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令和 1 2019
・元号改元「令和」
5/1・

・ホルムズ海峡日本
タンカーを攻撃・商業
捕鯨再開・京都アニ
メ放火３６人死亡・消
費税10％・

・東日本台風被害・
沖縄首里城焼失・ﾛｰ
ﾏ教皇来日・中村医
師銃撃死亡

・ノーベル化学賞吉
野彰氏

・Ｇ20ｻﾐｯﾄ大阪で開
催・香港学生デモ拡
大・ノートルダム聖堂
火災・北朝鮮SLB発
射・米パリ協定離脱・
アマゾン大火災・イス
ラム国指導者米作戦
で死亡

平成 31 2019
・徴用工問題日韓関
係悪化

・豚コレラ観戦拡大・
外国人労働者受け入
れ拡大

・探査機はやぶさ小
惑星着陸・世界初ブ
ラックホール撮影

30 2018

・１８歳成人民法成
立・カジノ法案通過・
第四次阿部内閣・森
友文書改ざん

・日産、ゴーン会長、
有価証券偽証・豊洲
市場開場・仮想通貨
流出・ソフトハンク上
場

・西日本豪雨、死者
220人超・北海道地
震震度7

・日大アメフト危険
タックル、スポーツ界
不祥事・私大医学部
不正入試

・米連邦政府３度停
止・中国全人代主席
任期政権撤廃・ロシ
ア大統領選プーチ
ン・米朝首脳史上初
会談・サウジ人記者

29 2017

・天皇退位特例法が
成立・改正組織的犯
罪処罰法(共謀罪)が
成立・プレミアムフラ

イデー施行

・ヤマト運輸が宅配
便値上げ発表・日

産、スバルで無資格
社員が検査。

・「沖ノ島」世界遺産
に

米国大統領にドナル
ド・トランプ氏が就任・
韓国大統領に文在寅
氏就任・カタルーニャ

が独立宣言

28 2016

・オバマ大統領が広
島訪問　　・民主党、
維新の党が新党「民
進党」結成　・18歳選
挙権施行　・安全保
障関連法が施行

・三菱自動車、事実
上日産の傘下に　・

マイナス金利導入　・
改正電気事業法が
施行。電力小売りを

自由化

・新東名高速道路、
浜松いなさJCT－豊
田東JCTの55キロ区
間が開通　・北海道

新幹線が開業

・大隅良典氏、ノーベ
ル医学生理学賞を受

賞

・米国次期大統領選
挙、ドナルド・トランプ
氏勝利　・英国、EU

離脱決定

27 2015
・マイナンバー始まる・
TTP大筋合意

・１ドル117～126・平均
株価２万円台

・北陸新幹線

・イスラム国日本人殺
害・米とキューバ国交
回復・パリ同時テロ・ネ
パール大地震・欧州難
民急増・ギリシャ「反緊

26 2014
靖国神社参拝問題・消
費税８％・御嶽山噴火
死者57人

・１ドル101～122
東海道新幹線が開業
から５０年

・ノーベル物理学賞３
名・ＳＴＡＰ細胞論文改
ざん

