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大正・昭和・平成  三世代年表                制作・堀内正範 ～2021･8･20  hof 

令和３（2021）年８月制作 

西暦・和暦年次・干支・年齢・男女別人口・できごと・流行語・流行歌  

資料： 朝日新聞社「週刊２０世紀」「日本百年の歩み」 各種新聞 

◇「青少年期」（〇歳～二九歳）  略 

 

◇これより「中年期」（三〇歳～五九歳）  

◇「而立期」（三〇歳～三九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌     

1991 平成  3 辛未 ３０  63・3 59・8 雲仙普賢岳噴火 バブル ひとめぼれ 「SAY YES」   

 都庁舎新宿副都心へ  PKO協力法成立 東北新幹線開業 宮沢内閣発足 湾岸戦争 ソビエト崩壊 

1990 平成  2  庚午 ３１  64・2 61・1 即位の礼 ファジー ３Ｋ 「おどるポンポコリン」    

39総選挙 国際花と緑の博覧会 アルベルト・フジモリがペルー大統領 東西ドイツ統一 

1989 平成 元  己巳 ３２ 65・4 62・5 日経株価 38,915円 セクハラ 「川の流れのように」  

天皇崩御 消費税スタート 竹下退陣 宇野内閣 参院選 海部内閣 ベルリンの壁崩壊 天安門事件 

1988 昭和 63  戊辰 ３３  67・4 64・3 ペレストロイカ 自粛 「乾杯」 「ガラスの十代」    

 リクルート事件 青函トンネル・瀬戸大橋が開通 昭和天皇が病気 日経株価 3万円を突破 ソウル五輪 

1987 昭和 62  丁卯 ３４  69・1 66・2 マルサ 花粉症 朝シャン 「人生いろいろ」  

 国鉄民営化、JR発足 東北自動車道開通 竹下内閣発足 世界の人口 50億人突破 ブラックマンデー 

1986 昭和 61  丙寅 ３５  70・2 67・3 エスニック とらばーゆ 「命くれない」 「雪国」 

衆参同日選 三原山大噴火 ハレー彗星大接近 チャレンジャー号爆発事故 チェルノブイリ原発事故 

1985 昭和 60  乙丑 ３６  72・6 70・2 ダッチロール 新人類 「飾りじゃないのよ涙は」 

つくば博 民営化で NTTと JT誕生 男女雇用機会均等法成立 日本航空 123便墜落事故 プラザ合意 

1984 昭和 59  甲子 ３７  74・7 72・6 くれない族 イッキ飲み 「涙のリクエスト」 

 グリコ・森永事件 ロサンゼルス五輪 新紙幣発行 平均寿命が男女世界一 Macintoshが発売 

1983 昭和 58  癸亥 ３８ 75・8 73・6 おしん 気くばり フォーカス 「矢切の渡し」   

中国自動車道全通 東京ディズニーランド開園 田中角栄実刑判決 大韓航空機撃墜事件 37総選挙 

1982 昭和 57  壬戌 ３９ 75・8 73・8 逆噴射 ＣＤ ネクラ・ネアカ 「悲しい色やね」  

 500円硬貨発行 東北・上越新幹線開業 鈴木辞任 中曽根内閣 フォークランド紛争 

 

◇「不惑期」（四〇歳～四九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1981 昭和 56  辛酉 ４０  76・6 74・5 フルムーン 熟年 ブリッ子 「ルビーの指輪」 

 神戸市ポートピア’81 中国残留孤児初来日 ローマ法王が来日 チャールズ皇太子とダイアナ結婚 

1980 昭和 55  庚申 ４１  79・9 77・8 クリスタル族 「奥飛騨慕情」 「恋人よ」 

 大平首相急死 36総選挙 鈴木内閣 百恵引退 長嶋辞任・王引退 モスクワ五輪 イラン・イラク戦争 

1979 昭和 54  己未 ４２  82・0 79・8 インベーダー ダサい 「贈る言葉」 「関白宣言」  

三菱銀行事件 東京サミット 二次石油ショック スリーマイル島原発事故 朴大統領暗殺 35総選挙 
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1978 昭和 53  戊午 ４３  85・1 82・8 不確実性の時代 サラ金 竹の子族 「ＵＦＯ」 

