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●昭和２０年代

年 主な風俗・芸能・流行

昭和２０年

DDTの強制散布、墨塗り教科書、ＧＩ慰安SEX　HOUSE、米軍専用ラジオ放送（現在のＦＥ
Ｎ）、「カムカム・エブリボディ」放送人気、『日米会話手帖』が３００万部のベストセ
ラー、タバコ巻き器、カストリ焼酎、輪タク、宝くじ発売１等１０万円、『リンゴの歌』流行
る、NHKラジオ第１回『紅白音楽試合』

昭和２１年

新円切替え、史上初女性議員大量誕生、NHKラジオ番組『のど自慢素人音楽会』、『サザエ
さん』連載開始、『かえり船』流行る、プロ野球公式戦（リーグ戦）復活、東宝の「ニュー
フェース」募集、松竹映画『はたちの青春』でキスシーン、遊廓廃止で赤線・青線、東京裁
判、文部省が当用漢字１８５０字と現代かなづかい、闇市で工業用メチルアルコール入り酒で
失明者続出

昭和２２年

古橋広之進４００ｍ自由形で世界新、後楽園に「ウグイス嬢」、手塚治虫の漫画『新宝島』、
東京地裁の山口検事が配給食料だけで餓死、新宿帝都座で「額縁ショー」、NHKラジオ放送
劇『鐘の鳴る丘』、『東京ブギウギ』『星の流れに』流行る、多くの旧皇族の臣籍降下と旧華
族の特権喪失、NHK「二十の扉』、六・三制始まる、宝くじ１等１００万円、平均月収１８
００円

昭和２３年
混血児救済施設「エリザベス・サンダース・ホーム」設立、厚生省の「母子手帳」、GHQ武
道解禁、風俗営業取締法、美空ひばりデビュー、『異国の丘』流行る、太宰治が玉川入水心中
（心中）、セロテープ発売開始、電気パーマ大流行、赤い羽根共同募金、１１０番設置

昭和２４年

法隆寺の金堂壁画焼失、連載漫画『あんみつ姫』、駅弁大学乱立、勤労者平均月収男７５５７
円女３１２５円、葉書２円、プロ野球セ・パ両リーグ分裂、１ドル３６０円、東大生金融業
「光クラブ」取締り、ノーベル物理学賞湯川秀樹博士受賞、音楽・映画『青い山脈』流行る、
プリーツスカート流行る、デパート紳士服イージーオーダー

昭和２５年

数え年から満年齢へ、千円札（聖徳太子）、第１回ミス日本に山本富士子、朝鮮戦争勃発と戦
争特需、金閣寺炎上、警視庁でモンタージュ写真作成、アルサロ大阪で発祥、パトカー東京・
大阪で始まる、初の渡米留学生、『チャタレイ夫人の恋人』猥褻問題、レッド・パージ、警察
予備隊創設

昭和２６年

米販売登録と衣料切符廃止、LPレコード発売１枚２３００円、ベニス国際映画祭で『羅生門』
グランプリ、力道山登場、パチンコ・ブーム、対日講和条約と日米安全保障条約、ジプシー・
ローズがフトリッパー１位、『上海帰りのリル』流行る、職業別電話帳、自家用バイク・ホン
ダ「ドリーム号」

昭和２７年

世界卓球で日本４冠、日本国独立回復、洋モク解禁、NHKラジオ『君の名は』、ヘルシン
キ・オリンピック、白井義男ボクシング・フライ級世界チャンピオンに、映画『風と共に去り
ぬ』流行る、警察予備隊改組で保安隊へ、ナイロン・ブラウス、マジック・インキ、名曲喫
茶、オート三輪時代

昭和２８年

NHKテレビ本放送、民間テレビ放送開始、バカヤロー解散、ボストンマラソンで山田敬蔵優
勝、赤公衆電話登場、伊藤絹子ら八頭身美人、性典映画花盛り、「君の名は」の映画で真知子
巻き流行、映画『ローマの休日』でヘップバンスタイル流行、電池式ガス点火器、『アンネの
日記』ベストセラー

