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                                     ２０１１年４月２０１１年４月２０１１年４月２０１１年４月    

                                                                                                                teabreakteabreakteabreakteabreak（定武禮久）編（定武禮久）編（定武禮久）編（定武禮久）編    



        事件事件事件事件                        ゴロ暗記文ゴロ暗記文ゴロ暗記文ゴロ暗記文    

奴国から金印奴国から金印奴国から金印奴国から金印    

卑弥呼魏に使節卑弥呼魏に使節卑弥呼魏に使節卑弥呼魏に使節    

卑弥呼死す卑弥呼死す卑弥呼死す卑弥呼死す    

好太王碑文（朝鮮）好太王碑文（朝鮮）好太王碑文（朝鮮）好太王碑文（朝鮮）    

倭王倭王倭王倭王武が使節派遣武が使節派遣武が使節派遣武が使節派遣    

磐井の乱磐井の乱磐井の乱磐井の乱    

仏教伝来仏教伝来仏教伝来仏教伝来    

加羅滅亡加羅滅亡加羅滅亡加羅滅亡（朝鮮）（朝鮮）（朝鮮）（朝鮮）    

隋の統一隋の統一隋の統一隋の統一    

聖徳聖徳聖徳聖徳太子摂政に太子摂政に太子摂政に太子摂政に    

十七条の憲法十七条の憲法十七条の憲法十七条の憲法    

57575757年年年年        GoGoGoGo！奴！奴！奴！奴国から金印が国から金印が国から金印が国から金印が    

239239239239年年年年    文苦文苦文苦文苦しんだ卑弥呼さしんだ卑弥呼さしんだ卑弥呼さしんだ卑弥呼さんんんん    

247247247247年年年年    不審な不審な不審な不審な死に方卑弥呼さん死に方卑弥呼さん死に方卑弥呼さん死に方卑弥呼さん        

391391391391年年年年    柵一つ柵一つ柵一つ柵一つありありありあり    好太碑好太碑好太碑好太碑    

478478478478年年年年        世の中は世の中は世の中は世の中は複雑複雑複雑複雑    倭の五王倭の五王倭の五王倭の五王    

527527527527年年年年    いつ泣いつ泣いつ泣いつ泣きやむかきやむかきやむかきやむか    磐井の乱磐井の乱磐井の乱磐井の乱    

538538538538年年年年    仏教伝来仏教伝来仏教伝来仏教伝来    ご参拝ご参拝ご参拝ご参拝    

562562562562年年年年        語録に語録に語録に語録に加羅の滅亡と加羅の滅亡と加羅の滅亡と加羅の滅亡と    

589589589589年年年年        恐く恐く恐く恐くはないよ隋の統一はないよ隋の統一はないよ隋の統一はないよ隋の統一    

593593593593年年年年    国際国際国際国際社会に聖徳太子社会に聖徳太子社会に聖徳太子社会に聖徳太子    

604604604604年年年年    群れし群れし群れし群れしたがえよたがえよたがえよたがえよ    十七条十七条十七条十七条    



法隆寺建立法隆寺建立法隆寺建立法隆寺建立    

遣隋使派遣遣隋使派遣遣隋使派遣遣隋使派遣    

冠位十二階冠位十二階冠位十二階冠位十二階    

唐の統一唐の統一唐の統一唐の統一    

遣唐使派遣遣唐使派遣遣唐使派遣遣唐使派遣    

大化の改新大化の改新大化の改新大化の改新    

百済滅亡（朝百済滅亡（朝百済滅亡（朝百済滅亡（朝鮮）鮮）鮮）鮮）    

白村江の戦い白村江の戦い白村江の戦い白村江の戦い    

高句麗滅亡（朝鮮）高句麗滅亡（朝鮮）高句麗滅亡（朝鮮）高句麗滅亡（朝鮮）    

庚午年籍庚午年籍庚午年籍庚午年籍    

壬申の乱壬申の乱壬申の乱壬申の乱    

新羅統一（朝鮮）新羅統一（朝鮮）新羅統一（朝鮮）新羅統一（朝鮮）    

607607607607年年年年        群れをな群れをな群れをな群れをなすなり法隆寺すなり法隆寺すなり法隆寺すなり法隆寺    

607607607607年年年年    蠟を失蠟を失蠟を失蠟を失くした遣隋使くした遣隋使くした遣隋使くした遣隋使    

603603603603年年年年        群れ授群れ授群れ授群れ授かるよ十二階かるよ十二階かるよ十二階かるよ十二階    

