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弥生時代 稲作によりクニができる

57年 倭奴国王が漢から金印をもらう 志賀島から発見

239年 卑弥呼が魏に使いを送る 邪馬台国,

魏志倭人伝に記載がある

古墳時代 大和国できる

538年 百済から仏教が伝わる 漢字，儒教なども伝わる

飛鳥時代 大和国が拡大

593年 聖徳太子が推古天皇の摂政にな

る

法隆寺，

留学生である遣隋使

645年 大化の改新が起きる 首謀者は中大兄皇子，中臣鎌足，

蘇我氏が討たれる

672年 天智天皇の死後、壬申の乱が起

きる

白村江の戦い、

大海人皇子，大友皇子

701年 大宝律令ができる 税として租庸調，

大宰府の兵として防人，

奈良時代 天皇中心の政治

710年 平城京ができる 唐の長安をまねる

743年 墾田永年私財法がだされる この法の前に三世一身の法、

私有地である荘園の増加

752年 聖武天皇が大仏造る 地方に国分寺，

校倉造りの正倉院，

鑑真の唐招提寺

平安時代 貴族中心の政治

794年 桓武天皇が平安京を作る 坂上田村麻呂を征夷代将軍にする

894年 菅原道真が遣唐使を廃止する 北野天満宮の神となる

935年 平将門の乱が起きる 武士の反乱、上総で起き、新皇を名

のる

939年 藤原純友の乱が起きる 武士の反乱、瀬戸内海で起きた。元

は国司

1016年 藤原道長が摂政になる 摂関政治の全盛期，望月の短歌、荘

園

1086年 白河上皇の院政が行われる 脱藤原氏、平氏による警護

1156年 保元の乱が起きる 直後に平治の乱（源平の戦い）

1167年 平清盛が太政大臣になる 日宋貿易を始める（神戸）



1185年 壇ノ浦の戦いが起きる 平氏の滅亡、源義経の活躍

鎌倉時代 将軍中心の武士の政治始まる

1192年 源頼朝が鎌倉幕府を作る 各地の警察である守護，税務署であ

る地頭の設置

1221年 後鳥羽上皇が承久の乱が起こす 上皇の反乱、

北条政子の演説，

以後は執権政治

1232年 北条泰時が御成敗式目作る 武士のための法律

1274年 北条時宗の時、文永の役が起き

る

元寇，

フビライ・ハンが王のとき

1281年 弘安の役が起きる 二度目の元寇、

博 多 湾 の 石 塁 で 食 い 止 め る

1297年 徳政令が出される 武士の借金帳消し

室町時代 大名の中心の武士の政治

1333年 鎌倉幕府が滅亡する 足利尊氏、楠木正成，新田義貞によ

る反乱

1334年 後醍醐天皇の建武の新政 武士の不満を生む

1334年 足利尊氏が室町幕府を作る 南北朝を生む，

南朝は吉野

1392年 足利義満が南北朝を統一する 明との間で勘合貿易，

倭寇の取り締まり，

花の御所の完成

金閣寺を作る（北山文化）

1428年 正長の土一揆が起きる 徳政令が目的，

奈良周辺の馬借が起こす

1467年 足利義政の後とり問題が原因で

応仁の乱が起きる

銀閣寺を作る（東山文化）

1492年 コロンブスがアメリカを発見す

る

スペイン女王の援助

1498年 バスコ・ダ・ガマ のインド

航路発見

ポルトガル人

アフリカの喜望峰を回る

1517年 ルターの宗教改革が起きる ドイツ人。

カトリックとの対立。

プロテスタントと呼ばれる



1519年 マゼラン一行世界一周へ出発 南 米 の マ ゼ ラ ン 海 峡 を 通 過

1543年 鉄砲が伝わる ポルトガルから、

種子島に伝わる

1549年 キリスト教が伝わる カトリックのイエズス会の布教、

フランシスコ・ザビエル

安土桃山時代 戦国時代の終了