サンシャイン 60完成 新東京国際空港開港 農林水産省発足 日中平和友好条約調印  大平内閣発足 

1977 昭和 52  丁巳 ４４  87・4 85・1 ルーツ カラオケ 「津軽海峡冬景色」    

 領海法施行 中国 3中総会で鄧復活 王 756本塁打 国民栄誉賞創設 ダッカ日航機ハイジャック事件 

1976 昭和 51  丙辰 ４５  91・6 89・2 モントリオール五輪 灰色高官 「北の宿から」   

 5つ子誕生 ロッキード事件で田中角栄逮捕 酒田大火 周恩来・毛沢東が死去 34総選挙 福田内閣 

1975 昭和 50  乙卯 ４６  95・6 93・1 複合汚染 乱塾 「およげ！たいやきくん」    

 沖縄国際海洋博 巨人が最下位に エリザベス女王が来日 蒋介石総統死去 第 1回フランスサミット 

1974 昭和 49  甲寅 ４７ 100・9 98・1 長島引退 物価  ベルばら 「昭和かれすすき」  

佐藤元首相にノーベル平和賞 田中辞任 三木内閣 セブン-イレブン 1号店 兵馬俑発掘 

1973 昭和 48  癸丑 ４８ 102・2  100・2 省エネ 日本沈没 福祉元年 キヨスク 「神田川」 

 オイルショック 水俣病勝訴 祝日法改正 沖縄特別国体 地方馬ハイセイコー 金大中拉致事件 

1972 昭和 47  壬子 ４９ 100・5 98・0 列島改造論 未婚の母 恍惚の人 「瀬戸の花嫁」   

 札幌五輪 あさま山荘事件 沖縄返還 田中内閣発足 日中共同声明 ミュンヘン五輪 33総選挙 

 

◇「知命期」（五〇歳～五九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1971 昭和 46  辛亥 ５０  97・5 95・6 脱サラ ゴミ戦争 ピース 「また逢う日まで」 

 三里塚代執行 環境庁設置 マクドナルド 1号店 ドル・ショック 天皇欧州旅行 林彪墜落死 印パ戦争 

1970 昭和 45  庚戌 ５１  94・5 92・7 大阪万博 ウーマンリブ 内ゲバ 減反 「知床旅情」 

 おおすみ打ち上げ よど号ハイジャック ペルー大地震 反安保統一行動 三島割腹自殺 歩行者天国 

1969 昭和 44  己酉 ５２  92・8  91・4 エコノミック・アニマル 「黒ネコのタンゴ」   

 安田講堂事件 東大入試中止 いざなぎ景気 東名全線開通 アポロ月面着陸 「むつ」進水 32 総選挙 

1968 昭和 43  戊申 ５３  90・7  89・4 昭和元禄 ゲバルト  「恋の季節」 「星影のワルツ」  

 プラハの春 キング牧師暗殺 パリ五月革命 十勝沖地震 参院選 メキシコ五輪 明治百年式典  

1967 昭和 42  丁未 ５４  90・3  89・1 中流 核家族 アングラ ミニ 「真赤な太陽」   

 初の建国記念日 美濃部革新都知事 ベトナム反戦運動 ＥＣ発足 原爆ドーム修理完工 31 総選挙 

1966 昭和 41  丙午 ５５  70・3  69・9 丙午ひのえうま 交通戦争 ３Ｃ 「君といつまでも」 

 全日空機墜落 文化大革命 推薦入学制度 公職選挙法改正 ザ・ビートルズ来日 ベトナム反戦スト 

1965 昭和 40  乙巳 ５６  86・7  86・1 期待される人間像 しごき  ドラフト 「柔」   

 北爆 南極観測船ふじ進水 国産ＹＳ11 機 ベトナム反戦デモ 日韓基本条約調印 名神高速全通  

1964 昭和 39  甲辰 ５７  81・1  80・6 俺についてこい ウルトラＣ 「お座敷小唄」 

 海外渡航自由化 ＩＭＦ８条国移行 新潟地震 東海道新幹線開業 18 回東京五輪 池田退陣 佐藤内閣 

1963 昭和 38  癸卯 ５８  78・8  78・7  三ちゃん農業  「高校三年生」 「こんにちは赤ちゃん」 

 小１教科書無償配布 吉展ちゃん事件 黒４ダム完成 全国戦没者追悼式 ケネディ暗殺 30 総選挙 

1962 昭和 37  壬寅 ５９  76・0  76・1 人づくり スモッグ 「いつでも夢を」 「王将」  

 国立がんセンター開設 団十郎襲名 ばい煙等排出規制法公布 参院選 日章丸進水 キューバ危機 

 

