くらえっ！年号暗記すぺしゃる
NO1

57

こん（５）なん（７）
困難乗り越え金印GET！

倭の奴国王金印GET

ポイント 奴国王が後漢に使者をおくり金印をもらう。
外

国 紀元前後は（ローマ帝国～シルクロード～漢）

ふ（２）さ（３）く（９）
卑弥呼さん不作をよそに魏に使い。
ポイント 『魏志』の倭人伝に記録あり。邪馬台国の女王。
弥生時代は、稲作が伝来。高床式倉庫で保存。

239

卑弥呼魏に使い

593

聖徳太子摂政

こ（５）く（９）さん（３）
聖徳太子は国産

ポイント 聖徳太子が推古天皇の摂政になる。
冠位十二階（有能な役人を選ぶ）や十七条の憲法（役人の心得）で有名。
外
国 小野妹子を遣隋使として派遣。
む（６）し（４）ご（５）ろし
蘇我の一族蒸し殺し。
ポイント 大化の改新を始める。天皇中心の国づくりを目指す。
口分田を与えて税をとる班田収授の法がおこなわれる。
中心人物 中大兄皇子（天智天皇）と中臣鎌足

645

大化の改新

むり（６）な（７）ふ（２）
むりなふたりの壬申の乱
ポイント 天智天皇の後継ぎ争い。天武天皇が後を継ぐ。

672

壬申の乱

701

大宝律令

なあ（７）お（０）い（１）
なあ、おい、できたか律令は？

ポイント 大化の改新をまとめたもの

710

平城京

なん（７）と（１０）
なんと立派な平城京だ。

ポイント 中国の唐の都長安を参考にしたもの。
ここから奈良時代。奈良時代は聖武天皇の天平文化が栄える。
外
国 8世紀の世界はよく出る。（フランク王国～イスラム帝国～唐～奈良）
な（７）し（４）さ（３）
もう口分田をとられる心配なしさ
ポイント 奈良時代の農民は「逃げる」のだ。すると、口分田が不足するので困る。税もない。
そこで、代々同じ土地を使わせることにする。このことにより私有地荘園が発生。

743

墾田永年私財法

な（７）く（９）よ（４）
なくよウグイス平安京
ポイント 仏教勢力の排除と律令政治の建て直しのために都を移転。活躍したのは桓武天皇。
～最初は天皇頑張りました～
坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命して東北を支配
唐から帰国で天台宗の最澄、真言宗の空海が現れる。（天才が発明した真空管）

794

平安京
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894

遣唐使を廃止

は（８）く（９）し（４）
白紙にもどした遣唐使

ポイント 菅原道真の意見で遣唐使を廃止する。
影

響 唐の文化を消化した、日本独自の文化が栄えるようになる。
かな文字で清少納言『枕草子』や紫式部『源氏物語』、浄土信仰の『寝殿造り』

く（９）さ（３）ご（５）
地方でのいくさごめんだめんどくさい
ポイント 関東で平将門 瀬戸内海で藤原純友が反乱。反乱をしずめるために武士が活躍。
東北でも前九年の役・後三年の役が発生。

935

平将門の乱

1016 藤原氏全盛

とお（１０）い（１）む（６）
藤原の栄華は遠い昔だ。

ポイント この年、道長が摂政になる。翌年は頼通。
道長～「この世をば 我が世とぞ思ふ望月の かけたることもなしと思へば」
頼通～ 平等院鳳凰堂
ひと（１）は（０）は（８）む（６）
人ははむかえない院政開始。
ポイント 藤原氏との関係が弱まった時に、後継ぎを藤原氏と無関係な者にし、自分はさらに
上の上皇という位で政治。政治をした場所が「院」なので、院政という。
外
国 １０９６年十字軍の遠征開始。

