乗る人物から挑戦状がマスコミに送りつけられます。森永製菓に対す

る脅迫状事件なども未解決なまま時効が成立しています。前年無実が確定した免田事

件を受け、NHK では犯罪者を報道する際の「呼び捨て」をやめ、「○○容疑者」と呼

ぶようになります。「ゆり 2 号 a」による衛星放送が開始され、アフリカでの深刻な飢

餓状態や、香港返還に関する中国とイギリスの合意がリアルタイムで伝えられました。 

7 月、オリンピック・ロスアンゼルス大会が、組織委員会による完全民営方式として

開催されました。前回モスクワ大会の報復の為か東側諸国の出場はありませんでした。 

この年、お札から聖徳太子が消え、福沢諭吉・新渡戸稲造・夏目漱石が登場します。

投資ジャーナルの中江滋樹が摘発されたのもこの年です。12 月、自由国民社「現代用

語の基礎知識」の第１回「日本新語・流行語大賞」が発表され、「まるきん(金持ち)、

まるび(貧乏人)」が金賞を受賞しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1985（昭和 60）年＝      

私が生まれた 1985 年は、民営化によって NTT と JT が誕生した年です。 

G5 のプラザ合意でドル安（円高）推進が合意され、中曽根首相は、経済摩擦を緩和

するために「一人 100 ドル（当時、約 25,000 円）の外国製品の購入」を呼びかけます。

打撃を受ける輸出産業のためには、公定歩合の引き下げを行いました。お金を借りや

すくなった企業は、投機へと向かいます。金塊やダイヤを売ると見せかけた豊田商事

の会長が報道関係者の前で刺殺される事件がありました。「金妻」が流行語となります。  

帝京大学病院で、非加熱血液製剤を投与された血友病患者が HIV 感染で死亡する事

故がありました。ウイルス処理をした加熱製剤が認可されましたが、出回っていた非

加熱製剤は回収されることなく、その後、約 3 年間も使用され続けます。 

8 月，日航ジャンボ機が御巣鷹山の尾根に墜落します。10 月には、テレビ朝日系「ニ

ュースステーション」が放送開始されます。労働組合「プロ野球選手会」がスタート

した 11 月、ドラフト会議では、巨人入りを希望していた清原和博は西武によって指名

され、巨人は、早稲田大学進学を表明していた桑田真澄を指名しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1986（昭和 61）年＝      

私が生まれた 1986 年は、男女雇用機会均等法が施行された年です。土井たか子が社

会党の委員長になりました。「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が成立

して 60 歳定年制が義務付けられ、団塊の世代が、引き続き日本を牽引していきます。

「亭主元気で留守がいい」が流行語となりました。 

チャールズ皇太子とダイアナ妃が初来日しました。「男女 7 人夏物語」が始まり、ト

レンディドラマの先駆けとなります。アイドル歌手の岡田有希子の飛び降り自殺、そ

の後追い自殺もありました。東京・中野区の中学生が、「まだ死にたくない、だけどこ

のまましゃ「生きジゴク」になっちゃうよ」という遺書を残して自殺します。 

新人類の間では、ロールプレイングゲーム「ドラクエ」が流行しました。富士フィ

ルムから使い捨てカメラ「写ルンです」が発売されました。ビートたけしらが、写真

週刊誌「FRIDEY」の編集部に殴り込む事件もありました。 

三原山（伊豆大島）が 209 年ぶりに噴火したこの年、スペースシャトル「チャレン

ジャー」が打ち上げ直後に爆発する事故、チェルノブイリの原発事故がありました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1987（昭和 62）年＝      

私が生まれた 1987 年は、国鉄が分割・民営化された年です。この年、アメリカの歌

手、マドンナ、マイケルジャクソンが初来日し、石原裕次郎が 52 歳で死亡します。 

5 月、朝日新聞阪神支局が襲撃され 2 人が殺傷する事件がありました。その後「赤報

隊」と名乗る団体から犯行声明等が届きますが、解決を見ず 2003 年に時効となります。  

東芝がココム違反を疑われる事件がありました。東芝がソ連に輸出した工作機械を

使い、ソ連軍が潜水艦のスクリュー音の改善に成功した、というのがその理由ですが、

その後、ソ連側が東芝製品を軍事用に改造して使用していたことが判明します。 

この年の 10 月の木曜日、アメリカ・ニューヨークの平均株価が急落します。ソ連で

は、ゴルバチョフ書記長によって「ペレストロイカ」が提唱されました。大韓機爆破

事件もありました。この頃、「地上げ屋」が繁盛します。「地上げの帝王」率いる 上

恒産は、前年度の法人所得で突如全国 3 位になりました。坪当たり約 500 万円で入手

した西新宿の土地が転売され、大手建設会社に渡った時には 3000 万円になった時代で

す。「朝シャン」した「ワンレン・ボディコン」の女性が巷にあふれた年でした。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1988（昭和 63）年＝      