◇これより「高年期」（六〇歳～） 



3 

 

◇「高年期（還暦期）」（六〇歳～六四歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1961 昭和 36  辛丑 ６０  74・6  74・9 プライバシー 不快指数 「上を向いて歩こう」  

 ケネディ大統領就任 ガガーリン宇宙飛行 大鵬・柏戸横綱に 年金保険料徴収 実質経済成長率 13.3％ 

1960 昭和 35  庚子 ６１  74・7  75・6 安保闘争 声なき声 「誰よりも君を愛す」   

 安保条約改定 チリ津波 浩宮徳仁親王誕生 岸退陣 池田内閣  ローマ五輪 29 総選挙 二次池田内閣 

1959 昭和 34  己亥 ６２  75・9 77・0 ご清潔でご誠実で がめつい奴 「黒い花びら」  

 皇太子ご成婚 最低賃金法 国民年金法 伊勢湾台風 参院選 三池争議 平均寿命 男 65 女 69.6 歳 

1958 昭和 33  戊戌 ６３  73・4  75・1  団地族 三種神器 フラフープ 「港町十三番地」 

 関門トンネル開通 道徳教育 国立競技場完成 28 総選挙投票率 77％ 一万円札発行 東京タワー完工 

1957 昭和 32  丁酉 ６４  71・1 73・0  神武景気 ＦＭ放送 「有楽町で逢いましょう」 

 南極に昭和基地 石橋退陣 岸内閣 「原子の火」ともる 勤務評定実施 日ソ通商条約調印 

 

◇「高年期（禄寿期）」（六五歳～六九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1956 昭和 31  丙申 ６５ 74・4 76・7 もはや戦後ではない 太陽族 「ここに幸あり」   

 芥川賞に『太陽の季節』 参院選 被団協結成 全国学力調査 日ソ国交回復 鳩山退陣 石橋内閣 

1955 昭和 30  乙未 ６６ 76・6 79・2 ノイローゼ １円アルミ貨 「南国土佐を後にして」 

 27 総選挙 二次鳩山内閣 パリ協定発効 原水爆禁止世界大会 日本社会党結成 自由民主党結成 

1954 昭和 29  甲午 ６７ 76・0 79・3 死の灰 空手チョップ ゴジラ 「五木の子守唄」  

 第五福竜丸被曝 全日本自動車ショー 防衛庁・自衛隊発足 日本民主党結成 吉田退陣 鳩山内閣 

1953 昭和 28  癸巳 ６８ 80・0 84・5 バカヤロー解散 八頭身 「街のサンドイッチマン」  

遺骨収集日本丸出発 ＮＨＫテレビ本放送 スターリン没 26 総選挙 五次吉田内閣 朝鮮休戦協定 

1952 昭和 27  壬辰 ６９ 84・0 89・4 黄変米 ワンマン 「羅生門」受賞 「芸者ワルツ」  

 改進党結成 もく星号墜落 二重橋メーデー事件 ヘルシンキ五輪 25 総選挙 四次吉田内閣 保安隊 

 

◇「高年期（古希期）」（七〇歳～七四歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1951 昭和 26  辛卯 ７０ 88・1 94・5 逆コース 紅白歌合戦 「高原の駅よさようなら」  