1086 白河上皇院政

い（１）い（１）こ（５）ろ（６）
そろそろ天皇が政治をしてもいいころだ。
ポイント 天皇（平氏）と上皇（源氏）が対立。平氏を味方にした天皇勝利！
平治の乱は武士同士、平氏と源氏の争い。平氏が勝って実権握る。
僧兵の出現。朝廷におしかけるのでますます武士が活躍。

1156

保元の乱

い（１）い（１）や（８）こ（５）
たすけて～！いいや殺す。
ポイント 平清盛は武士で初の太政大臣に。しかし、貴族と変わらぬ政治のため失脚。
清盛のやったこと。日宋貿易（大輪田泊～現神戸）
源氏は壇ノ浦（山口県）で平氏を滅ぼす。源頼朝は活躍した弟、義経も殺す。

1185 壇ノ浦の戦い

い（１）い（１）く（９）に（２）
いいくにつくろう鎌倉幕府。
ポイント 源頼朝が征夷大将軍に任命されて、鎌倉（神奈川県）に幕府をひらく。
国ごとに守護（警察のはたらき）や地頭（年貢の取り立て）を配置。

1192 鎌倉幕府成立
1221

承久の乱

そのまんま覚えて

ポイント 執権北条義時・北条政子VS後鳥羽上皇
上皇もよしときゃよかったのに。
いち（１）にち（２）さん（３）つう（２）
一日３通御成敗
ポイント 鎌倉時代は土地を仲立ちとした主従関係。土地に関する問題は重要。
裁判の基準をあらわし、後の武家政治の模範となった。
決めたのは北条泰時。

1232 御成敗式目

NO3

1274

元 寇

1297

徳政令

ひと（１）ふ（２）な（７）よ（４）
人、船酔いひどく元敗北
ポイント 元の大軍が、福岡県に攻めてきた。２回目は嵐で負けたと、
ひと（１）に（２）は（８）い（１）いわけ。
元のボス＝フビライVS鎌倉幕府のボス＝北条時宗
影響＝御家人に御恩の土地を与えられなかったので倒幕がはやまった。
ひと（１）に（２）く（９）なん（７）を
人に苦難をなくしてあげる
ポイント 御家人は元寇で借金をしたのでその借金を帳消しにさせる命令。
結果的に幕府は信用を失う上に、御家人はもう借金ができないので苦しくなった。

1333 鎌倉幕府滅亡

い（１）ざ（３）さ（３）さん（３）
鎌倉の幕府のとどめをいざ、ささん！
ポイント 足利尊氏と後醍醐天皇が倒す。１３３４年から２年間後醍醐天皇が建武の新政
建武の新政～公家中心で武士の反感をかったため２年で失敗。後醍醐は吉野（奈良）へ
外
国 ダンテがイタリア語で『神曲』を表し、ルネサンスの時代へ

1338

室町幕府成立

1404

勘合貿易

1428

正長の土一揆

い（１）さん（３）でみ（３）や（８）
尊氏さん、勇んでみやこにのぼります。
ポイント 足利尊氏が征夷大将軍になる。３代将軍義満が京都の室町で政治をした。
ひと（１）し（４）れ（０）よ（４）
勘合符の意味を人知れよ！
ポイント 記述～倭寇という海ぞくと、貿易船を区別するために勘合という合札を用いた。
日本から～刀・銅
明から～銅銭
ひと（１）よ（４）に（２）は（８）
一夜にはびこる正長の土一揆
ポイント 室町時代のKEY WORDは自治組織の「惣」「寄合」「土一揆」
これに続いて、山城（京都府）の国一揆や加賀（石川県）の一向一揆がおこる。
ひと（１）のし（４）む（６）な（７）
人の死むなしい応仁の乱
ポイント ８代将軍足利義政（銀閣を建てた人）の後継ぎ争い
以後１００年の戦国時代となり、下剋上の風潮が高まる。