私が生まれた 1988 年は、瀬戸大橋(本州四国連絡橋)が開通した年です。世界 長

（53.85m）の青函トンネルが開業し、全天候型の東京ドームも開場します。 

夢を追い求め定職に就かない「プータロー」「フリーター」が増加したこの年の 6 月、

川崎市の助役が不動産会社からリクルートコスモスの未公開株を譲渡されたことがス

クープされます(リクルート事件)。株式公開時に手放せば利益を得ることができるこの

未公開株は、中曽根康弘前首相・竹下登首相・宮沢喜一蔵相らにも譲渡されていたこ

とが発覚します。竹下首相の元秘書が自殺し、「私は知らない、秘書が…」の言葉が流

行語になりました。この頃から「政治改革」の言葉がクローズアップされ始めます。 

自衛隊の潜水艦「なだしお」が、横須賀沖で一本釣り漁船「第一富士丸」と衝突し、

30 人が死亡する事故が発生しました。天皇が吐血・下血し、容態が急変したこの年の

11 月、アメリカではブッシュ大統領が当選し、一ドル 121 円 52 銭の戦後 高値を付

けます。日米の農産物交渉が決着し、牛肉・オレンジが輸入自由化されることとなり

ます。オリンピックソウル大会では、ドーピング問題が持ち上がりました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1989（昭和 64/平成 1）年＝   

私が生まれた 1989 年は、昭和天皇が逝去した年です。「平成」の文字が書かれたフ

リップを掲げた小渕恵三官房長官は「平成おじさん」と呼ばれるようになりました。 

介護福祉士と社会福祉士の国家試験が始まりました。オランダのハーグでは、初の

「環境問題をテーマとする世界会議」が開催されました。消費税(3％)がスタートした

4 月、川崎市の竹藪で 2 億 3500 万円が放棄されているのが発見されました。 

5 月にタカラが「リカちゃん人形」のパパを売り出し、既に発売されているママ・お姉

さん・双子の妹と、家族 6 人揃います。6 月には美空ひばりが死去しました。中国では、

民主化を求めて天安門広場で座り込んでいた学生たちが武力で鎮圧され、戒厳令が出

されました（天安門事件）。7 月の参議院議員選挙では社会党が躍進します（与野党逆

転）。11 月に天皇家の次男礼宮と川嶋紀子様の婚約が発表されました。 

東ドイツがベルリンの壁を実質的に撤去し、12 月には米ブッシュ大統領とソ連ゴル

バチョフ書記長が、マルタ共和国のソ連客船内で会談を行い、冷戦が終結します。 

この年、「3K」や「濡れ落ち葉」の言葉が流行りました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1990（平成 2）年＝       

私が生まれた 1990 年は、共通一次が入試センター試験に移行した年です。女性が生

涯に産む子供の数が平均 1.57 人であると発表され、少子化がクローズアップされます。  

ソ連では複数政党制に移行され、ゴルバチョフが初代大統領に就任しました。11 月

には東西ドイツが統一されます。アメリカのスペースシャトル「ディスカバリー」が

ハップル宇宙望遠鏡を打ち上げ、大気圏外での精密な宇宙観測が可能となりました。

米国の環境保護団体によって「アースデイ(4 月 22 日)」が提唱され、各種イベントが

開催された年です。日本では大阪で「国際花と緑の博覧会(花博)」が開催されました。 

この年、イラク軍がクウェートに侵攻し、翌年の湾岸戦争への導火線となります。

11 月には雲仙普賢岳が約 200 年ぶりに噴火しました。12 月の有馬記念では、オグリキ

ャップが引退レースで優勝します。競馬新聞を読んだり、ゴルフに出かけたりする OL

（オヤジギャル）が登場したのもこの頃です。 

人間の脳に近い曖昧制御を行うファジーコンピュータが注目を浴び、手ぶれ防止ビ

デオカメラなどのファジー家電がブームとなりました。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1991（平成 3）年＝      

私が生まれた 1991 年は、湾岸戦争が勃発した年です。クェートに侵攻したイラク軍

に対し、多国籍軍が空爆を浴びせる様子が連日テレビ中継されました。この戦争に、

日本は総額 130 億ドルの支援を行います。11 月には衆院の国際平和協力特別委員会に

おいて PKO 協力法案が強行採決されました。 

この年、日本電信電話(現 NTT)によって、携帯電話「mova(ムーバ)」のレンタルサ

ービスが開始されました。大相撲夏場所では、横綱千代の富士が 18歳の貴花田に敗れ、

その 2 日後に引退を表明します。「浪速のジョー」こと辰吉丈一郎が「WBC 世界バン

タム級タイトルマッチ戦で勝利し、日本 短記録で世界チャンピオンになりましたが、

試合後「網膜裂孔」と診断され、長期休業となります。 

5 月にディスコ「ジュリアナ東京」が開店し、9 月には、好景気がいざなぎ景気(1965

～1970 年)を超えたことが発表されます。谷村志穂の「結婚しないかもしれない症候群」

がベストセラーとなり、フジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」が放送開始され、

「セックスしよっ」のセリフ、篠山紀信のヘアヌード写真集が話題を呼びました。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1992（平成 4）年＝       

私が生まれた 1992 年は、PKO 法に基づき陸上自衛隊の第一陣が、国連カンボジア

暫定統治機構に派遣された年です。大相撲初場所で、貴花田が史上 年少 19 歳 5 か月

で優勝し、日本人宇宙飛行士の毛利衛さんが宇宙に飛び立ちました。 

明治 25年生まれのきんさん・ぎんさんが 100歳になり、国民的アイドルとなります。

オリンピック・バルセロナ大会では、平泳ぎで優勝した 14 歳の岩崎恭子の「今まで生

きてきた中でいちばん幸せ」の言葉が印象的でした。夏の高校野球では、明徳義塾の

松井秀喜が 5 打席連続で敬遠されます。この年、育児休業法が施行されます。初のセ

クハラ裁判では、被害女性の主張が全面認められました。山形新幹線が開通します。 

11 月の米大統領選では民主党のクリントンが勝利し、ヨーロッパでは EU の憲法(マ

ーストリヒト条約）が調印されました。この頃、日本では、自民党幹事長金丸信が、

右翼団体による竹下登ほめ殺しへの対応を、東京佐川急便社長を通じて暴力団に依頼

した事が明るみに出ます。銀行の不良債権、住専問題も表面化し始めます。ディスコ

に「お立ち台」が現れ、マザコンの「冬彦さん」がブームになったのもこの年です。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1993（平成 5）年＝       