 三原山噴火 生協創立 マッカーサー解任 政府主催憲法記念日 講和条約調印 第一次追放解除  

1950 昭和 25  庚寅 ７１ 93・5  101・5 特需 金へん糸へん 「白い花の咲く頃」   

 新千円札 自由党発足 参院選 朝鮮戦争「アカハタ」発行停止 金閣寺全焼 警察予備隊 公職追放解除 

1949 昭和 24  己丑 ７２ 101・4  111・0 ニコヨン １ドル 360 円  「青い山脈」「長崎の鐘」  

 24 総選挙 三次吉田内閣 下山三鷹松川事件 シャープ勧告 中華人民共和国建国 湯川ノーベル賞 

1948 昭和 23  戊子 ７３  99・1  109・8  斜陽族 ノルマ 「湯の町エレジー」「異国の丘」   

 一般参賀 帝銀事件 片山退陣 芦田内閣 芦田退陣 二次吉田内閣 極東国際軍事裁判判決 

1947 昭和 22  丁亥 ７４ 93・0  103・6 不逞の輩 ゼネスト 「鐘の鳴る丘」       

 ２・１スト中止 六三制教育 統一地方選挙・参院選・23 総選挙 新憲法施行 片山内閣 財閥解体 
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◇「高年期（喜寿期）」（七五歳～七九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

 

1946 昭和 21  丙戌 ７５ 56・7 64・9 象徴 タケノコ生活 「東京の花売り娘」     

 年頭詔書（人間宣言） 公職追放 国連総会 農地改革 22 総選挙 復活メーデー 吉田内閣  

1945 昭和 20  乙酉 ７６ 59・3 69・8 敗戦 ピカドン 一億総懺悔 「リンゴの唄」  

 決戦非常措置要綱決定 ヤルタ会談 硫黄島玉砕 国民勤労動員令 ３月東京大空襲 米軍沖縄上陸 

 鈴木内閣 戦艦「大和」撃沈 ヒトラー自殺 ドイツ降伏 本土決戦方針 ポツダム会談 広島・長崎原

爆投下 ソ連対日戦布告 終戦の詔書（玉音放送） 東久邇内閣 天皇マッカーサー会見 幣原内閣 

1944 昭和 19  甲申 ７７ 70・6 84・6 鬼畜米英 学童疎開 「同期の桜」「お山の杉の子」 

 学徒勤労動員方策要綱 児童学童集団疎開 米軍グアム上陸 小磯内閣 連合軍パリ入城 レイテ沖海戦 

1943 昭和 18  癸未 ７８ 67・1 81・3 撃ちてし止まん 動物園慰霊祭 「若鷲のうた」    

 英米楽曲演奏禁止 修業年限短縮 山本長官戦死 アッツ玉砕 東京都制公布 出陣学徒壮行大会 

1942 昭和 17  壬午 ７９ 67・1 82・9 欲しがりません勝つまでは 「南から南から」     

 マニラ占領 日独伊三国軍事協定 大日本婦人会 食糧管理法 米が日系人強制収容令 21 総選挙（翼賛

選挙）推薦 381、非推薦 85 当選 ミッドウエー海戦 新聞１県１紙整備統合 米軍ガダルカナル島上陸 

 

◇「高年期（傘寿期）」（八○歳～八四歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1941 昭和 16  辛巳 ８０ 63・4 79・8 八紘一宇 国民学校 「めんこい仔馬」 「里の秋」    

 「戦陣訓」示達 国民学校令 日ソ中立条約調印 独ソ戦 ＡＢＣＤ包囲網 東条内閣 真珠湾攻撃 

1940 昭和 15  庚辰 ８１ 55・5 71・6 月月火水木金金 「暁に祈る」 「紀元二千六百年」  

 米内内閣 斉藤隆夫戦争批判演説 零戦重慶爆撃参加 二次近衞内閣 日独伊三国同盟 大政翼賛会発会 

1939 昭和 14  己卯 ８２ 46・4 61・4 複雑怪奇 靖国の母 青年学校 「上海の花売り娘」  

 平沼内閣 双葉山 69 連勝 ノモンハン事件 国民徴用令 独ソ不可侵条約 平沼退陣 阿部内閣発足 

1938 昭和 13  戊寅 ８３ 47・0 64・5 対手とせず 大陸の花嫁 「麦と兵隊」 「支那の夜」 

 国家総動員法公布 メーデー全面禁止 徐州占領 五輪返上 万博延期 武漢三鎮占領 東亜新秩序 

1937 昭和 12  丁丑 ８４  45・7 64・9 国民精神総動員 「別れのブルース」 「海ゆかば」  

 林内閣 文化勲章受章式 「国体の本義」作成 20 総選挙 近衞内閣 盧溝橋事件 南京大虐殺 

 