1467

応仁の乱

1543

鉄砲伝来

1549

キリスト教伝来

い（１）ご（５）よ（４）さん（３）
以後予算は鉄砲に使おう
ポイント これをうまく使ったのは織田信長です。（１５７５年長篠の戦い）
種子島にポルトガル人から伝わった。
い（１）ご（５）よ（４）く（９）
以後よく広がるキリスト教
ポイント 鹿児島にイエズス会（カトリック）のフランシスコ＝ザビエルが伝える
外

国 ルターが宗教改革（１５１７）を行い、負けたカトリックが世界へ布教。

いち（１）ご（５）パン（８）ツ（２）
信長はいちごパンツで寝てました。
ポイント 明智光秀に本能寺で殺される。この後豊臣秀吉が政治をする。
同年～太閤検地を行う。（検地帳を作る。石高であらわした。）

1582 本能寺の変
1588

い（１）ご（５）は（８）ば（８）
武士が以後はばきかす社会になる。
ポイント 武器を取り上げ一揆を防ぎ農民を農業に専念させるようにした。
結果～兵農分離がすすんだ。

刀狩令
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1600 関ヶ原の戦い

そのまんま覚えた方がいいね

ポイント 秀吉の死後、石田三成（豊臣側）と徳川家康が戦う
今の岐阜県で戦う。３年後（１６０３）江戸幕府成立。
外
国 インドにイギリスの東インド会社ができる

1615 武家諸法度

ひ（１）ろう（６）い（１）ご（５）
疲労以後たまる武家諸法度

ポイント 大名武士の守る決まり。

1635

参勤交代

いち（１）ろ（６）さんきん（３）こ（５）
一路参勤交代で疲れます

ポイント 徳川家光が付け加える。
記述～一年おきに江戸と領地を往復し、大名に力をつけさせないようにする。

1637

島原・天草一揆

1639

鎖国完成

ひと（１）む（６）ざん（３）な（７）
人無惨なり島原・天草一揆
ポイント キリスト教はみな平等。封建制度に会わないので禁止。
踏絵で信者発見し、寺請制度でみんな仏教の信者にしたの。（宗門人別改帳）
ひ（１）ろ（６）さ（３）く（９）
外国と広さくらべられない鎖国完成
ポイント ポルトガル船の来航を禁止。オランダと中国のみ長崎の出島で貿易。

1649 慶安の御触書

イチ（１）ロー（６）よ（４）く（９）
イチローよく聞け慶安の御触書
ポイント 朝は・・・、昼は・・・、晩は・・・。厳しい決まり。
五人組で連帯責任。記述～農民に確実に年貢を納めさせるため。
外
国 イギリスで清教徒革命（１６４２）がおこる。クロムウェルがリーダー

1687 生類憐みの令

いち（１）ろー（６）は（８）な（７）
犬にイチロー鼻をかまれたの
ポイント 徳川綱吉の政治。貨幣の質を下げる。物価上昇で世の中混乱。
外

国 １６８８年名誉革命～翌年『権利の章典』

1716 享保の改革

ひ（１）なん（７）い（１）ろ（６）
非難いろいろでも成功
ポイント KEY～８代将軍徳川吉宗中心。公事方御定書・目安箱・新田開発がKEY

1772

田沼意次

ひ（１）なん（７）な（７）に（２）
ワイロでの、非難なにも気にしない

ポイント KEY～株仲間の奨励
外

国 １７７５～アメリカの独立戦争（ワシントン頑張る）

1787 寛政の改革

ひ（１）なん（７）は（８）な（７）
非難花さく寛政の改革
ポイント KEY～松平定信中心。朱子学以外はだめ（寛政異学の禁）
外

国 １７８９～フランス革命（人権宣言出される）

1825

いっ（１）ぱ（８）つ（２）ご（５）
一発ゴメンね打払い
ポイント １７９２にラクスマンが根室に来てから欧米が近寄ってくる。それを撃退する。
バンバン打って、野蛮だと言った渡辺崋山と高野長英は処刑（蛮社の獄）

