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●昭和２０年代

年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

昭和２０年
闇市、ＭＰ、戦犯、洋モク、
竹の子生活、進駐軍、四等
国、浮浪児

ギブミー・チョコレート（子供
たちが進駐軍に）

敗戦、戦後、進駐軍、枕崎台風襲来、黒
塗り教科書、『日米英会話手帖』、宝く
じ発売

昭和２１年
オフ・リミット（立ち入り禁
止）

あっそう（天皇陛下）、ご名答
（話の泉の司会者和田）

新憲法施行、新円切替え、婦人参政権と
女性議員大量誕生、陛下の全国巡幸、南
海大地震、発疹チフス・天然痘・コレラ
死者多数

昭和２２年

不逞の輩、隠匿物資、裏口営
業、ゼネスト、土曜夫人（旅
館をかりる夫婦を織田作之助
の新聞小説から）

こんな女に誰がした（『星の流
れに』菊池章子歌）

ゼネラルストライキ、六・三制、浅間山
大爆発、キャスリン台風襲来、インフレ
昂進、配給食糧だけで餓死（検事）

昭和２３年
老いらくの恋、ノルマ、アプ
レゲール、ペンパル

黒か白か
福井地震、厚生省「母子手帳」、帝銀事
件、米ソ冷戦、赤い羽根共同募金、日本
脳炎大流行

昭和２４年
ニコヨン、駅弁大学、てんや
わんや、二当一落（１月の総
選挙））

私は誰でしょう（クイズ番
組）、アジャパー（伴淳三郎の
浅草喜劇

台風多数襲来、下山・三鷹・松川事件、
全国に国立大学（駅弁大学）、湯川博士
ノーベル物理学賞受賞、１ドル360円、
フジヤマの飛魚

昭和２５年
特需景気、アルサロ、ナイ
ター、ガチャ万、レッドパー
ジ、エチケット

オオミステーク、とっでもハッ
プン、わてほんまによういわん
わ（笠置シズ子の買物ブギ）

朝鮮戦争と特需、レッドパージ（共産系
狩り）、数え年から満年齢へ、ジェーン
台風襲来、千円札発行、警察予備隊・海
上警備隊創設

昭和２６年

ＢＧ（ビジネスガール＝働く
女性）、ＰＲ（ラジオ民放開
始）、社用族、親指族（パチ
ンコファン）、三等重役、Ｄ
Ｋ（ダイニングキッチン）

老兵は死なず
京阪神豪雨被害、対日講和条約締結、日
米安全保障条約締結、米販売登録・衣料
切符の廃止、ＮＨＫ『紅白歌合戦」

昭和２７年

エッチ（ＨＥＮＴＡＩ，スケ
ベー）、プータロー、恐妻
病、さかさくらげ（連れ込み
旅館）

見て見てみ（大丸・ラケット）

日本国独立回復、オート三輪時代、鳥取
大火、ラジオドラマ『君の名は』、日航
もく星号大島三原山墜落、血のメーデー
事件、保安隊（警察）へ

昭和２８年
プラスアルファ、八頭身美
人、街頭テレビ、クルクル
パー、コネ

戦後強くなったのは女と靴下、
バッカじゃなかろか・さいざん
す（トニー谷）

阿蘇山大爆発、ＮＨＫ・民法テレビ放送
開始、赤色公衆電話、バカヤロー解散、
街頭テレビ、ヘップバーンスタイル（髪
型）

昭和２９年
リベート（造船疑獄）、パー
トタイム、ロマンスグレー、
空手チョップ、死の灰

ムチャクチャでござりますがな
（花菱アチャコ）

防衛庁設置と自衛隊成立（陸上・海上・
航空）、第５福竜丸水爆被爆、造船疑
獄、映画『ゴジラ』『七人の侍』、力道
山とプロレスブーム、青函連絡船洞爺丸
遭難

世相を映す戦後の主な流行語一覧

　最近、メディアでは「流行語大賞」なるものを出していますか、関西の
我等から見ると、分かり難いものが多く、ちょっと頸を傾げるものが目立
つようになってきました。背後にあるバラエティ的な商売優先の考えがち
らついています。
　昔の流行語は、その時の世相を現して、今振りかえって見ても歴史が窺
えるものばかりです。昭和戦後と平成初期の主な流行語を１０年毎に分け
て振り返ってみたいと思います。