◇「高年期（米寿期）」（八五歳～八九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1936 昭和 11  丙子 ８５ 42・9 63・3 今からでも遅くない 職業野球 「ああそれなのに」 

 2･26 事件 広田内閣 スペイン内戦 ベルリン五輪 帝国議会議事堂落成 日独防共協定 19 総選挙 

1935 昭和 10  乙亥 ８６ 37・8 58・8 人民戦線 暁の超特急 「二人は若い」 「野崎小唄」  

 東京卸売市場が築地開場 天皇機関説 国体明徴声明 軍務局長永田鉄山刺殺 第一回芥川賞・直木賞 

1934 昭和 9  甲戌 ８７ 32・7 53・8 明鏡止水 「赤城の子守唄」 「国境の町」  

 日本製鉄設立 満州国皇帝即位 癌研究所開設 岡田内閣 ソ連国際連盟加入 丹那トンネル開通 

1933 昭和 8  癸酉 ８８ 29・5 51・6 転向 ファシスト 東京競馬 「東京音頭」 「島の娘」 
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 米が満州国不承認 小林多喜二拷問殺害 リットン報告承認・日本国際連盟脱退 明仁親王誕生 

1932 昭和 7  壬申 ８９ 25・8 47・6 話せば判る 欠食児童 日本ダービー 「影を慕いて」 

 第一次上海事変 18 総選挙 満州国建国宣言 5･15 事件 斉藤内閣 警視庁に特高設置 ロス五輪 

 

◇これより「長命期」（九〇歳～） 

◇「長命期（卒寿期）」（九〇歳～九四歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1931 昭和 6  辛未 ９０ 21・7 43・1 生命線   酒は泪か溜息か 「サムライニッポン」  

 学校に御真影下賜 総評結成 二次若槻内閣 清水トンネル開通 柳条湖鉄道爆破 犬養内閣 

1930 昭和 5  庚午 ９１ 17・6 37・8 エロ・グロ・ナンセンス 「祇園小唄」 「酋長の娘」   

 金輸出解禁 ロンドン海軍軍縮会議 17 総選挙 統帥権干犯問題 特急「つばめ」運転 浜口首相狙撃 

1929 昭和 4  己巳 ９２  14・6 34・0 大恐慌 大学は出たけれど パーマネント 「東京行進曲」 

 山本宣治刺殺 4･16 事件 拓務省設置 浜口内閣 ツェッペリン号霞ヶ浦に ニューヨーク株式暴落 

1928 昭和 3  戊辰 ９３ 11・9 29・7 狭いながらも楽しい我が家 「波浮の港」 「君恋し」 

 普選初の 16総選挙 日本商工会議所 3･15共産党員大検挙 張作霖爆殺 パリ不戦条約 天皇即位大礼 

1927 昭和 2  丁卯 ９４  9・4 25・4 何が彼女をさうさせたか 芥川自殺  「ちゃっきり節」 

 大正天皇大喪 金融恐慌 日銀非常貸出 鈴木商店倒産 田中内閣 株式暴落 山東出兵 東方会議開始 

 

◇「長命期（白寿期）」（九五歳～九九歳）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1926 昭和元  丙寅 ９５   7・3 21・6 文化住宅 モガ・モボ  「ヨサホイ節」 「この道」 

 加藤首相病死 岩槻内閣 潜水艦伊 1 号竣工 蒋介石北伐 社会民衆党 日本労農党 天皇崩御 12･25 

1925 大正 14  乙丑 ９６  5・0 17・1 軍教 円タク トロツキスト 「あの町この町」「待ちぼうけ」 

 日ソ基本条約 治安維持法 普選法 農林・商工省発足 日本労働組合評議会 JOAK 本放送 二次加藤内閣 

1924 大正 13  甲子 ９７  3・5 13・2 憲政の常道 メートルデー 「からたちの花」 「ストトン節」 

 清浦内閣 二次護憲運動 高橋・加藤・犬養 3 党首会談 米排日新移民法 加藤護憲 3 派内閣 15 総選挙 

1923 大正 12  癸亥 ９８  2・3 10・3 大震災 流言蜚語 「文藝春秋」創刊 「船頭小唄」「復興節」 

 婦人参政同盟 普選要求デモ 第一次共産党事件 加藤首相病死 山本内閣 関東大震災 虎ノ門事件 

1922 大正 11  壬戌 ９９  1・4  7・0 恋愛の自由 民衆芸術 赤化  「馬賊の唄」 「砂山」 

 大隈国民葬・山県国葬 ワシントン会議条約 全国水平社創立 日本農民組合結成 加藤(友)内閣 

 