・エボラ出血熱・ウクラ
イナ危機・イスラム国・
香港行政長官選挙民
主化デモ・パキスタン学
校襲撃・米キューバ国
交正常化交渉へ・北朝
鮮映画会社にサイバー

25 2013
・特定秘密保護法案・ア
ベノミクス　・国負債
1000兆円

・１ドル87～105　・食材
偽装

国産新型ロケット「イプ
シロン」打ち上げ

・歌舞伎座新開場

・中国尖閣諸島防空識
別圏設定　・台風フィ
リッピン直撃死者8000
人　・アルジェリア人質

24 2012
尖閣諸島問題、政権交
代

・１ドル76～87
東京スカイツリーが完
成。

・ロシア大統領プーチン
・中国半日デモ

23 2011
・管首相辞任・野田佳
彦氏第95代内閣総理
大臣就任

・１ドル75～86　・電力
不足深刻化

東北新幹線全線、九州
新幹線

・テレビ放送地デジに移
行

3.11東北地方太平洋沖
地震、福島原発事故、
エジプト・リビアで反政
府デモ　・ユーロ危機深
刻化　・世界人口70億

22 2010 トヨタリコール グーグル、中国撤退 ｉｐａｄ開始
ギリシャ経済危機、アラ
ブの春

21 2009 政権交代
失業率5.1%。裁判員制
度。

大学卒が50％を超える
米国に初の黒人大統
領にオバマ氏が就任

20 2008 麻生内閣発足。 リーマンショック ＰＨＳサービスを終了。
原油価格高騰。米国
リーマン・ブラザーズ経
営破綻/金融危機

19 2007 福田内閣発足。
郵政民営化。新潟県中
越沖地震。

コンパクトノートパソコン
普及。

ｉＰｈｏｎｅ発売、Google、
携帯電話専用検索エン
ジン提供開始。

サブプライム問題

18 2006
・安部政権発足　・改正
教育基本方

日銀ゼロ金利解除　・マ
ンション耐震偽装

携帯電話9000万台突
破。神戸空港、北九州
空港開港。携帯データ
通信14Mbps

Ｔｗｉｔｔｅｒスタート

・イラク内戦状態　・原
油価格高騰78ドル　・
ジャワ島大地震6000人
死亡　・イスラエルレバ
ノン侵攻　・タイでクー

17 2005 耐震強度偽装事件。 日本人口初めて自然 日本国際博覧会。 ドラッカー死去

16 2004 新紙幣発行。
成田空港、東京地下鉄
民営化。新潟県中越地

九州新幹線開業。
ｆａｃｅｂｏｏｋ、アメーバ
―、スタート

EU25ヶ国体制スタート。
EU憲法採択。

15 2003
国立大学法人法成立。
少子化法成立。

失業率5.4%。 64ビットパソコン登場。
ヒトゲノム解読完了宣
言。

ＳＡＲＳ集団発生。

元号
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14 2002 日本経団連発足。
東北新幹線、盛岡八戸
間が開業。