私が生まれた 1993 年は、EC12 か国の単一市場が発足した年です。日本では環境基

本法が施行されました。J リーグ開幕、皇太子さまご成婚など嬉しいニュースが続きま

した。一方で、「矢がも」の痛々しい姿や、北海道奥尻島の津波被害も報じられました。 

6 月にウィーンで国連世界人権会議が開催され、9 月にはイスラエル・ラビン首相と

パレスチナ解放機構のアラファト議長が、パレスチナ暫定自治協定に調印します。 

7 月に実施された総選挙では、細川護熙の日本新党、羽田孜の新政党、武村正義の新

党さきがけが大躍進します。自民党は過半数割れし、宮澤内閣が総辞職します。細川

内閣が誕生し、38 年間の自民党政権に幕が降ろされました。細川内閣の規制緩和政策

を背景に、京都の MK タクシーが業界の慣行を打ち破り 10%の値下げを実現させます。  

10 月のワールドカップ・アジア地区予選の 終戦では、ロスタイム中に相手のゴー

ルが決まり、得失点差で本大会への出場を逃す(ドーハの悲劇)こととなりました。雅子

さまファッションが流行する一方で、ガングロメイクの「ヤマンバギャル」も現れま

した。「うざい」の言葉が流行したこの年の末、田中角栄が死去します。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1994（平成 6）年＝      

私が生まれた 1994 年は、細川護熙首相が、消費税を廃止し、7％の国民福祉税を導

入することを発表した年です。数字の根拠について問われ、「腰だめの数字」と説明し、

それを翌日撤回します。細川首相は、衆院小選挙区比例代表並立制を導入する「政治

改革関連法」を成立させた後、佐川急便問題による国会空転の責任を取り辞任します。  

4 月に羽田内閣が発足しましたが 6 月に総辞職し、社会党委員長の村山富市が、自社

連立政権における首相となります。7 月の臨時国会では、村山首相による「自衛隊合憲」

の所信表明が出されました。アフガニスタンやソマリアでは内戦が激化し、チェチェ

ン内戦にロシアが介入しました。11 月には初の中東サミットが開催されました。 

この年、核査察を受け入れた北朝鮮からは、金日成国家主席が死去の報が届きます。 

気象予報士の初の国家試験が行われました。関西国際空港が開港し、「古都京都の文

化財」が世界文化遺産に登録されます。オリックスのイチローがプロ野球史上初のシ

ーズン 200 本安打を達成し、大江健三郎のノーベル文学賞受賞が決定します。 

松本サリン事件が発生し、オウム真理教の犯行であるとの怪文書が出回りました。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1995（平成 7）年＝       

私が生まれた 1995 年は、1 月に阪神淡路大震災、3 月に地下鉄サリン事件が起こっ

た年です。疑惑を否定するオウム真理教広報部長の弁舌が連日テレビ放映され、「ああ

言えば上祐」が流行語となりました。 

4 月の統一地方選挙で、無党派の青島幸男と横山ノックが当選します。戦後 50 周年

のこの年の 8 月、植民地支配と侵略を反省し、お詫びを表明するという村山談話が発

表されました。9 月に沖縄で少女が米兵 3 人に暴行を受ける事件が発覚し、日米安保条

約(地位協定)のため米兵が罪に問われないことに対し、沖縄県民の怒りが爆発します。

この怒りを受けて、大田正秀知事は「駐留軍用地措置法に基づく土地使用」の署名を

拒否します。国から委任された事務(県が軍用地を民間から借り上げること)を放棄した

太田知事に代わって、村山首相が署名する結果となりました。 

日米両国の政府は新たな協議機関「SACO」を設置し、50 ㎢（米軍基地の 21%）の

土地返還、実弾射撃訓練方法の変更、騒音の軽減、日米地位協定の運用改善などが定

められました。この年の 11 月、「Windows95」の日本語版が発売されました。 

 
                                        



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1996（平成 8）年＝       

私が生まれた 1996 年は、薬害エイズ問題について、菅直人厚相が大臣として初めて

国の責任を認めた年です。血友病患者への非加熱製剤の使用がエイズ感染の原因であ

ることと疑われつつも必要な措置を取らず、結果として 500 人以上の死亡者を出した

こと対する国の責任が認められ、ミドリ十字(現田辺製薬)の被告らは、非加熱製剤を投

与して患者を死亡させたことを理由に有罪判決を受けます。帝京大学病院において血

友病患者を HIV 感染させた安部英は、上訴中に認知症を患い、公判が停止されたまま

2005 年に死去します。O157 が原因の食中毒が発生しました。原因と疑われた貝割れ

大根を食べる菅直人が放映されました。9 月、さきがけの鳩山由紀夫・菅直人、社民の

岡崎トモ子、新進の鳩山邦夫らによって「民主党」が結成されました。 

アマチュア天文家が彗星を発見し、「百武彗星」と命名されました。英国ではチャー

ルズ皇太子とダイアナ妃が離婚します。12 月、ペルーの日本大使館公邸で人質事件が

ありました（翌年 4 月にフジモリ大統領が特殊部隊を突入させ、人質は解放されます）。 

PHS が広まり始めたこの年、ポケベルの契約者数がピークを迎えます。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1997（平成 9）年＝       