●昭和３０年代

年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

昭和３０年
マスコミ、ノイローゼ、春
闘、５５年体制、押し屋、タ
レント、ＣＭ

最低ネ！（船橋聖一『白い魔
魚』）、兵隊の位になおすとど
のくらい？（山下清）

神武景気、５５年体制（２大政党）、森
永砒素ミルク事件、新潟大火、紫雲丸沈
没、トランジスタラジオ、折りたたみ
傘、電気釜

昭和３１年
太陽族、愚連隊、一億総白痴
化、シスターボーイ、ゲイ
ボーイ、戦中派

もはや戦後ではない（経済企画
庁『経済白書』）、なんと申し
ましょうか（小西得郎）

秋田能代大火、家電製品の普及、週刊誌
時代始まる、芥川賞『太陽の季節』（石
原慎太郎）

昭和３２年

三種の神器（白黒テレビ・電
気洗濯機・電気冷蔵庫）、団
地、よろめき、ストレス、勤
評、グラマー、デラックス、
才女

有楽町で逢いましょう（フラン
ク永井）

東海村原子炉稼動、ソ連人工衛星「ス
プートニク」打上、Ａ型インフルエンザ
大流行、南極昭和基地

昭和３３年

ハイティーン・ローティー
ン、ベッドタウン、ながら
族、ロカビリー（ロックとヒ
ルビリー・カントリウェスタ
ンの合成語）、団地族、ミッ
チーブーム、ぐれん隊、圧力
団体、すし詰め教室、白タク

ご清潔でご誠実で（正田美智
子・皇太子婚約者）、シビれ
る、イカす（石原裕次郎）、私
は〇〇になりたい、だから言っ
たじゃないの（松山恵子）、神
様仏様稲尾様

売春防止法（赤線廃止）、狩野川台風、
１万円札発行、東京タワー完成、インス
タント（即席）ラーメン発売、切手収集
ブーム、大相撲栃若時代

昭和３４年

岩戸景気、がめつい、トラン
ジスターグラマー、タフガ
イ、カミナリ族、マダムキ
ラー

わたしの選んだ人を見ていただ
きます（清宮貴子内親王）

岩戸景気、皇太子御成婚、伊勢湾台風な
ど、メートル法実施、南極犬タロー・ジ
ロー生還、映画からテレビへ、少年週刊
誌、プロ野球ON時代

昭和３５年

３Ｃ（カラーＴＶ・マイ
カー・ルームクーラー）、金
の卵、安保反対、全学連、
ヌーベルバーグ、リバイバ
ル、所得倍増、トップ屋、昼
メロ

家つきカーつきババ抜き（若い
未婚女性）

チリ大地震で太平洋沿岸大津波、三井三
池炭鉱争議、安保闘争、クレジットカー
ド、ダッコちゃんブーム、浅沼稲次郎刺
殺さる

昭和３６年

レジャー、現代っ子、交通戦
争、インスタント、プライバ
シー、不快指数、渋滞、時差
通勤

トリスを飲んでハワイへ行こ
う！（サントリー）、巨人大鵬
玉子焼き（子供たち）、わかっ
ちゃいるけどやめられない（ク
レージーキャッツ）、地球は青
かった（ガガーリン）、何でも
見てやろう（小田実の旅行記）

大阪釜ヶ崎騒乱事件、第２室戸台風襲
来、ソ連有人宇宙飛行、レジャー時代、
交通戦争（死者日清戦争並み）テレビ番
組『夢で逢いましょう』『シャボン玉ホ
リデー』始まる、上を向いて歩こうが
ヒット、アンネナプキン発売