HP匿名投稿に著作権
を認める判決。

ユーロ流通開始。

13 2001 中央省庁再編。
さくら銀行、住友銀行が
合弁三井住友銀行へ。

IT戦略本部始動。携帯
データ通信384kbps

報道と人権委員会設
立。言語分析による教
育効果測定

ニューヨーク・ワシントン
同時テロ

12 2000
高速情報通信ネット
ワーク社会形成基本法
（ＩＴ基本法）。

循環型社会形成推進
基本法成立。そごう倒
産。

BSデジタル放送開始。
コンピュータウィルス世
界に被害。言語分析エ
ンジン完了

南北朝鮮首脳初会談。

11 1999
情報公開法成立。地域
振興の商品券配布。

失業率4.9％。日産自動
車、ルノーと提携。

ＮＴＴ分割再編。リニア
モーターカー552k/hを
達成。iモード実用化

スマートフォン創生期、
30品目遺伝子組み換え
表示義務。コンピュータ
2000年問題。

ニートの単語英国で誕
生

10 1998 金融再生関連法成立。
金融ビッグバン始動。
完全失業率4.3％。

郵便番号７桁制。
ｇｏｏｇｌｅスタート、クロー
ン技術「ヒト応用」を禁
止。Windows 98発売。

9 1997 消費税5％。 山一證券廃業

秋田新幹線開通。長野
新幹線開通。東京湾ア
クアライン開通。携帯
データ通信28.8kbps。ク
ロネコメール便。

化学兵器禁止条約。京
都議定書。

8 1996
「らい予防法の廃止に
関する法律」が施行。

マツダ、フォード傘下
に。女子学生就職難深

文部省、イジメ対策で
欠席容認。

狂牛病問題、英。

7 1995
阪神大震災。地下鉄サ
リン事件。完全失業率
3.2％。ハイブリッドカー

Windows95。携帯デー
タ通信9600bps。イン
ターネット個人での利

世界貿易機関発足。

6 1994
1ドル96円。景気回復基
調にのる。

関西国際空港開港。
文部省CDROM教材ソ
フト開発。

5 1993 １ドル100円。
携帯電話デジタル方式
始まる。携帯データ通
信2400bps

法隆寺・白神山地・姫
路城・屋久島世界遺産
登録。

モスクワ流血騒乱。カン
ボジア総選挙。

4 1992
国際平和維持活動（Ｐ
ＫＯ）法成立。

日産初めて経常赤字。
１ドル118円。外国人労
働者急増

ドコモ設立 学校の週休２日制 気候変動枠組条約

3 1991 育児休業法成立。
日米半導体交渉決着。
完全週休２日制。

Windows3.0
ソ連共産党解体。ソ連
消滅。湾岸戦争。

2 1990 大嘗祭

株価暴落始まる。バブ
ル崩壊。外国人労働者
の急増。職安、ハロー
ワークとなる。

DOS/V登場
大学入学センター試験
開始。

ドイツ統一。中東危機。

平成/
昭和

1/64 1989
消費税実施。金融機関
が完全週休2日に。

トヨタ生産工場英国に
進出。

新電電(NCC)始まる。
任天堂が「ゲームボー
イ」発売。

東独市民、西独へ集団
脱出。ハンガリー、ポー
ランド、民主化改革。北
京天安門事件。

昭和 63 1988
改正労働基準法が施
行。

リクルート事件。１ドル
121円。

青函トンネル鉄道開
業、青函連絡船終幕。
ＮＴＴデータ通信創業。
インターネット商用始ま

コンピュータ教育の推
進。

イラン・イラク戦争終
結。

62 1987

１ドル139円。国鉄分
割、ＪＲグループ発足。
完全失業率3％。日航
民営化。

瀬戸大橋完成。首都高
速開通。

ソ連、ペレストロイカ始
まる。チベット暴動。
ニューヨーク株式市場
で史上最大の株価大暴
落。世界の人口が50億

61 1986
東京サミット。６０歳定
年法成立。

1ドル152円。経済企画
庁景気後退宣言。

東北自動車道開通。

東大工学部、高温超伝
導是らミックス発見。ソ
連科学アカデミーにてＣ
ＡＩ教育理論。先端科学
技術大学院大学構想

ソ連チェルノブイリ原発
事故。

60 1985

戸籍法改正施行。靖国
神社公式参拝。男女雇
用均等法成立。労働者
人材派遣事業法成立。

日本電信電話・日本た
ばこ株式会社発足。三
光汽船倒産。円安261
円。男女雇用均等法。

日本縦貫光ケーブル完
成。MSX(8ビット)世界で
400万台以上が売れ
る。

君が代斉唱通達。現代
かなづかい改定案。科
学万博つくば。両国国
技館復興。

メキシコ大地震。

59 1984 日ソ共産党首脳会談。

東証ダウ１万円突破。
米、対日赤字200億ド
ル。円急落、250円。
ニューメディア時代に入

気象衛星ひまわり3号
打上げ。

胃癌遺伝子発見。
ロスアンゼルス・オリン
ピック、ソ連圏欠席。

58 1983 大韓航空機墜落事件。

東証ダウ9200円台。１
ドル229円。ＥＣ、ＣＤプ
レーヤー輸入規制。日
航スト。石炭労働組合
協議会発足。

青函トンネル開通。通
信衛星さくら打上げ。新
メディァ・キャプテン
サービス開始。

校内暴力。大学入試不
正。日本初のＣＡＩネット
ワーク。

米軍、グレナダ侵攻。

57 1982 財政非常事態を強調。
ＩＢＭ産業スパイ事件起
こる。５００円硬貨発
行。

東北新幹線、上越新幹
線開業。超拘束電算機
開発(日立)。

日本、世界長寿国とな
る。教科書記述、中国・
韓国から抗議。

フォークランド諸島事
件。米ソ戦略兵器削減
交渉。
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56 1981