◇これより「百寿期」（一〇〇歳～）人口は２０１９・令和元年１０月１日現在。推計値 

西暦・和暦年次 干支 年齢 人口（男・女）万人 できごと・流行語・流行歌    

1921 大正 10  辛酉１００  0・9  5・0 悪家主 プロレタリア   「七つの子」 「赤とんぼ」 

 大本教事件 米が移民制限法 足尾銅山スト 米穀法 原首相刺殺 高橋内閣 裕仁親王が摂政に 

1920 大正 9  庚申１０１  ―― ―― 示威運動 箱根駅伝 「聞け万国の労働者」 「叱られて」 

 国際連盟 普選要求デモ メーデー 14 総選挙 シベリア「尼港」事件 銀行取り付け騒動 初の国勢調査 

1919 大正 8  己未１０２   ―― ―― デモクラシー サボ 成金   「背くらべ」 「靴が鳴る」 

 パリ講和会議 普通選挙期成大会 朝鮮 3･1 独立運動 中国 5･4 運動 ベルサイユ講和条約 
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1918 大正 7  戊午１０３  ―― ―― 平民宰相 米騒動 赤い鳥    「浜辺の歌」 「宵待草」 

 米価高騰 シベリア出兵 軍需工業動員法 米騒動 原内閣 対独休戦協定（第一次大戦終結） 

1917 大正 6  丁巳１０４ ―― ――  きょうは帝劇、あすは三越  「さすらひの唄」 

 ロシア 2 月革命 米が対独参戦 13 総選挙 石井ランシング協定 ロシア 10 月革命 桐野炭坑爆発  

1916 大正 5  丙辰１０５  ―― ―― 民本主義 是々非々 ベルリン五輪中止 「サンタルチア」「電車」 

 第四次日露協約 工場法 大隈辞意 寺内内閣 憲政会 立太子礼 ポーランド独立 漱石死去 50 

1915 大正 4  乙卯１０６  ―― ―― 大戦景気 全国中等学校野球大会  「恋はやさし」「乾杯の唄」 

 対華 21 カ条要求 12 総選挙 中国政府に最後通牒 日華新条約調印 ロンドン宣言に加入 即位の礼 

1914 大正 3  甲寅１０７ ―― ―― 大正琴 東京駅開業   「カチューシャの唄」「朧月夜」「故郷」 

 シーメンス事件 東京大正博覧会 二次大隈内閣 第一次世界大戦 独に宣戦布告 日本軍青島占領  

1913 大正 2  癸丑１０８ ―― ―― 薩閥 新しい女 女子帝大生   「鯉のぼり」「海」「早春譜」 

 憲政擁護大演説会 帝国議会停会 山本内閣 軍部大臣現役制廃止 孫文ら日本亡命 立憲同志会結党  

1912 大正元  壬子１０９ ―― ―― 大正維新 閥族打倒 外米食流行  「都ぞ弥生」「春の小川」 

 中華民国成立 タイタニック沈没 ストックホルム五輪 明治天皇崩御 7･30  友愛会発会  御大喪 

乃木夫妻殉死 陸相上原辞任 11 総選挙 憲政擁護連合大会 西園寺退任 三次桂内閣 帝国議会召集 

 

１００歳以上 

男性 ０・８８  女性 ６・１７   計７・０５万人（２０１５年１０月１日 国勢調査）  

男性 ０・９   女性 ６・０    計６・９万人 （２０１９年１０月１日 推計） 

男性 ９４７５  女性 ７０９７５  計８万０４５０人 （２０２０年９月１５日 厚労省） 

 

改元 

明治４５年＝大正元年 １９１２・７・３０  大正１５年＝昭和元年 １９２６・１２・２５ 

昭和６４年＝平成元年 １９８９・１・８   平成３１年＝令和元年 ２０１９・５・１  