昭和３７年

無責任時代（クレイジー
キャッツ）、産業スパイ（梶
山季之『黒の試走車』）、当
たり屋、総会屋

そのようヨ、あたり前田のク
ラッカー（てなもんや三度笠）

東京都が世界一の都市に（人口１千万
人）、国産戦後初の旅客機ＹＳ-11飛行
成功、インスタントカメラ、太平洋一人
ぼっち（堀江謙一）、サユリスト

昭和３８年

カギっ子、三ちゃん農業（じ
い・ばあ・かあ）、ＳＦ、公
害、かっこいい、かわいこ
ちゃん、バカンス、ハッス
ル、

なんであるアイデアル（洋
傘）、一姫二トラ三ダンプ（交
通戦争の怖い車）、ガチョーン
（谷啓）、私はカモメ（テレシ
コワ）

北陸地方３８豪雪、吉展ちゃん誘拐殺人
事件、鶴見駅二重衝突事故、草加次郎時
限爆弾事件、力道山刺殺され死亡、マイ
カー時代到来、ＮＨＫ大河ドラマ始ま
る、ボーリング大流行

昭和３９年

根性、ウルトラ、トップレ
ス、ＯＬ（オフィスレ
ディ）、夢の超特急、コンパ
ニオン

おれについて来い（大松博文監
督）

新潟地震、東京オリンピック、一般海外
旅行解禁（年１回５００ドル制限）、新
幹線開業、卓上計算機（50万円）、
ティッシュペーパー



●昭和４０年代

年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

昭和４０年

しごき、ベ平連（ベトナムに
平和を市民連合）、ブルー
フィルム、エレキ族、マイ
ホーム、団地サイズ、夢の
島、モーレツ社員、リハビリ

おめえ・ヘソねえじゃねえか、
シェー（赤塚不二夫『おそ松く
ん』のイヤミ氏）

北海道夕張炭鉱爆発事故、山一証券の経
営危機、光化学スモッグ、国鉄みどりの
窓口、アートネイチャー、パンティス
トッキング

昭和４１年

ミニスカート、ひのえうま
（出生率２５％減）、グルー
プサウンズ、ゴマすり、クロ
ヨン・トーゴーサン（9対6対
4か10対5対3の税金補足
率）、黒い霧、過疎、ヘン
シーン、トッポジージョ（イ
タリアの漫画ネズミ）

しあわせだなあ（加山雄三）、
びっくりしたなーもう

全日空機羽田沖墜落事故、カナダ機着陸
失敗事故、イギリス機富士山麓墜落事
故、全日空機伊予灘墜落事故、ビートル
ズ来日、NHK朝ドラ始まる（おはなは
ん）

昭和４２年

ヒッピー族、ボイン、核家
族、ハプニング、順法闘争、
蒸発、フリーセックス、シン
ナー遊び

大きいことはいいことだ（森永
エールチョコ）、ニャロメ
（『もーれつア太郎』の猫）

山陽電鉄車両爆破事件、西日本や羽越地
方に集中豪雨被害、一億総中流（国民経
済白書）、リカちゃん人形

昭和４３年

昭和元禄、いざなぎ景気、五
月病、ズッこける、サイケ
（サイケデリック）、ハレン
チ、ゲバ棒、ノンポリ・ノン
セクト、日和る（途中投げ出
し）

わんぱくでもいい・たくましく
育ってほしい（丸大食品Ｃ
Ｍ）、とめてくれるなおっかさ
ん背中のいちょうが泣いている
（東京大学学生祭）

いざなぎ景気、北海道十勝沖地震、飛騨
川バス転落事故、有馬温泉満月城火災、
昭和元禄、東京府中３億円事件、超高層
ビル（霞が関ビル）、交通違反キップ
制、郵便番号、ミニスカート流行