東証7500台。東証外人
買いで活況。国鉄累積
赤字6兆5千億円。雇用
事情深刻化。

16ビットパソコン登場。
神戸ポートピア。放送
大学発足。

ポーランド全土戒厳令
布告。

55 1980
衆参同時選挙、自民圧
勝。

冷夏のため稲作大不
作。１ドル220円。東証
ダウ7000円代に乗せ。

MSXマイコン登場。マイ
コンでのデータ通信は
300bps

松下電器65歳定年。松
下政経塾発足。

イラン・イラク戦争。米・
イラン断交。

54 1979
東京サミット7ヶ国首脳
会議。

円安250円。
電話ダイヤル全国自動
化達成。携帯電話アナ
ログ方式始まる。

濃縮ウラン生成成功。
米中国交樹立。ソ連軍
アフガニスタン侵攻。

53 1978 ネズミ講防止法成立。

円高180円から反転。
石油税新設。不二サッ
シ粉飾決算。永大産業
倒産。筑摩書房倒産。
交通統一スト。

ワンボードマイコン。成
田空港運営開始。

60歳定年制論起こる。
学生・生徒の自殺多
発。実験衛星放送ゆり
打上げ。日本テレビ音
声多重放送開始。

中国新憲法公布。ガイ
アナで人民寺院集団自
殺。

52 1977
漁業水域200海里。日
米漁業協定。

１ドル250円を割る。独
禁法改正。離職者臨時
措置法成立。

白黒テレビ放送が廃
止。

大学入試センター発
足。新漢字表思案提
案。

ベトナム国連加盟。
カーター大統領就任。

51 1976

ロッキード事件。ソ連戦
闘機ミグ25函館空港強
行着陸。先進7ヶ国首
脳サンフアン会議。

輸出好調。電力値上
げ。新千円冊発行。造
船不況。

クロネコ宅急便始まる 偏差値実体調査。
ベトナム社会主義共和
国樹立。毛沢東死去。

50 1975
天皇が史上初アメリカ
合衆国公式訪問。

日経ダウ平均株価発表
開始。集団就職列車終
了する。円高始まる。

山陽新幹線博多まで開
通。全国の電話加入者
数が3,000万を突破。

沖縄海洋博覧会。
ベトナム戦争終わる。
蒋介石死去。

49 1974
雇用保険法成立。国土
庁発足。

GNP戦後初のマイナ
ス。統一スト。企業連続
爆破事件始まる。

マイクロプロセッサ登
場。パソコン登場。

原子力船むつ臨界実験
成功。

ビルマ民生に復帰。
フォード大統領就任。

48 1973
公害罪を新設。金大中
事件。

貿易自由化100%。円為
替、変動相場制に移
行。狂乱物価・異常イン
フレ。

日本電信電話公社が
電話ファックスサービス
開始。

東京天文台、分子電波
を発見。新音訓・送り仮
名改定。世紀末思想。
新大学構想筑波大学

中東戦争。ベトナム平
和協定。

47 1972

沖縄復帰、沖縄県復
活。田中首相、中国訪
問、日中国交正常化。
日米政府間繊維協定。

別子銅山閉抗。日本銀
行、世界銀行へ1千億
円貸付。日経連賃金白
書。国鉄２次３８０００人
処分。郵便料値上げ。
本田技研低公害エンジ

山陽新幹線岡山まで開
通。超音速コンコルド来
日

冬季オリンピック札幌
大会。

イギリスEC加盟。東西
ドイツ基本条約調印。

46 1971 沖縄返還協定。

スミソニアン体制１ドル
308円。国鉄人員処分
25158人。ドルショック。
対米繊維輸出自主規

九州縦貫自動車道開
通。

新聖書大辞典できる。
科学衛星しんせい打上
げ。国語学金田一京
介。

西独変動為替制に移
行。ドル防衛政策発
表。インド・パキスタン
戦争。中国国連加盟。

45 1970

核拡散防止条約調印。
日米安全保障条約自
動延長。総理府、人口
１億人突破。

国際決済銀行に正式
加入。八幡製鉄・富士
製鉄と合併、新日本製
鉄となる。よど号事件。
春闘１万円超過が続

日本万国博覧会。閣議
で日本の呼称を「ニッポ
ン」に統一。歩行者天
国始まる。

中国水爆実験。ポーラ
ンド暴動。

44 1969 軍縮委員会日本参加。
いざなぎ景気。初の公
害白書。大気汚染測定
結果公表。

東名高速開通。
日経BP設立。能研テス
ト廃止。日本で野外フェ
スティバル(フォーク)。

アポロ11号月往復成
功。

43 1968
小笠原変換協定。日米
貿易経済合同委員会。
第二次日中総合貿易

富山県イタイイタイ病公
害病認定。日本初の心
臓移植。

交通違反点数制度導
入。交通反則通告制
度。

東京大学紛争。文化庁
発足。日本未来学界発
足。

キング牧師暗殺。R・ケ
ネディ暗殺。核拡散防
止条約。

42 1967 南極海捕鯨規制 資本自由化正式規制
自動改札機の第１号が
設置(大阪・阪急千里
駅)

国際テストで日本の児
童の数学世界一 KJ法
(川喜田二郎)

中東戦争起こる

41 1966
郵便法改正(ハガキ７
円)

第1回赤字国債発行
交通事故死年間1万
3904人。

NHKおはなはん始ま
る。ポランニー「暗黙

中国文化大革命起こる

40 1965 日韓基本条約
労働市場センター発
足。

名神高速道路。
日刊新聞日曜夕刊廃
止になる。

米軍ベトナム北爆開始

39 1964 新ココムリスト発表
電子式自動感応式信
号機開発(オムロン)