昭和２９年

東宝映画『ゴジラ』、力道山の空手チョップ炸裂、放浪の天才画家山下清氏３年ぶりに発見、
マリリン・モンローが夫ジョー。ディマジオと来日、ヒロポン常習者多数、『お富さん』『岸
壁の母』流行る、第五福竜丸被爆、黒澤監督『七人の侍』、映画『二十四の瞳』、首相指揮権
発動で造船疑獄潰れる

戦後の世相（主な風俗・芸能・流行）

私たちの生活や文化におけるエポックとなった出来事（風俗・芸

能・流行）をピックアップしています。当時の世相を今一度思い出

して下さい。（「戦後の流行語」「戦後の大事故・大災害・大事

件」は、別ページです。最下段にリンク先あり）



●昭和３０年代

年 主な風俗・芸能・流行

昭和３０年

５５年体制（自由党と民主党で自由民主党、社会党の左派と右派で統一の社会党による２政党
システム）、森永ヒ素ミルク事件（１万千人被害、１３３名死亡）、初代の三人娘（チエミ・
ひばり・いづみ）、「クレ－ジーキャッツ」、トランジスターラジオ発売、折り畳み傘（アイ
デアル）、電気釜考案、ボディビル流行る、マンボ・スタイル流行る、ジェームス・ディーン
死亡

昭和３１年

芥川賞に『太陽の季節』（石原慎太郎）、家庭電気製品ブーム、週刊誌時代（朝日・サン
デー・サンケイ・読売に新潮が参入）、団地族（堺市の金岡公団住宅）、もはや戦後ではない
（高度成長への入口）、横山光輝の漫画『鉄人２８号』連載、映画『太陽の季節』、テレビに
『スーパーマン』、脱水機付電気洗濯機、電気ミシン普及、ポップアップ型自動トースター、
メルボルン・オリンピック、『ビルマの竪琴』

昭和３２年

三種の神器（冷蔵庫・洗濯機・テレビ）、美空ひばり塩酸事件、映画『明治天皇と日露大戦
争』、映画『楢山節考』、南極昭和基地、シスターボーイ丸山明宏、原子力の火（東海）、人
工衛星スプートニク、ゴルフカナダカップで中村寅吉優勝、愛新覚羅慧生と同級生ピストル心
中、タバコの自販機。やぐら付き電気コタツ登場、コカコーラ国内発売、ポリバケツ登場

昭和３３年

月光仮面の誕生、赤線廃止（売春防止法）、栃若時代、インスタントラーメン（日清）、切手
収集ブーム、長嶋茂雄新人で２冠王、フラフープ、スバル３６０登場、バレンタインチョコ
レート始まる、１万円札（聖徳太子）、東京タワー、ミッチー（皇太子婚約者）ブーム、宝塚
歌劇のせり台で胴体切断事故、『有楽町で逢いましょう』流行る、サックドレス流行

昭和３４年

皇太子御成婚、メートル法実施、南極犬タロージロー生還、松方コレクション東京へ「国立西
洋美術館」オープン、児島明子ミスユニバース世界一、少年週刊誌（マガジン、サンデー）、
プロ野球ＯＮ時代、映画『人間の条件』、レコード大賞始まる『黒い花びら』、テレビ『ロー
ハイド』『スター千一夜』『兼高かおる世界の旅』、御三家（橋・舟木・西郷）

昭和３５年

ＵＦＯ騒動、安保闘争・東大生樺美智子死亡、全学連、ダッコちゃん、ツイスト・ブーム、ワ
ンタッチ・カレー（江崎グリコ）、インスタント・コーヒー（森永）、女性の平均寿命７０歳
越え、『性生活の知恵』、クレジットカード登場、『潮来笠』『誰よりも君を愛す』など流行
る、浅沼稲次郎刺殺、三井三池争議、トルコ風呂一斉手入れ