外国船打払令
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1837

大塩平八郎の乱

い（１）や（８）みん（３）な（７）
いや、みんなで反乱しようぜ頑張って

ポイント 幕府はビックリ～元幕府の役人だから

1841 天保の改革

はじめ（１）は（８）よ（４）い（１）
はじめはよい天保の改革

ポイント KEY～水野忠邦が中心。株仲間の解散
外

国 １８４０～アヘン戦争が起こる（南京条約でイギリスがホンコンGET）

1853

ペリー来航

1858

日米修好通商条約

い（１）や（８）ご（５）さん（３）
ここまで来るとはいや誤算
ポイント ペリーが浦賀にやってくる。翌年日米和親条約を結ぶ。
日米和親条約～下田と函館を開港 アメリカ領事館を下田に置く。
いち（１）ばん（８）こ（５）わ（８）
いちばんこわい通商条約

ポイント 井伊直弼とハリスが結ぶ
不平等条約 ①関税自主権がない～輸入品に自由に税金をかけられない
②治外法権を認めた～日本人が外国人を裁判できない
下田→神奈川・新潟・長崎・兵庫・函館を開港
い（１）や（８）む（６）な（７）
いやむなしいな大政奉還
ポイント １５代将軍徳川慶喜が政権を返す。
薩摩・長州が薩長同盟。坂本竜馬の仲立ち。

1867

大政奉還

1869

版籍奉還

1871

廃藩置県

1873

地租改正

ひと（１）は（８）む（６）く（９）
人はむくれる版籍奉還
ポイント すべての土地（版）と人民（籍）を天皇へ返した。
い（１）わ（８）な（７）い（１）
もう藩とはいわない廃藩置県
ポイント 藩を廃止し、その代わりに県を置く。県には中央から知事を派遣。
い（１）や（８）な（７）３％（３）
いやな３％の地租改正
ポイント 地租改正～土地所有者に、地価の３％を地租として現金で納めさせた。
政府～安定した収入を得るため。 農民～生活が苦しくなった。
徴兵令～２０歳以上の男子
このころ、殖産興業で富岡製糸場つくる（群馬県）
い（１）や（８）な（７）よ（４）
民撰議院設立の建白書 嫌な世直そう民撰議院設立の建白書
ポイント 板垣退助が藩閥政治を批判して、国会を作ることを要求した。
立志社（土佐）→自由民権運動がさかん→国会期成同盟→１０年後に国会
板垣退助～自由党
大隈重信～立憲改進党

1874
1877

西南戦争

いっ（１）ぱ（８）な（７）な（７）
西郷の一派ななんと西南戦争

ポイント 藩閥政治に武力で反抗。西郷隆盛死す。
武士の特権がなくなる。徴兵令や四民平等。征韓論にも負けて爆発！

1889

いち（１）は（８）や（８）く（９）
アジアでいちはやくできた大日本帝国憲法
ポイント 伊藤博文がドイツ（プロシア）で勉強。君主権が強い憲法だから。
ついでに、初代内閣総理大臣も経験。

大日本帝国憲法
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1894

日清戦争

1902

日英同盟

1904

日露戦争

1910

韓国併合

1911

関税自主権回復

ひとつ（１）や（８）く（９）し（４）
帝国主義へひとつやくしん
ポイント 朝鮮半島をめぐり、清と対立。朝鮮半島の甲午農民戦争を抑えに両軍出兵
日本の勝利。下関条約～１、朝鮮の独立 ２、３億円（八幡製鉄所）
３、台湾・ポンフー諸島・リヤオトン半島をGET
リヤオトン半島を返しなさい＝三国干渉（独・露・仏）
治外法権の撤廃～陸奥宗光がんばる
ひ（１）ぐ（９）れ（０）に（２）
日暮れに結んだ日英同盟
ロシアに対抗するためにイギリスと同盟。
い（１）く（９）わ（０）よ（４）
そろそろいくわよ日露戦争
ポイント 義和団事件のあとも南下を続けるロシアに対抗。
アメリカの仲介で終戦。ポーツマス条約で南をGET！
南満州鉄道・南樺太・リヤオトン半島南部
と（１）く（９）べつ、い（１）れい（０）
日本の政府。特別異例なことばかり。
ポイント じゃまものはいなくなったので、韓国を植民地にした。
い（１）く（９）ひと（１）ひとり（１）
関税を取り戻すため、行く人一人小村寿太郎