 私が生まれた 1997 年は、消費税が 3％から 5％に引き上げられ、包装容器リサイク

ル法の施行により、ガラス瓶・ペットボトルの分別収集が義務化された年です。長野

新幹線が開業しました。サッカー日本代表が初のワールドカップ出場を果たします。 

5 月、「さあゲームの始まりです」から始まる犯行声明文と共に、神戸市須磨区の住

宅街において凄惨な殺人事件が起きます。神戸新聞社に犯行声明が届き、「酒鬼薔薇聖

斗」と名乗る中学 3 年生の少年 A が容疑者として逮捕されました。 

子供たちの間では、「たまごっち」や「ポケモン」などのゲームが流行しました。キ

ティ愛好家「キティラー」、シャネルブランド愛好家「シャネラー」、あらゆる食べ物

にマヨネーズをかける「マヨラー」など、語尾に「ラー」をつける表現が流行ります。

自分の中だけで流行を追い求める「マイブーム」派の人も現れました。 

日経新聞に掲載された小説「失楽園」により、中高年男性の間で「失楽園ブーム」

が起こります。11 月に北海道拓殖銀行と山一證券が破たんし、12 月に世界初のハイブ

リッド車プリウスが発売されました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1998（平成 10）年＝      

私が生まれた 1998 年は、長野で冬季オリンピックが開催された年です。初出場の

FIFA ワールドカップ・フランス大会では、岡田監督率いる日本チームは惨敗します。 

前年破綻した北海道拓殖銀行と山一証券に対し、不良債権処理のために公的資金 30

兆円が銀行に投入されるという議論が持ち上がります。このような中で、大蔵省金融

検査部の検査官が、第一勧銀から「ノーパンしゃぶしゃぶ」の接待を受けたことが発

覚し、国民の怒りが爆発します。接待の見返りに検査に便宜を与えた関係者 112 人が

減給や訓告などの処分を受け、金融検査の部門が分離され、金融監督庁が設立します。

7 月の参院選では自民党が大敗しました。橋本龍太郎首相は辞任し、小渕恵三内閣が誕

生します。8 月、北朝鮮が「人工衛星」の打ち上げを発表しました。「人工衛星」の正

体は弾道ミサイル「テポドン 1 号」であり、日本列島を飛び越えて三陸沖東方に着弾し

ます。11 月の沖縄知事選では、普天間飛行場の辺野古移設反対を表明する大田知事を

破り、自民党が推す稲嶺恵一が当選します。この年アメリカで発売された「バイアグ

ラ」が話題を集め、翌年日本で販売されることとなります。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 1999（平成 11）年＝      

私が生まれた 1999 年は、NTT 移動通信網(現 NTT ドコモ)が携帯電話向けのインタ

ーネット接続サービス「ｉモード」を開始した年です。地域振興券の配布、育児休業

法の施行などがありました。改正男女雇用機会均等法が施行されたのも、この年です。 

卒業式を翌日に控えたある日、広島県立高校の校長が「何が正しいのかわからない」

のメモを残して自殺します。国旗掲揚・国歌斉唱を求める文部省・教育委員会と、そ

れを拒否する教職員の板挟みに苦しんでの出来事です。教職員組合の先鋭的な活動が

知れ渡るところとなり、政府は国旗・校歌の法制化を果たします。地方分権一括化法

が成立し、国からの機関委任事務が廃止されることとなりました。 

宇多田ヒカルがデビューし、モーニング娘の「LOVE マシーン」、NHK「おかあさ

んといっしょ」から生まれた「だんご 3 兄弟」がヒットしました。ソニーのロボット

「AIBO」、大正製薬の育毛剤「リアップ」がヒットします。美白ブームの年でした。 

コソボの民族紛争において、NATO 軍によるユーゴスラビア空爆が開始されます。

沖縄などに駐留する米軍には 2757 億円の「おもいやり予算」が支出されました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2000（平成 12）年＝      

私が生まれた 2000 年は、国会で党首討論が始まり、首相と野党党首との論戦がテレ

ビ中継されるようになった年です。自由党との連立が解消された翌日、小渕首相が緊

急入院し、国会指名で森喜朗が首相となります。所信表明演説での「イット（IT）革

命」や「日本は天皇中心の神の国」の発言が話題となりました。 

4月に介護保険制度がスタートし、6月にはナスダック・ジャパン市場が発足します。

雪印乳業の食中毒事件、百貨店そごうの民事再生法適用申請などがありました。監禁

されていた少女が 9 年ぶりに解放される、という事件もありました。犯人は社会との

接点を持てなかった青年でした。この年、児童虐待防止法が成立し、ストーカー規制

法が施行されます。出会い系サイト、パラサイト・シングルなどの言葉が生まれたの

ものこの頃です。セクハラ事件で辞任した横山ノック前大阪府知事に代わり、初の女

性知事（太田房江）が誕生しました。 

沖縄の守礼門が描かれた 2000 円札が発行され、九州・沖縄サミットが開催されまし

た。長野県知事選では作家の田中康夫が「官対民」をアピールし、当選を果たします。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2001（平成 13）年＝      