昭和３６年

正月日本海側豪雪、レジャー時代、『上を向いて歩こう』流行る、「夢で逢いましょう」
「シャボン玉ホリデー」、テレビ『七人の刑事』、『スーダラ節』流行る、柏鵬時代、交通戦
争、アンネナプキン、サランラップ、東京に「酔っ払う睡眠薬」問題化、ソ連人工衛星有人宇
宙飛行（ガガーリン）

昭和３７年

カラーテレビ１０万円切る、ニセ千円札と伊藤博文千円札発行、テレビ『てなもんや三度
笠』、コピー機（富士ゼロックス・レンタル）、東京都１千万人突破、世界最大マンモスタン
カー、ミュジカル映画『ウエストサイド物語』流行る、インスタントカメラ時代、太平洋一人
ぼっち（堀江謙一）、国産旅客機ＹＳ-１１、サユリスト（吉永小百合ファン）、リポビタン
登場、プロレス見て老人２人ショック死亡、クレージーキャッツ・無責任時代、座頭市登場

昭和３８年

テレビアニメ『鉄腕アトム』、マイカー時代（カーローン）、ＮＨＫ大河ドラマ（花の生
涯）、黒部第四ダム、テレビ宇宙中継（ケネディ大統領暗殺事件）、『こんにちは赤ちゃん』
流行る、演劇『マイ・フェア・レディ』、力道山刺殺、ボーリング流行る、ポップコーン、３
８豪雪、タッパーウエア登場、サインペン、バカンス・レジャーのブーム

昭和３９年

海外旅行解禁、東海道新幹線、東京オリンピック、高嶋忠夫・寿美花代夫妻の長男殺害、モー
ニングショー（木島則夫）、テレビ人形劇『ひょっこりひょうたん島』、ワッペンブーム、王
貞治シーズン最多本塁打、『東京五輪音頭』『あんこ椿は恋の花』流行る、ティッシュペー
パー、卓上計算機（５０万円）、『平凡パンチ』



●昭和４０年代

年 主な風俗・芸能・流行

昭和４０年

「三矢研究」問題化、光化学スモッグ、ベビーブーム世代がハイティーンに、かつらのアート
ネイチャー創業、ベ平連結成、山一證券危機、国鉄みどりの窓口開設、テレビアニメ『オバケ
のＱ太郎』、南海ホークスの野村選手三冠王、競走馬シンザン有馬記念に勝ち５冠馬。ミュー
ジル映画『サウンド・オブ・ミュージック』、ドリンク剤（オロナミン）発売、パンティ・ス
トッキング登場

昭和4１年

ＮＨＫ朝ドラ始まる（おはなはん）、テレビ『ウルトラマン』、ボストン・マラソン君原健二
優勝、漫画『巨人の星』、ビートルズ来日武道館公演、加山雄三『君といつまでも』、青江三
奈『恍惚のブルース』、テレビ『銭形平次』『奥様は魔女』、出生数１３６万人に激減（ひの
えうま）、ウオルト・ディズニー物故

昭和4２年

一億総中流意識時代、核家族、赤塚不二夫『天才バカボン』、ミュジカル『屋根の上のヴァイ
オリン弾き』、深夜放送『オールナイトニッポン』、ミニスカートのツイッギー来日、立ち食
いソバ屋現る、リカちゃん人形発売（タカラ）、山陽電鉄「塩屋駅」で車内爆弾事件（死者
２、重軽傷１３）、ＧＳ（グループサウンズ）ブーム、『ブルーシャトー』流行る

昭和4３年

円谷幸吉自殺、ピーコック革命、昭和元禄花盛り、超高層ビル時代（霞ヶ関ビル）完成、交通
反則キップがスタート、郵便番号制スタート、東京府中で３億円事件、有馬温泉「池乃坊満月
城」で火災（死者３０、重軽傷４８）、川端康成ノーベル文学賞受賞、漫画『ハレンチ学
園』、『帰って来たヨッパライ』流行る、ミニスカート流行る、パンタロンスーツ流行る、３
憶円事件、サイケデリック大流行、映画『卒業』、テレビ『肝っ玉かあさん』『男はつらい
よ』『ゲゲゲの鬼太郎』