ポイント 関税自主権を回復
外

国 中国で辛亥革命がおこる。孫文が中華民国を建国。

1914

第一次世界大戦

1917

ロシア革命

1918

米騒動

い（１）く（９）い（１）し（４）
日本の行く意志強く第一次世界大戦
ポイント 日本は日英同盟を理由に三国協商について参戦。
中国にあるドイツ植民地をGET＝２１か条の要求
三国協商（英・仏・露）VS三国同盟（独・伊・オーストリア）
と（１）く（９）い（１）な（７）
レーニンのとくいな社会主義
ポイント レーニンが中心に革命を起す。各国が抑えるため出兵。日本もシベリア出兵。
い（１）く（９）ひと（１）は（８）
いくひとはみな主婦なんです
ポイント シベリアへ米を持っていったので、国内で物価上昇。富山県の主婦キレた。
関連事項 国民の怒りを抑えるために、本格的政党内閣（原敬）が誕生した。

1919

ベルサイユ条約

1920

国際連盟

い（１）く（９）い（１）く（９）
いくいくパリへベルサイユ
ポイント アメリカの参戦で終戦。フランスのパリで条約を結ぶ。
ウイルソン大統領が、民族自決を訴える。
ガンジーの非暴力・不服従
朝鮮の三・一独立運動
中国の五・四運動
ひと（１）く（９）に（２）まる（０）
人国丸くてけんかしない

ポイント ウイルソン大統領の提案で成立
① 大国の不参加～アメリカは議会が反対したため
② 全会一致の議決法
③ 武力で制裁できない
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1923

関東大震災

と（１）く（９）に（２）さ（３）
とくにさびしい関東大震災

ポイント 関東地方を中心に大地震が起きた

1925

とお（１）く（９）に（２）ご（５）
普選の意義も遠くにごめん治安維持法
国体の変革～国の体制を変えるのはダメ

治安維持法

ポイント 社会主義を取り締まる法律

関連事項 普通選挙法により２５歳以上の男子すべてに選挙権が与えられた
い（１）く（９）さ（３）はじめ（１）
いくさ始める満州事変
ポイント 日本軍が鉄道爆破事件をおこし、中国侵略を開始した。

1931

満州事変

外

国 国内で反対していた犬養毅暗殺～五・一五事件
世界の非難をうけて～国際連盟脱退
その他政府の重役も暗殺～二・二六事件
い（１）く（９）さ（３）な（７）
いくさ長引く日中戦争
ポイント 北京郊外で衝突
意外と手ごわいので、翌年～国家総動員法

1937

日中戦争

1941 太平洋戦争

い（１）く（９）よ（４）い（１）
行くよ一気に太平洋へ
ポイント 日独伊三国（軍事）同盟を結び日本パワーアップ
ハワイの真珠湾を奇襲

1945 ポツダム宣言

い（１）く（９）よ（４）ご（５）
米英ソ連、行くよ強引にポツダム宣言
ポイント 広島８月６日・長崎８月９日に原子爆弾投下。
この後連合国軍総司令部（GHQ)のマッカーサーがやってくる

1950

朝鮮戦争

そのまんまおぼえたほうがよいね
ポイント 冷たい戦争が熱い戦争に。北緯３８度線で南北に分かれた
日本は米軍に物を売り、高度経済成長の時代。警察予備隊→保安隊→自衛隊