私が生まれた 2001 年は、中央省庁が再編され、1 府 12 省庁としてスタートした年

です。アメリカではブッシュ大統領が就任します。 

2 月、宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」が、米国の原子力潜水船の急浮上によっ

て沈没する事故が起きました。この報告をゴルフ場で受けた森首相は、その後もプレ

ーを続けたことで避難されました。4 月の自民党総裁選では小泉純一郎が圧勝し、構造

改革として、不良債権処理・郵政民営化などの「骨太の方針」が閣議決定されます。 

9 月、アメリカン航空 11 便がニューヨークの世界貿易センタービルに激突します。

米政府は、主犯はイスラム過激派組織アル・カイーダの首領オサマ・ビンラーディン

と発表します。この頃、日本国内で牛海綿状脳症「狂牛病」が確認されました。暗い

話題が多い中、演歌歌手氷川きよしの「やだねったら、やだね」が流行語化しました。 

12 月には天皇家に長女誕生という嬉しいニュースが飛び込みます。米大リーグのシ

アトル・マリナーズに移籍したイチロー選手の活躍にも元気づけられました。 

この年、DV（ドメスティック・バイオレンス）防止法が施行されました。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2002（平成 14）年＝     

私が生まれた 2002 年は、ユーロ（1999 年導入）が EU 加盟 12 ヶ国で流通した年で

す。アメリカのブッシュ(息子)大統領は、一般教書演説において「北朝鮮・イラン・イ

ラクは、テロリストと結託して世界の平和を脅かす悪の中枢」と述べます。 

小泉首相の知的財産立国宣言があり、プロパテントに向けて舵が切られました。外

務省を「伏魔殿」と呼んだ外相田中真紀子が更迭され、「赤が勝負服」と述べた川口順

子が後任となります。学校では「ゆとり教育」がスタートしました、週 5 日制の実施

に伴い教科書は薄くなり、円周率は「約 3」と教えられるようになりました。 

5 月にサッカーワールドカップ日韓共同開催大会が始まり、8 月には多摩川にアザラ

シの「タマちゃん」が現れました。9 月に小泉首相が北朝鮮を訪問し、11 人の拉致被

害者を含む 14 人の消息が明らかにされました。10 月に拉致被害者のうち 5 人の一時

帰国が実現します。この年、日本政府が北方支援事業として国後島に建設した宿泊施

設「日本人とロシア人の友好の家（ムネオハウス）」に「疑惑」が向けられました。 

松井秀喜が FA 宣言でメジャーに行き、ボクシング辰吉丈一郎が復帰戦で勝利します。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2003（平成 15）年＝      

私が生まれた 2003 年は、ベトナム・香港などで SARS（重症性急性呼吸器症候群）

が多発し、台湾・カナダ・ヨーロッパに拡大した年です（中国での流行も後に判明）。  

3 月、フセイン体制終焉・大量核兵器探索などを理由に、イラク戦争が始まります。

4 月には英米軍によってバクダットが陥落し、フセイン体制が崩壊しました。日本では

有事関連の 3 法が成立し、防衛目的での自衛隊の出動が可能となりました。北朝鮮の

核開発問題をめぐり、朝鮮・米国・中国・日本・韓国・ロシアによる 6 ケ国協議が中

国で開催されました。中国は、有人宇宙船「神舟 5 号」の打ち上げに成功しました。 

東京・大阪・名古屋で地上デジタル放送が開始したこの年、日本郵政公社が発足し、

個人情法保護法が成立します。ヒトゲノムの解読完了、健康増進法の施行などがあり

ました。星野仙一監督率いる阪神タイガースが 18 年ぶりにセリーグで優勝します。 

SMAP の歌の「No.1 にならなくてもいい、もともと特別な Only one」のフレーズ

が共感を呼びました。香山リカ「ぷちナショナリズム症候群 若者たちのニッポン主

義」、森本卓郎「年収 300 万時代を生き抜く経済学」などがベストセラーとなりました。 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2004（平成 16）年＝      

私が生まれた 2004 年は、IT 企業による球団買収の発表が相次いだ年です。6 月にラ

イブドア堀江貴文が近鉄バファローズの買収申し入れを発表し、9 月に楽天がプロ野球

参入を発表します。ソフトバンクによるダイエー球団買収も発表されました。 

10 月、新潟県中越地方を 大震度７の地震が襲います。11 月には野口英世・樋口一

葉がお札の顔として登場しました。 

韓国のドラマ「冬のソナタ」が NHK 総合テレビで放送され（再放送）、中高年女性

の間で韓流ブームが起こりました。若者の間では、WEB 上に自分の文章や写真を公開

する「ブログ」が流行します。ハンドルネーム「電車男」にまつわる小説が「アキバ

系」の間で支持されました。イラクで日本人が武装勢力に誘拐される事件が起こり、

福田康夫官房長官はこれを「自己責任」と述べました。 

12 月には、「俺、俺」と高齢者を狙った詐欺に「振り込め詐欺」の名前が付けられま

した。「痴呆」は「認知症」と呼ばれることになります。改正高齢者雇用安定法によっ

て定年が 65 歳まで引き上げられ、団塊の世代の活躍は更に続くこととなります。 

  