昭和4４年

世代断絶の時代、東大安田講堂占拠事件、『ゴルゴ１３』連載開始、映画『男はつらいよ』シ
リーズ始まる、テレビ『巨泉・前武ゲバゲバ９０分』『コント５５号！裏番組をぶっとば
せ』、ドリフターズ『８時だョ！全員集合』、松戸市「すぐやる課」設置、野球界の黒い霧事
件、家庭用ビデオ発売（松下のＶＨＳとソニーのベータ）、住銀が自動支払機設置、東京で３
０ｃｍ積雪

昭和4５年

『あしたのジョー』追悼式、大阪万博、スクランブル信号機（渋谷駅前）、よど号ハイジャッ
ク事件、大阪天六でガス爆発（死者７９、住経書４２０、全半焼３０）、救急車のサイレンが
「ウーウー」か「ピーポーピーポー」へ、三島由紀夫市ヶ谷自衛隊事件、テレビ『細腕繁盛
記』、カラオケ演歌全盛、『四つのお願い』『今日でお別れ』など流行る、東京の消費者物価
指数が世界一

昭和4６年

『冠婚葬祭入門』ベストセラー、女性ファッション誌「ノンノ」「アンノン」、ＮＴＶ『ス
ター誕生』スタート（①森昌子、のち桜田淳子、⑤準優勝山口百恵）、マクドナルド日本第１
号店（銀座三越）、ドル・ショック、ＮＨＫ総合放送全番組カラー化、『私の城下町』流行
る、国鉄ディスカバー・ジャパン

昭和4７年

横井庄一元軍曹グアムから帰還、札幌オリンピックで７０ｍスキージャンプ金銀銅日本独占、
大鵬引退、葉山の御用邸本館全焼、初めての閏秒、ミュンヘン・オリンピック、日本列島改造
論、あさま山荘事件、小説・映画『恍惚の人』、大阪ミナミの千日前デパート火災（死者１１
８、重傷４８）、中国からパンダ（ランラン、カンカン） 戦後第２のベビーブーム２０５万人
誕生

昭和4８年

美空ひばりの弟かとう哲也問題、ボクシング世界チャンピオン大場政夫事故死、ドル切り下げ
で円の変動相場制で２６４円、石油危機とトイレットペーパー騒動、ハイセイコーで競馬ブー
ム、同棲ブーム、ゴキブリほいほい（アース製薬）、巨人軍Ｖ９、王選手三冠王、熊本市内大
洋デパート火災（死者１０１、重軽傷１１２）、花の中三トリオ（山口、森、桜田）、テレビ
『子連れ狼』

昭和4９年

狂乱物価、ブルース・リーの『燃えよドラゴン』、ストリーキング（銀座歩行者天国、在日ア
メリカ人高校生）、津川朝丘の長女真由子ちゃん（５ヶ月）誘拐事件、ユリ・ゲラーの超能
力、超能力とオカルドブーム、花の高一トリオと新御三家（野口五郎、西条秀樹、郷ひろ
み）、フィリピンのルパング島から小野田元少尉帰還、宝塚歌劇『ベルサイユのバラ』、長嶋
茂雄引退、共通１次試験はじまる、映画『エマヌエル夫人』『エクソシスト』、『ノストラダ
ムスの大予言』ベストセラー



●昭和5０・６０年代

年 主な風俗・芸能・流行

昭和5０年

「光は西へ」山陽新幹線全線開通、パリーグで指名打者制、ウィンブルドンで沢松和子・アン
清村女子ダブルス優勝、日本女性登山隊エベレスト初登頂、日本赤軍クアラルンプール事件で
「超法規的解決」で釈放（「人の命は地球より重い」）、日米国交史上初の天皇皇后訪問、
『昭和枯れすすき』流行る、使い捨てライター流行、紅茶キノコ