昭和４４年
公営ギャンブル、金帰火来
（選挙控えた国会議員）、
フォークゲリラ

やったぜベイビー、クリープを
入れないコーヒーなんて

東京大学安田講堂籠城事件、家庭用ビデ
オ（ベータとVHS)、東京で３０ｃｍの
積雪、福島磐光ホテル全焼、世代断絶、
銀行自動支払機（住銀）

昭和４５年

歩行者天国、ハイジャック、
万博、悪のり、スキンシッ
プ、ウーマンリブ、ビュー
ティフル、鼻血ブー、ＳＬ
ブーム、スポコン（スポーツ
根性）、不幸の手紙

おお・モーレツ、あっと驚くタ
メゴロー、はっぱふみふみ（サ
インペンのＣＭ・大橋巨泉・み
じかびの　きゃぶりをとれば
すぎちょびれ　すぎかきすらの
はっぱふみふみ）

よど号ハイジャック事件、大阪天六ガス
爆発事故、大阪万博ＥＸＰＯ’70、交通
事故死最高（16865人）、三島由紀夫
事件、カラオケ全盛期、救急車サイレン
「ピーポー」に、モーレツからビュー
ティフルへ

昭和４６年

ドルショック、ニアミス、シ
ラケる、フィーリング、アン
ノン族、知る権利、ディスカ
バージャパン、コンピュータ
犯罪

ヘンシーン（仮面ライダー）、
古い奴だとお思いでしょうが
（鶴田浩二「傷だらけの人
生」）、のんびり行こうよ
（モービル石油）

ドル・ショック、全日空機自衛隊機接触
墜落事故、東亜国内航空機墜落、女性
ファッション誌『ノンノ』『アンア
ン』、NHKカラー放送、NTV『スター
誕生』、国鉄ディスカバー・ジャパンの
キャンペーン、マクドナルド１号店

昭和４７年
恍惚の人、日本列島改造論、
三角大福（三木・田中・大
平・福田）、子連れ狼

あっしにはかかわりのねえこと
でござんす（木枯紋二郎）、恥
ずかしながら帰ってまいりまし
た（横井庄一）

あさま山荘事件、大阪千日前デパート火
災、北陸トンネル内列車火災、日本列島
改造ブーム、札幌冬季オリンピック

昭和４８年
オイルショック、変動為替相
場、ぐうたら

ちょっとだけよ・あんたも好き
ね（ドリフターズ・８時だよ全
員集合）、せまい日本そんなに
急いでどこへ行く（交通安全標
語）

石油危機とトイレットペーパー騒動、変
動為替相場、日航ジャンボ機ハイジャッ
ク事件、熊本大洋デパート火災、競馬
ブーム、同棲ブーム、「ゴキブリほいほ
い」

昭和４９年

狂乱物価、ベルバラ（宝塚歌
劇「ベルサイユのバラ」）、
超能力（ユリ・ゲラー）、オ
カルト（映画「エクソシス
ト」）

アチョー（ブルースリーの「燃
えよドラゴン」）

物価高騰、伊豆半島沖地震、トルコ航
空・パンナム機など航空機多数墜落、田
中角栄金脈問題（文藝春秋）、ストリー
キング



●昭和５０・６０年代

年 社会事象 セリフ・ＣＭ 主な出来事

昭和５０年

光は西へ、公労協ゼネスト、
複合汚染、超法規的措置、中
ピ連（妊娠中絶禁止法反対ピ
ル解禁を主張する女子軍
団）、おちこぼれ、おじゃま
虫、１００円ライター、植物
人間

オヨヨ（パンチでデートの桂三
枝）、ちかれたビー、私つくる
人僕食べる人（ハウス食品）

国際婦人年、戦後初のＧＮＰ対前年割れ
の不況、沖縄国際海洋博覧会、新幹線九
州（博多）へ、ウィンブルドンテニスで
沢松ペア優勝、使い捨てライター

昭和５１年

宅急便、安楽死、ピーナッツ
（ロッキード事件）、白い妖
精（コマネチ）、ジャンボ宝
くじ

限りなく透明に近いブルー（室
伏哲郎の「構造汚職」）

山形県酒田大火、ロッキード事件、ソ連
戦闘機函館空港亡命、物流革命（宅急便
など）

昭和５２年
デノミ、円高、独身貴族、シ
ルバー族

たたりじゃあ（『八つ墓
村』）、トンデレラ・シンデレ
ラ・ルーチョンキ（キンチョー
ル）、よっしゃよっしゃ（田中
角栄）、普通の女の子に戻りた
い（キャンディーズの引退宣
言）