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2005（平成 17）年＝      

私が生まれた 2005 年は、島根県議会が 2 月 22 日を「竹島の日」としたことから、

韓国政府が抗議声明を発表した年です。この年の 2 月、ライブドアがニッポン放送株

を 35％取得した、と発表します。10 月には楽天が TBS の筆頭株主になります。 

4 月から普通預金にペイオフが適用され、銀行が破綻した場合は 1000 万円までしか

保護されないようになりました。個人情報保護法も施行されました。JR 西日本の福知

山線の脱線事故が起き、通勤通学途中の多くの若い命が奪われました。 

8 月、小泉改革の本丸である「郵政民営化」法案が参議院で否決され、小泉首相は「民

意を問う」ために衆議院を解散します(郵政解散)。郵政民営化に反対する候補者を自民

党公認とせず、これらの造反議員への対抗馬として、堀江貴文・小池百合子ら「刺客」

を送り込みます。空白選挙区には公募の候補者を充て、選挙は大勝利をおさめました。 

アニメの女子キャラクターに「萌え」る若者、就学・就職をしない「ニート」が増

えます。「愛・地球博（愛知万博）」が開催されたこの年、環境省は、温室効果ガス削

減のために、「クールビズ」の取り組みを開始しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2006（平成 18）年＝      

私が生まれた 2006 年は、IT 企業の社長の逮捕が続いた年です。2 月にライブドアグ

ループの堀江貴文が証券取引法違反容疑で逮捕され、6 月に村上ファンドの村上世彰が

インサイダー取引容疑で逮捕されます。この年、小泉首相が「格差がでるのは別に悪

いこととは思っていない」と述べたことから、格差をめぐる議論が盛んになります。 

小泉首相は 8 月に靖国神社を参拝し、9 月に退任します。自民党総裁に安倍晋三が選

出され、安倍内閣が発足します。郵政民営化法案に反対して野党が欠席する中、教育

基本法の改正法案が通過し、教育の目標に「愛国心」が掲げられることとなります。 

2 月の冬季オリンピック・トリノ大会では、女子フィギュアスケートの荒川静香が金

メダルに輝きました。女子カーリングの「チーム青森」の健闘も感動を呼びました。

夏の高校野球では、駒大苫小牧（田中将太投手）と早稲田実業（斉藤祐樹投手）の決

勝戦（延長 15 回引き分け、翌日再試合で早稲田実業の勝利）が感動的でした。 

前年出版の藤原正彦「国家の品格」の後、「○○の品格」と題する本が続出します。

認知症防止のためのドリル「脳トレ」がヒットした年です。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2007（平成 19）年＝      

私が生まれた 2007 年は、「女性は産む機械」、「原爆投下はしょうがない」、「年間何

百万円のナントカ還元水」などの発言で辞任する大臣が相次ぎ、7 月の参院選で与党自

民党が惨敗した年です。この年、第１回東京マラソンが開催されます。北海道の夕張

市は財政再建団体となり、新潟県中越地方は 大深度 6 強の地震に襲われました。 

8 月頃からアメリカでサブプライムローン問題が深刻化し、証券の信頼性が失われ始

めます。9 月に安倍首相が突然辞任して福田康夫が首相となり、10 月から郵政民営化

が始まります。月周回衛星「かぐや」の打ち上げが成功し、ハイビジョンカメラによ

る地球の映像が、我々のもとに送られてきました。 

「そんなの関係ねえ！」「どんだけ～」「リアルに」などの流行語が生まれました。

空気の読めない KY な人、鉄道マニアの鉄子さん、髪型を盛った人など、多様な若者

が現れるなか、住む所のない非正規労働者「ネットカフェ難民」の実態も明らかにさ

れます。ゴルフのハニカミ王子が人気を博したこの年、イチローが大リーグオールス

ター戦で MVP を獲得しました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2008（平成 20）年＝      

私が生まれた 2008 年は、アップル社の「iPhone」が日本で販売開始された年です。

その 2 か月後、アメリカの投資銀行リーマンブラザーズが経営破綻し、これが引き金

となって世界的な金融恐慌が訪れます。日本では後期高齢者医療制度が始まり、75 歳

から国保・健保とは別の医療制度となりました。 

2t トラックが JR 秋葉原駅近くの交差点に突っ込み、通行人が犠牲になりました。

道頓堀の「大阪名物くいだおれ」が閉店し、店頭の「くいだおれ太郎」はキャラクタ

ーとしての新たな人生が始まります。奈良では遷都 1300 年記念事業のマスコットキャ

ラクターとして「せんとくん」が発表されました。10 月には「ひこにゃん」のご当地・

彦根市で「ゆるキャラまつり」が開催されました。 

下村脩氏のノーベル化学賞、南部陽一郎氏・小林誠氏・益川敏英氏のノーベル物理

学賞を受賞しました。福田首相が辞任し、麻生内閣が発足したこの年の 11 月、米大統

領選でバラク・オバマが「Change」のスローガンを掲げて当選します。 

年末の日比谷では「年越し派遣村」が開設されました。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2009（平成 21）年＝      

私が生まれた 2009 年は、裁判員制度がスタートした年です。エコカー減税が行われ、

麻生首相によって前年発表された経済政策「定額給付金」も実施されました。 

第 2 回 WBC(ワールド・ベースボール・クラッシック)では、日本は韓国を下して二

連覇を果たします。ソマリア沖の海賊対策として海上自衛隊の護衛艦が派遣されます。 

6 月にはマイケル・ジャクソン(50 歳)が死亡しました。7 月の衆議院選挙では、「政

権交代」のマニュフェストを配り、民主党が圧勝します。9 月には、新首相として鳩山

由紀夫が指名され、民主・社会・国民新党の連立政権が誕生します。「小沢ガールズ」

が政界デビューを果たしました。日本開発の HTV（国際宇宙ステーションに物資を運

ぶ輸送機）が ISS に到着します。この年、「核なき世界」を訴えた米オバマ大統領がノ

ーベル平和賞に輝きます。 

「歴女」や「草食系男子」が現れ、「ユニクロ」や「しまむら」などのファッション

が人気を博します。11 月の行政刷新会議による「事業仕分け」では、次世代スーパー

コンピュータの開発費を巡り、「2 位じゃだめなんでしょうか」の発言が印象的でした。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2010（平成 22）年＝      