昭和5１年

ロッキード事件、ソ連戦闘機ミグ２５函館空港へ亡命、クロネコヤマトに宅急便、王貞治ベー
ブルースのホームラン記録破る、ジャンボ宝くじ（１等１０００万円）に群集殺到事故、ピン
クレディーがスーパースターに、白い妖精コマネチ１０点満点金メダル続発、『およげ！たい
やきくん』流行る

昭和5２年

カラオケブーム、芸能界マリファナ事件、コーラやチョコに青酸化合物混入事件、全米女子プ
ロゴルフで樋口久子優勝、阿部定事件の映画『愛のコリーダ』、映画『宇宙戦艦ヤマト』、
「ルーツ」探しが大流行、国民栄誉賞の創設（初は王貞治）、スーパーカー・ブーム、タウン
誌がブーム、『津軽海峡冬景色』など流行る

昭和5３年

植村直己北極点犬ぞり単独到達、『不確実性の時代』ベストセラー、イギリスで初の体外受精
児誕生、キャンディーズのサヨナラ・コンサート、テレビ『２４時間テレビ・愛は地球を救
う』、プロゴルフ・マッチプレー選手権に青木功優勝、法政大江川卓投手の契約問題、俳優田
宮二郎猟銃自殺、『ＵＦＯ』『サウスポー』流行る

昭和5４年

三菱銀行北畠支店に猟銃立て篭もり事件、江川の巨人軍入団騒動、ソニーのウォークマン発
売、武田鉄也の『３年Ｂ組金八先生』、テレビアニメ『銀河鉄道９９９』、ＴＶゲーム「ス
ペース・インベーダー」大流行、ヴォーゲル『ジャパン・アズ・ナンバーワン』、占いブーム
と「天中殺」、ＮＥＣパソコン発売でブームに

昭和5５年

漫画『Ｄｒ．スランプ』、無責任時代から五無主義へ、山口百恵と三浦友和婚約、黒澤監督
『影武者』カンヌ映画祭グランプリ、松田聖子デビュー、日本モスクワ五輪不参加決定、ルー
ビック・キューブ大流行、王貞治引退、元ビートルズのジョン・レノン射殺、たのきんトリオ
（田原、野村、近藤）、日本の自動車生産アメリカを抜き世界一に

昭和5６年

日本文化見直しジャパネスク、オンライン犯罪・通り磨殺人事件の多発、熟年の粗大ゴミ化、
ナンセンス時代の到来、国鉄ローカル線廃止相次ぐ、ピンクレディーのさよならコンサート、
「ウルフ」千代の富士横綱に、阪神江本投手「ベンチがアホやから・・・」発言で退団、『窓
ぎわのトットちゃん』ベストセラー、『ルビーの指輪』など流行る

昭和5７年

マレーシアの「ルック・イースト政策」、ホテル・ニュージャパン火事（死亡３３、重軽傷２
９）、日立製作所・三菱電機の社員ＩＢＭ産業スパイで逮捕、東北新幹線開通・上越新幹線開
業、三越の岡田社長解任（「なぜだー」）、日航機逆噴射で羽田沖墜落、「心身症」が話題
に、『悪魔の飽食』ベストセラー、女性のパンツルック流行る

昭和5８年

青函トンネル開通、東京ディズニーランド開園、「ミリバール」から「ヘクトパスカル」に、
ファミコンブーム（スーパーマリオブラザーズ）、ＮＨＫ朝ドラ『おしん』ドローム、俳優沖
雅也自殺、漫画『北斗の拳』、ＤＣブランド流行、ウラジミール・ホロヴッツの日本初ピアノ
リサイタル、写真週刊誌「フォーカス」大増刷

昭和5９年

植村直己マッキレーで消息絶つ、「トルコ風呂」から「ソープランド」に、怪人２１面相グリ
コ・森永脅迫事件。１万円・５千円・千円を新札に、イッキ呑みで急性アル中、日本人平均寿
命が男女世界一に（男74.2、女79.78）、ロサンゼルス・オリンピック、1997年香港返還
調印、テレビ『銭形平次』最終回