1582年 織田信長が本能寺の変で死ぬ 明智光秀の反乱

1588年 豊臣秀吉の刀狩がだされる 太閤検地とセット

1592年 朝鮮出兵が起きる 李舜臣の反撃、

秀吉の明国の征服計画

江戸時代

（1600年代）

幕府の体制固め

1600年 関ケ原の戦いが起きる 西軍リーダーは石田光成

1615年 徳川家康が武家諸法度をだす 朱印船貿易を行う

1635年 徳川家光が武家諸法度に参勤交

代を加える

国を閉ざして鎖国となる

1637年 島原の乱が起きる 天草四郎がリーダー

1639年 鎖国が完成する オランダとは長崎の出島で、中国と

は長崎で貿易続行、

1642年 清教徒革命が起きる イギリス、

権利請願が出される

1649年 慶安の御触書がだされる 農民のためのきまり、

五人組と呼ばれる連帯責任性

1687年 徳川綱吉の生類憐みの令 貨幣の改悪を行う

湯島の聖堂で朱子学を教える

1688年 名誉革命が起きる イギリス、

権利章典が出される

江戸時代

（1700年代）

幕府の財政難始まる

1709年 新井白石の政治 金銀の流出を防ぐため長崎貿易の

制限

1716年 徳川吉宗が享保の改革を行う 新田開発により米将軍と呼ばれる

刑事罰を決めた公事方御定書を作

る



1772年 田沼意次が老中になる 株仲間をさかんにする

わいろを受け取る、

印旛沼の干拓を行う

1776 年 アメリカ独立宣言がだされる アメリカ大統領はワシントン

1787年 松平定信が寛政の改革を行う 朱子学以外の禁止

借金帳消しの棄捐令を出す

1789年 フランス革命が起きる 人権宣言が出る

江戸時代

（1800年代）

幕府の体制が揺らぐ

1804年 ナポレオンがフランス皇帝にな

る

1825年 異国船打ち払い令 渡辺崋山、高野長英はこれに反対

し、捕まる。

1837年 大塩平八郎の乱 大阪での幕府への反乱

幕府の役人で陽明学者

1840年 アヘン戦争が起きる イギリス対清の戦争、

麻薬の取り締まりが発端

1841年 水野忠邦が天保の改革を行う 物価を吊り上げているという理由

で株仲間の禁止。

江戸出で稼ぎ中の農民を故郷へ返

す人返しを行う

1851年 太平天国の乱 清国の農民の反乱

洪秀全がリーダー

1853年 ペリーが浦賀に来航する 黒船の来航

1854年 日米和親条約が結ばれる アメリカ船への水と薪の給与を約

束

伊豆の下田と函館を開港

1858年 井伊直弼が日米修好通商条約を

結ぶ

横浜港開港

横浜、神戸、長崎、新潟、函館を開

港

1861年 アメリカ南北戦争が起きる 奴隷解放宣言が出る、



リンカーン大統領

1867年 徳川慶喜が大政奉還する 最後の将軍

その後、明治政府は王政復古の大号

令をだす

戊辰戦争が起きる

明治時代 武士の政治の終了

1871年 廃藩置県がだされる 中央集権が目標、

県令が各県のリーダー

1872年 学制でる。 義務教育制度

富岡製糸場できる。 官営工場

1873年 地租改正が行なわれる。 土地に対する税金制度の変更

土地の値段の２．５％

徴兵令がだされる ２０歳以上は兵役

1874年 板垣退助が民撰議院設立建白書

を出す

自由民権運動起きる

立志社を作る

1877年 西郷隆盛が西南戦争起こす。 藩閥政治への反抗

1884年 秩父事件 自由民権運動員の反乱

1885年 伊藤博文が内閣制度作る 初代総理

1889年 大日本帝国憲法がだされる 憲法

1890年 第一回帝国議会が行なわれる 明治の国会

1894年 甲午農民戦争 朝鮮の内乱

治外法権撤廃・ 不平等条約の改正

日清戦争が起きる 下関条約で終わる

リャオトン半島をめぐり、三国干渉

が起きる