私が生まれた 2010 年は、建設中の東京スカイツリーが東京タワー（377ｍ）を超え、

日本１の高さになった年です。アラブ首長国連邦では、世界一の高層ビル（828ｍ、160

階建て）がオープンしました。中国では上海万博が開幕し、大阪万博を上回る 7000 万

人の入場者を記録します。冬季オリンピック(バンクーバー大会)ではフギュア女子シン

グルの浅田真央が銀メダルに輝きました。サッカー・ワールドカップ(南アフリカ大会)

では、決勝トーナメントで PK 戦負けします。大相撲では野球賭博が問題となりました。 

障害者団体向け割引郵便制度を悪用した容疑で逮捕された厚生労働省の村木厚子局

長に無罪判決が下され、大阪地検特捜部による証拠品データ改竄が明らかになります。 

この年、「基地の県外移設」を唱えて民主党を勝利させた鳩山由紀夫首相が沖縄を訪

問し、公約を撤回して沖縄県に基地の受け入れを要請しました。沖縄尖閣諸島付近の

海上で、中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する様子を伝える映像が YouTube 上に

流出しました。中国漁船の船長を逮捕した日本政府に対し、中国が釈放を要求し、那

覇地検が釈放する、という複雑な結果となり、民主党政権の対応に批判が生じます。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2011（平成 23）年＝      

私が生まれた 2011 年は、東日本大震災が起こった年です。3 月、東北でマグニチュ

ード 9 の地震が発生し、その後の津波で多数の犠牲者を出します。津波の影響で原子

力発電所の原子炉建屋が爆発し、大量の放射性物質が拡散しました。福島第一原発か

ら半径 20キロ圏内に避難指示が発せられ、その圏内の被害者の捜索が打ち切られます。

事故の拡大を防止する為、原子炉の自動冷却装置を回復させようとしますが作業は難

航し、その間に流出した汚染水で周辺の海水が放射性物質によって汚染されました。

原発停止によって電力不足が深刻な問題となり、計画停電が実施されました。 

この年、日本の GDP は中国に抜かれて世界第 3 位になります。大阪では市長と知事

の同日選が行われ、大阪維新の会の橋本徹市長、松井一郎知事が誕生します。イギリ

スではウィリアム王子とキャサリン妃の結婚式がありました。アメリカでは、同時多

発テロの首謀者、アルカイーダのウサマ・ビンラーディンの殺害が報ぜられました。

北朝鮮では金正日総書記死去に伴い三男正恩氏が就任します。サッカー女子ワールド

カップ(ドイツ大会)で「なでしこジャパン」が世界一となります。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2012（平成 24）年＝      

私が生まれた 2012 年は、公的資金の投入によって事実上国有化された東京電力が、

家庭用の電力料金の値上げを発表した年です。沖縄県の本土復帰 40 年を迎えた 5 月、

政府と県共催の記念式典が宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開催されました。 

尖閣諸島の国有化が決定されます。この年、国内初の格安航空会社「ピーチ」が運

航開始しました。新潟県佐渡市では、野生で繁殖に向けて放鳥されていたトキ（特別

天然記念物）の卵が孵化しました。東京は、スカイツリー、JR 東京駅(丸の内駅舎)…

と、新たな施設の開業が続きました。石原都知事が辞任し、猪瀬直樹が就任します。

大阪では、建設中のアベノハルカスが、横浜ランドマークタワー(296m)を抜いて日本

一高いビルとなりました。 

税と社会保障の一体改革関連 8 法案が衆院で可決しましたが、消費増税法案におい

て民主党の小沢一郎・鳩山由紀夫ら 57 人が反対側に回り、小沢元代表ら 50 人が離党

しました。12 月の衆議院選挙において自民党が圧勝し、安倍晋三が再度首相に就任し

ます。この年、山中伸弥教授のノーベル医学生理学賞受賞が決定しました。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2013（平成 25）年＝      

私が生まれた 2013 年は、オリンピックの東京招致の決定に、日本が沸いた年です。

韓国では初の女性大統領として朴槿恵氏が就任します。北朝鮮は、3 度目の核実験の実

施を発表します。バチカンでは、ベネディクト 16 世が退位し、次のローマ教皇を選ぶ

コンクラーヴェが行われました。この年 4月、ダウ平均株価が 14802.24ドルを記録し、

史上 高値を更新しました。9 月には「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」

が開催され、解釈上「違憲」とされる集団的自衛権についての議論が始まります。特

定機密保護法案の制定も本格化しました。11 月、尖閣諸島を含む東シナ海の領域の上

空を防空識別圏に設定したことを中国が発表し、それを受けて米国は、空軍所有の B-52

機を、尖閣諸島上空を飛行させました。80 歳の三浦雄一郎氏がエベレスト登頂に成功

します。富士山が世界文化遺産に登録されました。南氷洋での日本の調査捕鯨中止を

求めた裁判が、国際司法裁判所において開始されます。オリンピック東京招致を果た

した猪瀬都知事は、徳洲会から 5000 万円を借り入れたことで窮地に立たされます。 

この年、国の借金が、ついに 1000 兆円を突破します。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2014（平成 26）年＝      