昭和６０年

国産初の人工衛星「さきがけ」、日本叩き（ジャパン・バッシング）、日本電信電話公社がＮ
ＴＴに、豊田商事の永野会長刺殺事件、日航ジャンボ機羽田発大阪行１２３便群馬県の御巣鷹
山に墜落（死者５２２）、プロ野球ドラフト会議でＰＬの清原・桑田指名、エイズ患者東京で
発見

昭和６１年

イギリスのチャールズ皇太子ダイアナ妃来日、超伝導ブーム、日航ジャンボ貨物機アラスカ上
空でＵＦＯに５０分間異常接近される、伊豆大島三原山噴火全島住民１万３千人島外に避難、
日本初の女性党首土井たか子、キンツマ（金曜日の妻たち）流行る、アイドル岡田有希子飛び
降り自殺、「おニャン子クラブ」ブーム、

昭和６２年

ＮＴＴ株上場５万円額面に対し１６０万円、国鉄がＪＲ各社に、日本専売公社も日本たばこ産
業に、オゾン層破壊のフロンガス問題、週休２日制が定着「花の金曜日」、ブラック・マン
デー、地価最高騰、総合保養地整備法（リゾート法）、巨人軍江川卓引退、朝シャンブーム、
国民的美少女ブーム（後藤久美子）、「ソース顔」と「しょうゆ顔」

昭和６３年

リクルート事件、ふるさと創生事業、ファミコンソフト「ドラゴンクエスト３」、小額貯蓄非
課税制度（通称マル優）廃止、コンピュータ・ウィルスがパソコン・ネットに初登場、瀬戸大
橋開通、高校生ヒーロー観調査で日本では父母に次いで「坂本龍馬」、育毛剤「１０１」熱
狂、昭和天皇危篤状態に



●平成元年～年代

年 主な風俗・芸能・流行

平成１年

昭和天皇崩御、元号「平成」に、消費税（３％）導入、幼女殺害の宮崎など「オタク」が問題
に、昭和天皇「大喪の礼」、伊藤みどりが世界フィギュア選手権で日本人初の金メダル、美空
ひばり５２歳で死去、消費税３％スタート、秋篠宮（礼宮）川嶋紀子様婚約発表、横浜の坂本
弁護士一家行方不明事件（オウム真理教の関与疑惑が報道）、ゲーム「テトリス」

平成２年

バブル経済の余光残存、「自然と人間の共生」がテーマの「国際花と緑の博覧会（花博）」開
幕、「ファジー理論」ブーム、秋篠宮ご成婚、民間衛星放送「日本衛星放送」誕生、ＴＢＳ記
者秋山豊寛ソユーズで日本人初の宇宙飛行、ちびまる子ちゃん大人気、富士通のカメラ「写ル
ンです」、『おどるポンポコリン』流行る

平成３年

イラン・イラク戦争、ＪＲ改札自動化「イオカード」、ディスコ「ジュリアナ東京」、雲仙普
賢岳で大火砕流（死者４０、行方不明３）、結婚しないかもしれない症候群話題に、ヘアヌー
ド解禁（篠山紀信・樋口可南子）、宮沢りえのヌード写真集ベストセラー、テレビ『東京ラブ
ストーリー』流行る、ダンスブーム、

平成４年

ワコールから「グッドアップブラ」発売、６１年ぶりの横綱不在、『サザエさん』の長谷川町
子死去、甲子園高校野球で松井が５打席全敬遠、アメリカでハロウィン仮装で訪問先を間違え
た日本人高校生射殺、きんさん・ぎんさん１００歳、学校週５日制、不景気でアウトドアレ
ジャーが人気、歌手尾崎豊突然死、カードに自己破産急増

平成５年

バリアフリー、ノルディックスキーの萩原健司日本人初個人総合優勝、プロサッカーＪリーグ
発足、皇太子徳仁親王と大和田雅子語成婚、映画の日活が倒産、映画『ジュラシック・パー
ク』、テレビはワイドショー時代、サッカーワールドカップ予選で「ドーハの悲劇」、北海道
奥尻島に津波（死者行方不明２３０）、ナタデココ・天然水ブーム