東海道新幹線開業。首
都高速開通。

東京オリンピック フルシチョフ失脚

38 1963
低金利政策。経済開発
協力気候に参加。

海外移住事業団発足 名神高速道路開通。
義務教育教科書無償
配布。日本近代文学館
創立。

南ベトナム革命。ケネ
ディ暗殺。

37 1962 日英通商航海条約
貿易自由化88%。農業
人口３割を割る。全日
本労働総同盟組合会

北陸トンネル開通。 歌会盗作問題起こる。 キューバ封鎖

36 1961 農地基本法成立 株式大暴落。 伊豆急行線開業。
ケネディ大統領就任。
東西ベルリン間に壁を

35 1960 日米新安全保障条約
消費、レジャーブーム
起こる。全学連デモ国

インターネット前身起こ
る

カラーテレビ放送始ま
る。

欧州自由貿易連合発
足

34 1959 国連理事国となる 岩戸景気。 黒部トンネル開通 英文和訳電子機の完 ソ連、月の裏側写真撮
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33 1958 最低賃金法成立
一万円冊発行。新特急
こだま号運転開始　・東
京タワーの完成

電子計算機完成
小学館図説日本文化
史体系完成

全アフリカ会議　・アメリ
カ人工衛星打上げ成功
・欧州通貨協定成立

32 1957 日本国際連合加盟

なべ底景気。南極観測
宗谷。ステルス機開発
(ソ連の科学者ピョート
ル・ウフィムツェフ)

110番が全国に拡大。
日本初のモノレール開
通(上野懸垂線)

ソ連人工衛星スプート
ニク成功

31 1956 国会暴力乱闘事件 神武景気 万国著作権条約調印 スエズ運河国有宣言

30 1955 原子力基本法 日本生産性本部発足
トランジスタラジオ発
売。

日教組小中学力低下を
発表。広辞苑第一版出

29 1954
警察法、防衛庁設置
法、自衛隊法成立

労働闘争　スト頻発。集
団就職列車開始。

関門トンネル開通。
カッパ・ブックス（光文
社）創刊。

東南アジア条約機構
（SEATO）創設。

28 1953 奄美諸島復帰
国際電信電話(ＫＤＤ)創
立。

NHKテレピ放送開始、
日本テレビが本放送開

アイゼンハワー就任

27 1952
日本電信電話公社発
足。テスト電波放送開

（米）言語心理学起こ
る。

世界初の水爆実験。

26 1951 日米安保条約調印。
民営米屋発足。財閥解
体。

日本航空が営業を開
始。

クリちゃん連載始まる 太平洋安全保障条約

25 1950
・警察予備隊設置 ・地
方公務員法施行

特需が増大 ・日本放送
協会・ヤクルト、横浜、
広島３球団創立

•国内の電話加入者が
120万人に。

・占領軍による放送検
閲終了。 ・芸術新潮創
立(現新潮社)

朝鮮動乱

24 1949 直接税中心主義
単一為替レート１ドル
=360円

日本国有鉄道創立。東
京－新潟間の最初の
無線電話の開通式。

サザエさん連載始まる

・国連総会・世界人権
宣言
・イスラエル独立 ・中華
人民共和国成立。 ・

23 1948
海上保安庁設置 ・最高
裁、死刑を合憲と判決

食料配給公団発足。経
済安定９原則の指示。

年齢計算、満年齢とな
る

大韓民国設立

22 1947
・民主党結成・日本国
憲法施行

労働基準法公布。阪急
百貨店創立。

・教育六三三四制実施
・「帝国大学」から「大

コンピュータ産業起こる

21 1946
第二次農地改革。生活
保護法公布・新円発行

・東京通信工業創立(現
ソニー)・三協精機製作
所創立

日本経済新聞社に改め
る

20 1945
・ポツダム宣言受諾・第
二次世界大戦・終戦

戦後の買い出し列車
・広島原爆被害・放送
電波管制が解除

ヤルタ会談

19 1944 防空壕・竹槍訓練
18 1943

17 1942
日本能率協会、産業能
率協会設立

16 1941 真珠湾攻撃
言論出版等臨時取締
令公布

太平洋戦争起こる

15 1940 日独伊三国軍事同盟

14 1939
交流バイアス式磁気
録音機

第二次世界大戦起こる

13 1938 国家総動員法成立

12 1937 日中戦争
「神風」号、亜欧連絡飛
行で新記録を樹立

11 1936 中日ドラゴンズ創立

10 1935 大坂タイガース創立
広辞苑の前身、「辞苑」
できる。

9 1934 読売巨人軍創立

8 1933 産経新聞創刊
アメリカ・ニューディー
ル政策

7 1932
五・一五事件。満州帝
国建国宣言

満州国建国

6
5 1930 紙芝居誕生
4 1929 清水トンネル開通 ニューヨーク株式大暴
3 1928 赤旗創刊 パリ不戦条約
2 1927 議会勢力の後退 金融恐慌・東京地下鉄 岩波文庫刊行開始