1900年 義和団事件が起きる 清国の内乱

1901年 八幡製鉄所 北九州の製鉄所

1902年 日英同盟結ばれる 同盟

1904年 日露戦争が起きる ポーツマス条約で終わる

樺太の南半分と南満州鉄道を獲得

1910年 日韓併合 植民地の管理のため、統監府を置く

1911年 辛亥革命・ 三民主義を唱える孫文がリーダー

関税自主権回復 不平等条約改正

大正時代 戦争と民主主義

1912年 中華民国できる。 清の滅亡



第一次護憲運動起きる 憲法を守ることを要求、

国会重視

1914年 第一次世界大戦が起きる オーストリア皇太子の暗殺が発端

1917年 ロシア革命が起きる ソ連誕生

1918年 シベリア出兵。 ソ連に出兵

富山で米騒動が起きる。 米不足による富山の主婦の暴動が

始め

原敬の政党内閣ができる 吉野作造の民本主義の影響

大正デモクラシーと呼ばれる

1919年 五四運動 中国の日本に対する反抗

三一独立運動が起きる。 朝鮮の日本に対する反抗

フランスでベルサイユ条約が結

ばれる。

第 1次大戦終了

ドイツでワイマール憲法がださ

れる

世界初の社会権を認めた憲法

1920年 国際連盟できる 世界平和のための国際機関

アメリカ大統領ウィルソンの提案

1923年 関東大震災が起きる 東京の大災害

1925年 第二次護憲運動起きる。 国会重視と憲法を守ることを要求、

治安維持法がだされる。 社会主義者の弾圧

普通選挙法がだされる 無税でも投票できる制度

昭和時代 戦争と復興

1929年 世界恐慌が起きる ニューヨークの株暴落

1931年 満州事変が起きる 日本軍の鉄道爆破である柳条湖事

件が発端

日本は満州国を作る

日本の国際連盟脱退

1932年 五･一五事件で犬養毅死ぬ 政党解散

1936年 二･二六事件が起きる 軍部政治が始まる

1937年 日中戦争が起きる 盧溝橋事件が発端

1938年 国家総動員法 戦争遂行のための法律

1939年 第二次世界大戦が起きる ナチスのポーランド攻撃が発端

1940年 日独伊三国同盟・ 連合国に対抗する日本の同盟

大政翼賛会できる 戦争遂行のための政治組織

1941年 太平洋戦争が起きる 日米の戦争



1945年 ポツダム宣言を受け入れ、終戦

農地改革 自作農を増やす目的の連合国の改

革

1946年 日本国憲法が公布される 国民主権、平和主義が盛り込まれる

1949年 中華人民共和国できる 毛沢東がリーダー

1950年 朝鮮戦争が起きる 冷戦、

３８度線を国境として終わる

1951年 サンフランシスコ平和条約が結

ばれる。

日本の独立と復興

日米安全保障条約が結ばれる 米軍基地を残す約束

1956年 日ソ共同宣言がだされる。 ソ連と国交回復

国際連合に加盟する 世界平和のための国際組織

1963年 部分的核実験禁止条約 地上での核実験の禁止

1964年 東京オリンピック開かれる 日本でのオリンピック

1965年 日韓基本条約 韓国と国交回復

1972年 日中共同声明がだされる。 中国と国交回復

沖縄が返還される 本土復帰

1973年 オイルショック 第四次中東戦争による石油不足

1978年 日中平和友好条約が結ばれる 中国と友好

平成時代

1989年 平成 年号が変わる

消費税３％で始まる。 大型の間接税の導入

ベルリンの壁崩壊 冷戦終結

1991年 ソ連崩壊 冷戦終結

ゲルマン人の大移動が起こる

フランク王国が３つに分裂する

十字軍の遠征がはじまる

ルネサンスがはじまる



コロンブスがアメリカを発見す

る

ルターの宗教改革が起きる

清教徒革命が起きる

名誉革命が起きる

アメリカ独立宣言がだされる