1951 サンフランシスコ平和条約

朝鮮戦争の翌年
ポイント 日本独立。同時に日米安全保障条約を結アメリカ軍の基地残る。

1955

アジア=アフリカ会議

い（１）く（９）ご（５）ご（５）
アジア・アフリカへ行く午後の紅茶

ポイント インドネシアのバンドンで開かれた

1956 日ソ共同宣言

い（１）く（９）こ（５）ろ（６）
そろそろ、ソ連にいくころだ

ポイント 日ソ共同宣言で国交を回復した
その結果、国際連合へ加盟することになる

1978 日中平和友好条約

い（１）く（９）な（７）は（８）
もう、侵略に行くな腹立つ平和条約
ポイント １９７２年の日中共同声明で国交を回復（沖縄返還の年）
さらに、平和と友好を誓って日中平和友好条約を結ぶ。
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375

み（３）な（７）ご（５）
みなご一緒に大移動
ポイント ゲルマン人が大移動してきて、西ローマを滅ぼしフランク王国をつくる。
フランクは、フランス、ドイツ、イタリアに離れます。は（８）な（７）れ（０）
日
本 フランク王国～イスラム帝国～唐～奈良（８世紀）

ゲルマン人の大移動

1096

十字軍

1492

コロンブス

じゅう（１０）じく（９）む（６）
十字軍が十字組む
ポイント ローマ教皇が、エルサレムをイスラム勢力から取り戻そうとした～失敗
影響 ①教皇の力が弱まり国王が強くなる～絶対王政へ
②教会に金がないので免罪符売る～宗教改革へ
③戦争で往復する～ルネサンスが起こる（イタリア）
日
本 １０８６年白河上皇が院政をはじめる。
い（１）よ（４）く（９）に（２）
意欲に燃えるコロンブス
ポイント香辛料を求めインドを目指す。アメリカをインドと思い先住民をインディアンと呼ぶ。
１４９８年バスコ＝ダ＝ガマは喜望峰をまわりインドへ
１５２２年マゼラン一行が世界一周

1642 清教徒革命

いち（１）ろ（６）よ（４）に（２）
一路世に出る清教徒
ポイント クロムウエルを中心におこる。彼の独裁後王政復活
日

本 １６４９年慶安の御触書

1688

イチ（１）ロー（６）パ（８）パ（８）
イチローパパは名誉だね
ポイント 復活した王政が、議会を無視したため国王を辞めさせた。新国王に『権利の章典』
を認めさせた。（議会の権利～）
日
本 徳川綱吉の政治

名誉革命

1776 アメリカ独立宣言

ひ（１）なん（７）なか（７）ろ（６）

国民の非難なかろと独立宣言
ポイント １７７５年ワシントンを中心にイギリスから１３州が独立。
『独立宣言』には、生命・自由・幸福を追求する基本的人権が含まれている
日
本 １７７２年田沼意次

1789 フランス革命

ひ（１）なん（７）ば（８）く（９）
国王へ非難爆発フランス革命
ポイント 国王は三部会を召集。第三身分の人が、われこそが国民の代表と暴れる。
絶対王政の象徴である、バスチーユ牢獄を襲う。『人権宣言』出される。
（人は生まれながらにして、自由で平等）
日
本 １787年松平定信

1804

い（１）ば（８）れ（０）よ（４）
いばれよ皇帝ナポレオン
ポイント ヨーロッパの大部分を征服。皇帝になる。死後、ウィーン会議で元どおり。

ナポレオン

1857 インド大反乱

い（１）や（８）こん（５）なん（７）
いや困難の大反乱
ポイント 東インド会社のインド人兵士のセポイが反乱。これをきっかけにムガル帝国が滅びる。

1861

南北戦争

ポイント リンカーンの奴隷解放宣言で北部が勝利
日

本 １８６７年大政奉還～徳川慶喜

い（１）や（８）む（６）い（１）
南北に分かれて戦うのはイヤ無意味

いっしょにがんばろう
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