円高進行、北海道有珠山噴火、カラオケ
ブーム、スーパーカー・ブーム、国民栄
誉賞（王貞治）、ルーツ探し

昭和５３年
サラ金、家庭内暴力、嫌煙
権、試験管ベイビー

あーうー（大平首相）、ナーン
チャッテ、あんたが主役

伊豆大島近海・宮城県沖地震多発、ピン
クレディ大人気、アメリカ経済学者の不
確実性の時代、体外受精児誕生（イギリ
ス）

昭和５４年
地方の時代、ギャル、オジン
オバン、ださい、激安、エガ
ワる（江川）、ウサギ小屋

チョメチョメ（フジＴＶ「アイ
アイゲーム」）

阿蘇山中岳大爆発、東京サミット、
『ジャパン・アズ・ＮＯ．１』、ＮＥＣ
パソコン、スペースインベーダー・ゲー
ム、ウォークマン発売、占いブーム、武
田鉄矢『３年Ｂ組金八先生』

昭和５５年
低成長、竹の子族、１億円落
し物、ルービック・キューブ

カラスの勝手でしょ（志村け
ん）、それなりに写ります（フ
ジカラー）、赤信号みんなで渡
れば怖くない（ツービートの漫
才）

栃木川治温泉ホテル火災、五無主義（無
責任・無関心・無気力・無感動・無作
法）、日本モスクワ五輪不参加

昭和５６年
粗大ゴミ、熟年、人寄せパン
ダ、えぐい、ブリッ子、ノー
パン喫茶

うっそー、んちゃ（『Ｄｒスラ
ンプ』のアラレちゃん）

東北・裏日本豪雪、日本文化見直し
（ジャパネスク現象）、オンライン犯
罪、通り魔事件、ピンクレディ解散

昭和５７年

ルンルン気分（漫画「花の子
ルンルン」）、ロリコン、心
身症、ネクラネアカ（タモ
リ）

○○がアホやから○○でけへん
（江本孟紀）、なぜだ！（三越
の岡田社長）

ホテル・ニュージャパン火災事故、日航
機羽田沖墜落（逆噴射）、マレーシアの
「ルック・イースト」、写真師『ＦＯＣ
ＵＳ』ブーム

昭和５８年
軽薄短小、ハイテク、勝手
連、おしんドローム、フォー
カス現象

友達の友達はみな友達だ（タモ
リ）

秋田県沖地震、ＴＤＬ（東京ディズニー
ランド）開園、ファミコンブーム、失敗
した財政改革、ミリバールからヘクトパ
スカルへ

昭和５９年
怪人２１面相、千円パック
（グリコ森永事件）、ソープ
ランド

イッキイッキ（飲み）、疑惑の
○○（週刊文春のキャンペーン
企画）

グリコ・森永事件、スキゾフレニー（精
神分裂症）とパラノイア（偏執狂）、新
札発行、日本人平均寿命男女世界一



年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

昭和６０年

キャバクラ（キャバレーとク
ラブの合成語）、ダッチロー
ル（日航墜落事故）、ＮＴＴ
（日本電信電話公社の新名
称）、エッチする、トラキチ
（阪神ダイガースファン）、
ジャパンバッシング