昭和/
大正

1/15 1926 自動式電話設置

大正 14 1925 普通選挙法公布
東京放送局ラジオ放送
開始

ロカルノ欧州安全保障
条約  ベル研究所設立

13 1924
センバツ高校野球大会
開催

マルクス主義創刊

12 1923 関東大震災 探偵小説盛んになる
11 1922 日本共産党結成 ワシントン軍縮条約
10 1921 日本労働総同盟 脳の解剖学的研究

9 1920 日本最初のメーデー
知識社会学(ドイツ人
マックス・シェーラー)

8 1919 普通選挙獲得運動起こ 中国五四運動
7 1918 米価暴騰

6 1917
金輸出禁止（金本位制
停止）

理化学研究所設立 人道主義文学論起こる ロシア革命(10月革命)
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5 1916 工場法施行
4 1915 中国二十一ヶ条の要求 邦文タイプライター発明
3 1914 第一次世界大戦参加、 第一次世界大戦

2 1913
桂内閣総辞職（大正政
変）

岩波書店、古書籍販
売・出版の個人商店と
して開業

大正/
明治

1/45 1912 第一次護憲運動
山陰線開通。タクシー
始まる

清朝滅ぶ

明治 44 1911
特別高等警察設置、日
米新通商航海条約（関
税自主権確立）

辛亥革命

43 1910 韓国併合 南極探検
42 1909 生糸輸出世界一位 鹿児島本線全通 自由劇場(新劇)設立 ドラッカー誕生

41 1908
ロシアと樺太境界画定
調印

中央本線全通 アララギ創刊

40 1907 小学校義務教育となる 三国協商(英仏露)
39 1906 南満州鉄道株式会社

38 1905
ポーツマス条約　国際
地位の向上

無線電信の活用
ロシア革命(血の日曜
日)　・孫文中国革命同
盟会結成

37 1904 日露戦争 朝日天声人語生まれる
36 1903
35 1902 日英同盟
34 1901 八幡製鉄所創業
33 1900

32 1899
日本電気創業(日本初
の外国資本との合弁会

31 1898
30 1897

29 1896
第１回オリンピック・アテ
ネ開催

28 1895 下関条約　三国干渉 市街電車の始め(京都)
27 1894
26 1893 日清戦争
25 1892
24 1891 水力電気事業起こる 露仏協商
23 1890

22 1889 大日本帝国憲法発布
池貝鉄工所、国産初の
旋盤を製作

東海道本線全通 言海第一刷

21 1888
20 1887 東京に電灯がつく 東京大学設立 ドイツ軍備拡大
19 1886 言文一致論起こる アメリカ労働総同盟結
18 1885
17 1884
16 1883 カール・マルクス死去
15 1882 日本銀行設立 三国同盟(独墺伊)
14 1881 明治法律学校創立 イリ条約
13 1880 刑法・治罪法公布。 YMCA創立
12 1879 朝日新聞第一号大阪

11 1878
商法会議所・株式取引
所開設

東京中央電信局開業 電灯の発明　エジソン

10 1877 西南の役 洋菓子店の出現

9 1876
中外物価新報(日経新
聞)創刊

電話の完成　ベル

8 1875
田中製造所(東芝の前
身)創業

東京気象台設置 イスパニア王政復古

7 1874 読売新聞発刊
6 1873 徴兵令公布 ビスマルク文化闘争

5 1872 陸軍省・海軍省設置
新橋・横浜間鉄道開
通。東京・大阪間　電信

毎日新聞発刊。太陽暦
採用。

4 1871 廃藩置県 洋服の普及 ドイツ統一
3 1870 人力車の発明 平民の苗字を許す 普仏戦争
2 1869 版籍奉還 スエズ運河開通

1 1868 明治維新 商法大憲布達。
神仏分離令、廃仏キ釈
起こる。

1856
日本で最初に活版印
刷、長崎にて
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