私が生まれた 2014 年は、消費税が 5％から 8％に引き上げられた年です。円安の影

響で、多くの外国人観光客が「爆買ツアー」に訪れました。 

アメリカの上下両院合同会議で安倍首相が演説し、「先の大戦に対する痛切な反省」

を述べました。7 月、集団的自衛行使が容認されるよう憲法解釈の変更を閣議決定し、

9 月、国会周辺で反対デモが繰り広げられるなか、安全保障関連法が成立します。この

年、ロシアがウクライナのクリミア半島を編入し、アメリカはイスラム国（IS）への

空爆を開始しました。中国の戦闘機が自衛隊機に異常接近する事件もありました。 

改造内閣で就任したばかりの小渕優子経産相と松島みどり法相が、政治資金問題で

辞任する、という出来事もありました。消費税引き上げによる景気の停滞を受け、安

倍首相は、消費税 10％への引き上げの是非を問うことを名目に衆議院を解散します。

12 月の解散総選挙では自公両党は、改選前を上回る 326 議席を獲得します。 

この年、65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合が 1/4 を超え（25.9％）、75 歳以

上が占める割合は 1/8（12.5％）となりました。高齢化社会への対策が急がれ始めます。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2015（平成 27）年＝      

私が生まれた 2015 年は、安倍首相のヨルダン訪問で始まった年です。シリア難民の

受け入れで財政状況が悪化しているヨルダンに 1 億ドルの円借款を表明した翌々日、

イスラム過激派組織（IS）は、シリアで拘束されている邦人 2 名の殺害予告をネット

で公開します。IS の 2 億ドルの要求に日本政府が応じなかったため、2 人を殺害した

とする映像が相次いで公開されました。2 月には、ISIL と戦う周辺国に対する人道支

援拠出 2 億ドルを含む、総額 3 兆 1180 億円の 2014 年度補正予算が成立します。 

鳩山元首相が日本政府の中止勧告を無視してモスクワ経由でクリミア半島を訪問し、

国民を驚かせました。戦後 70 年となる 8 月には、安倍談話が発表されました。 

大阪市では大阪都構想の是非を問う住民投票が実施され、反対多数で否決されたこ

とで橋下本徹市長は政治家を引退します。日本年金機構から個人情報約 125 万件が流

出する事件、東京五輪エンブレムの著作権問題や新国立競技場案の再募集などもあり

ました。5 年もの交渉の末 TTP が大筋合意され、ほぼ 15 年ぶりに株価が 2 万円台を

回復します。公職選挙法が改正され、18 歳の若者に投票権が与えられるようなります。 

 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2016（平成 28）年＝     

私が生まれた 2016 年は、選挙権を得た 18 歳の若者が初の投票を体験した年です。

マイナス金利が導入され、安倍首相が消費税(10％)の引き上げ延期を発表します。電力

小売りの自由化、カジノを中心とした統合型リゾート推進法案成立などがありました。

有事法制が整備され、南スーダンに派遣される PKO に新たな任務（駆けつけ警護など）

が課されることとなります。弾道ミサイルで挑発を続ける北朝鮮からは、水爆実験成

功のニュースが飛び込みます。韓国朴大統領は職務停止に追い込まれます。 

小池百合子東京都知事は、就任早々、築地市場の移転延期を決定し、オリンピック

開催経費の削減に乗り出しました。この年開催されたオリンピック・リオデジャネイ

ロ大会では、日本は史上 多のメダル 41 個を獲得します。ノーベル文学賞にボブ・デ

ィランが選ばれたこの年 5 月、オバマ米大統領が被爆地広島を訪れました。12 月には

安倍首相がハワイの真珠湾を訪問します。英国民はＥＵ離脱を選択しました。 

11 月の米大統領選では、「アメリカファースト」の共和党候補トランプ氏が、クリン

トン前国務長官を破って当選します。英国 EU 離脱と同様の衝撃が世界中に走ります。 

 
 



  私が生まれた頃の出来事    ＝戦後史における 2017（平成 29）年＝      

私が生まれた 2017 年は、前年の米大統領選で選出された共和党のドナルド・トラン

プ氏が第 45 代アメリカ合衆国大統領に就任した年です。就任後、トランプ大統領は、

環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）からの離脱、移民流入防止のためのメキシコ国

境の壁、オバマケアの撤廃などの大統領令に次々と署名します。 

前年、アメリカのオバマ大統領が被爆地広島を訪れ、12 月には安倍首相がハワイの

真珠湾を訪問しました。米国との間で平和を誓い合う一方で、日本の有事法制は着々

と整備されていきました。アメリカの大統領が変わることで、日本は如何に変化して

いくのでしょうか？ 

振り返ってみると戦後制定された日本国憲法は、戦前の大日本帝国憲法とは異なり

「国民主権」を定めたものでした。戦後、国民は天皇の「臣民」ではなく、国のあり

方を決める「主権者」となり、女性を含めて 20 歳以上の全ての国民が、選挙を通じて

政治に参加することが可能となったのです。今は 18 歳以上の全ての国民が政治に参加

できる時代です。18 歳以上の全て国民に日本の未来を託すこととしましょう！ 

 
 