１人１００ドル外国製品を買い
ましょう（中曾根康裕首相）

国産初の人工衛星「さきがけ」、日航
ジャンボ機御巣鷹山墜落、長野の国道で
スキーバス転落事故、日本叩き、エイズ
患者発見（東京）

昭和６１年

激辛（カラムーチョ）、ファ
ミコン、金ツマ（金曜日の妻
たち）、家庭内離婚、新人
類、究極（グルメブーム）、
プッツン！

バクハツだ！（岡本太郎）、亭
主元気で留守が良い（タンスに
ゴン）

伊豆大島三原山大噴火、産業の空洞化、
超伝導ブーム、素人少女アイドル化（お
ニャン子クラブ）

昭和６２年

ＪＲ（国鉄の新名称）、第二
電電、ゴクミ（国民的美少女
の後藤久美子）、マルサ、鉄
人（広島東洋カープの衣笠祥
雄）、「ソース顔」と「しょ
うゆ顔」

なんぎやなあ（阪神タイガース
ファン）、朝シャン（資生堂の
朝シャンプー）

週休２日制の定着、東京都近隣大停電、
国鉄民営化しＪＲに、ＮＴＴ株公開大暴
騰、専売公社の日本たばこ産業へ、ＮＹ
株式ブラック・マンデー再来、フロンガ
ス問題

昭和６３年

ペレストロイカ、カイワレ族
（管理社会不適応の中高
年）、ドライ戦争（ビー
ル）、ハナモク（花の木曜
日）

５時から男（栄養剤グロンサ
ン・高田純次）

リクルート事件、コンピュータ・ウィル
ス登場、中国で修学旅行生列車事故、ふ
るさと創生資金、交通事故死再度１万人
超え、ファミコン『ドラゴンクエスト
３』

●平成年代

年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

平成元年
セクハラ、オバタリアン、お
局さま、はまる（困った破目
になる）、オタク

ＮＯと言える日本（石原慎太
郎・盛田昭夫）、めちゃ

天皇陛下崩御、元号「平成」、消費税
３％、ベルリンの壁崩壊、美空ひばり逝
去、ゲーム「テトリス」、一杯のかけそ
ばストーリー

平成２年

ファジイ（あいまい、コン
ピュータ用語）、アッシーく
ん、バブル経済、あげまん、
ブッシュホン（海部首相への
ブッシュ大統領の電話）

自然と人間の共生（花博）

バブル経済の亀裂、気象異変、合計特殊
出生率1.57ショック、秋篠宮ご成婚、日
本人初の宇宙飛行士（秋山さん）、『写
ルンです』

平成３年

損失補填（証券会社が大口顧
客に）、地球にやさしい○○
（エコロジー）、ウィンドウ
ズ（３．０の発売）、ひとめ
ぼれ（ブランド米のササニシ
キの後継）、火砕流

○○じゃああ～りませんか
（チャーリー浜）

エコブーム、長崎雲仙普賢岳大火砕流、
信楽鉄道列車正面衝突事故、湾岸戦争
（イラン・イラク戦争）、ソ連崩壊、育
児休業法、ヘアヌード解禁

平成４年

ほめ殺し、きんさんぎんさ
ん、冬彦さん（ＴＢＳドラマ
［ずっとあなたが好きだっ
た］）、カード破産、ツイン
ピークス

今まで生きてきた中で一番幸せ
です（岩崎恭子）

複合不況（バブル崩壊後遺症）、学校週
５日制、大相撲横綱不在、アメリカでハ
ロウィン仮装日本人高校生射殺

平成５年

規制緩和、バリアフリー、Ｊ
リーグ、ＦＡ（フリーエー
ジェント）、サポーター、お
立ち台（ディスコ）

聞いてないよお（ダチョウ倶楽
部）、悪妻は夫をのばす（落合
夫人）

規制緩和の動き、北海道奥尻島地震津
波、天然水ブーム、ＴＶにワイドショー
ブーム、サッカーＷＣ予選「ドーハの悲
劇」



年 社会事象 セリフ・ＣＭ （当時の主な世相等）

平成６年

価格破壊、就職氷河期、猛
暑、超○○、イチロー効果
（２００本安打）、ヤンママ
（茶髪でヤンキースタイルで
ベビーカー）、ゴーマニズム
（ｺﾊﾞﾔｼよしのりの漫画「ゴー
マニズム宣言」）、地域限定
商品