平成６年

適正価格から価格破壊へ、ネス湖のネッシーがトリック写真と判明、松本サリン事件（死亡
７）、異常気象で米が不作でタイ米輸入、日本人女性宇宙飛行士向井千秋宇宙へ、オリックス
のイチロー改名し２００本安打、伊達公子全豪オープンでベスト４、地ビール登場、クイック
ルワイパー（化王）発売

平成７年

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（死亡１２、重軽傷
５５００）、アメリカ大リーグで野茂投手がトルネード旋風、「がんばろう神戸」のオリック
スがパリーグ優勝、高速増殖炉もんじゅでナトリウム漏れ事故、官官接待など食料費問題、パ
ソコンＯＳ「ウィンドウズ９５」、デジカメ（カシオ）・ＰＨＳ（簡易型携帯電話）・スノー
ボードが人気

平成８年

将棋の羽生名人史上初の７冠、Ｏ-１５７大流行（カイワレ問題）、薬害エイズ問題、住専
（住宅金融専門会社）問題、携帯ゲーム「たまごっち」、世界３大テノール初来日、インター
ネットが急速普及、大リーグ野茂英雄ノーヒット・ノーラン達成、コスプレブーム、援助交際
問題、プリクラが登場、ストーカー問題化、渥美清死去

平成９年

消費税５％に、昨年暮れから占拠されていたペルーの日本大使公邸に突入開放、諫早湾閉め切
り問題、神戸須磨で「酒鬼薔薇聖斗」事件中学３年生を逮捕、ダイアナ妃がパリで交通事故
死、翌年のフランス・サッカーＷ杯に初出場を決める、ハイブリッド車「プリウス」が話題
に、映画『新世紀エヴァンゲリオン』『失楽園』『もののけ姫』、テレビアニメ『ポケットモ
ンスター』、俳優三船俊郎死去

平成１０年

長野冬季オリンピック大会、映画『タイタニック』人気に、関東甲信越地方で大雪（東京で１
６ｃｍ積雪）、和歌山でカレー砒素事件、北朝鮮が太平洋に日本越えでミサイル発射、発泡酒
が人気、化粧品など女性に「美白」ブーム、淀川長治さん死去、「老人力」が話題に、ルーズ
ソックス流行る、ＩＭＡＣ（アップルコンピュータ）流行る

平成１１年

電子ペットブーム、ヤマンバ流行、地域振興券、自己破産急増、北朝鮮工作船領海侵犯、高校
野球で沖縄尚学が沖縄県勢として初優勝、石原慎太郎東京都知事に当選、卓球の全日本選手権
に福原愛出場・小学生初戦突破、宇多田ヒカルがデビュー、ⅰ-mode、『だんご３兄弟』流行
る、カリスマ美容師人気に

平成１２年

コンピュータ２０００年問題、ヤフー株暴騰、太田房江女性初の知事（大阪）、ＩＴ革命、少
年バスジャック事件、小渕恵三首相の脳梗塞入院で森嘉朗就任、良子皇太后（９７歳）ご逝
去、百貨店そごうグループ倒産、シドニー・オリンピックで女子マラソン高橋尚子優勝、小説
『ハリー・ポッター』ベストセラー、「ユニクロ」流行る、キムタク人気

平成１３年

小泉純一郎首相と聖域なき改革、ユニバーサルスタジオ（ＵＳＪ）・東京ディズニーシー
（TDS）がオープン、皇太子妃雅子さま長女愛子を出産、Ｊリーグサッカーくじ「toto」、映
画『千と千尋の神隠し』、ドメスティック・バイオレンス（DV）問題化、ブロード・バン
ド、日本初の狂牛病



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

戦後の主な風俗・芸能・流行

 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt26fgr.pdf

世相を映す戦後の主な流行語

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

戦後の主な大事故・大災害・大事件

 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt27jik.pdf
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