同情するなら金をくれ（日本Ｔ
Ｖドラマ「家なき子」の安達祐
美）、信じられな～い

北海道東方沖地震、中華航空機名古屋空
港墜落事故、松本サリン事件、米不作で
タイ米輸入

平成７年

インターネット、ライフライ
ン（電気・ガス・水道・電
話・食糧など）、安全神話、
官官接待

がんばろうＫＯＢＥ（オリック
スのスローガン）

阪神淡路大震災、ボランティア元年（約
139万人）、地下鉄サリン事件、戦後５
０年、高速増殖炉もんじゅ事故、食料費
問題、デジカメ登場（カシオ）

平成８年
メイクドラマ（巨人、長島監
督）、プリクラ、ルーズソッ
クス

自分で自分をほめたい（マラソ
ン有森裕子）、チョベリバチョ
ベリグ（女子高生言葉で最高）

北海道豊浜トンネル崩落事故、薬害エイ
ズ問題、住専（住宅金融専門会社）問
題、インターネット普及、Ｏ-157大流
行、コスプレブーム、援助交際問題、プ
リクラ、ストーカー

平成９年

酒鬼薔薇聖斗、タマゴッチ
（バンダイのゲーム）、ガー
デニング、ビジュアル系（派
手なメイクでブレイクしたバ
ンド）、パパラッチ

失楽園する（渡辺淳一『失楽
園』）

消費税５％、神戸児童殺人事件、ペルー
日本大使館突入、サッカー・ワールド
カップ（フランス大会）初出場、ポケモ
ン社会現象、諫早湾の締め切問題、ダイ
アナ妃パリ交通事故死、ハイブリッド車
登場

平成１０年

冷めたピザ（小渕首相）、環
境ホルモン、ボキャ貧、貸し
渋り、老人力（作家赤瀬川厚
平）、ショムニ、モラルハ
ザード

凡人軍人変人（田中真紀子の小
渕・梶山・小泉）、だっちゅう
の！（お笑いコンビのパイレー
ツ）

長野冬季オリンピック、和歌山毒入カ
レー事件、ルーズソックス、美白ブー
ム、ＩＭＡＣ

平成１１年

ブッチホン（小渕首相）、Ｙ
２Ｋ（西暦２０００年問
題）、ヤマンバ、ガングロ、
雑草魂、学級崩壊、カリスマ

リベンジ（松阪大輔）、癒し
（「リゲイン」で坂本龍一のピ
アノソロ）

自己破産最多、北朝鮮工作船領海侵犯、
コンピュータ2000年問題、学校教育
（学級崩壊）問題、電子ペットブーム、
福原愛ちゃん登場

平成１２年

ＩＴ革命、ジコチュウ（自己
中心的な人）、１７歳（様々
な凶悪事件）、そばめし、Ｑ
ちゃん（高橋尚子）、ワタシ
的には○○

最高でも金最低でも金（田村亮
子）

東海地方豪雨、ＩＴ革命、初の女性知事
（大阪府太田知事）、そごう倒産、ハ
リーポッター本と映画、ユニクロ旋風

平成１３年

生物兵器（ＢＣ兵器）、ＤＶ
（ドメスティック・バイオレ
ンス）、塩爺（小泉内閣の塩
川正十郎財務大臣）、聖域な
き改革、ブロードバンド（光
ファイバーや電話線でＤＳＬ
デジタル加入線で通信）

ショー・ザ・フラッグ、明日が
あるさ

行政改革の動き、ＤＶ問題、大阪ＵＳＪ
オープン、ＴＤＳ（東京ディズニー・
シー）、池田附属小学校児童殺傷事件、
日本初の狂牛病

ＵＲＬ

参考ＵＲＬ   http://kdskenkyu.saloon.jp/wt13gry.htm　　ドラマシナリオ③『流行語は世相の鏡』
  http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/wds13gry.pdf　　同上（ｐｄｆ版）

http://kdskenkyu.saloon.jp/kdsdata.htm
http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt22ryu.pdf