618618618618年年年年        無為は無為は無為は無為はなくてね唐が統一なくてね唐が統一なくてね唐が統一なくてね唐が統一    

630630630630年年年年        召され召され召され召されて派遣て派遣て派遣て派遣    遣唐使遣唐使遣唐使遣唐使    

645645645645年年年年    虫五虫五虫五虫五匹飛ぶ匹飛ぶ匹飛ぶ匹飛ぶ    大化の改新大化の改新大化の改新大化の改新    

660660660660年年年年     ムム終ムム終ムム終ムム終わりわりわりわり告げ百済国告げ百済国告げ百済国告げ百済国    

663663663663年年年年    ムム散ムム散ムム散ムム散々な白村江々な白村江々な白村江々な白村江    

668668668668年年年年        碌無は碌無は碌無は碌無はいやだが高句麗滅ぶいやだが高句麗滅ぶいやだが高句麗滅ぶいやだが高句麗滅ぶ    

670670670670年年年年        棟を棟を棟を棟を数えて庚午年籍数えて庚午年籍数えて庚午年籍数えて庚午年籍    

672672672672年年年年    胸に胸に胸に胸に来るよね壬申の乱来るよね壬申の乱来るよね壬申の乱来るよね壬申の乱    

676676676676年年年年        無念夢無念夢無念夢無念夢想で新羅統一想で新羅統一想で新羅統一想で新羅統一    



八色の姓制定八色の姓制定八色の姓制定八色の姓制定    

飛鳥浄御原令飛鳥浄御原令飛鳥浄御原令飛鳥浄御原令    

藤原京遷都藤原京遷都藤原京遷都藤原京遷都    

大宝律令制定大宝律令制定大宝律令制定大宝律令制定    

和同開珎鋳造和同開珎鋳造和同開珎鋳造和同開珎鋳造    

平城京遷都平城京遷都平城京遷都平城京遷都    

古事記編纂古事記編纂古事記編纂古事記編纂    

風土記作成命令風土記作成命令風土記作成命令風土記作成命令    

養老律令制定養老律令制定養老律令制定養老律令制定    

日本書記編纂日本書記編纂日本書記編纂日本書記編纂    

三世一身の法三世一身の法三世一身の法三世一身の法    

長屋王の変長屋王の変長屋王の変長屋王の変    

684684684684年年年年        老婆心老婆心老婆心老婆心    天武が八色姓作り天武が八色姓作り天武が八色姓作り天武が八色姓作り    

689689689689年年年年        老婆暮老婆暮老婆暮老婆暮れずむ浄御原れずむ浄御原れずむ浄御原れずむ浄御原    

694694694694年年年年    労苦心労苦心労苦心労苦心して藤原京して藤原京して藤原京して藤原京    

701701701701年年年年    成れ一成れ一成れ一成れ一番に大宝律令番に大宝律令番に大宝律令番に大宝律令    

708708708708年年年年    名を馳名を馳名を馳名を馳せている和同開珎せている和同開珎せている和同開珎せている和同開珎    

710710710710年年年年    奈良と奈良と奈良と奈良とは平城京にあるは平城京にあるは平城京にあるは平城京にある    

712712712712年年年年     無い文無い文無い文無い文口述古事記でき口述古事記でき口述古事記でき口述古事記でき    

713713713713年年年年        なーいざなーいざなーいざなーいざ作ろう風土記を作ろう風土記を作ろう風土記を作ろう風土記を    

718718718718年年年年    なー威張なー威張なー威張なー威張るなよ養老律るなよ養老律るなよ養老律るなよ養老律    

720720720720年年年年    何は何は何は何はなくとも日本書記なくとも日本書記なくとも日本書記なくとも日本書記    

723723723723年年年年    何さ何さ何さ何さ三世一三世一三世一三世一身て？身て？身て？身て？    

729729729729年年年年        何？兄何？兄何？兄何？兄弟で長屋暗殺？弟で長屋暗殺？弟で長屋暗殺？弟で長屋暗殺？    



藤原四兄弟死去藤原四兄弟死去藤原四兄弟死去藤原四兄弟死去    

国分寺建立国分寺建立国分寺建立国分寺建立    

墾田永年私財法墾田永年私財法墾田永年私財法墾田永年私財法    

大仏開眼大仏開眼大仏開眼大仏開眼    

鑑真和上鑑真和上鑑真和上鑑真和上来日来日来日来日    

万葉集できる万葉集できる万葉集できる万葉集できる    

長岡京遷都長岡京遷都長岡京遷都長岡京遷都    

健児制施行健児制施行健児制施行健児制施行    

平安京遷都平安京遷都平安京遷都平安京遷都    

坂上田村麻呂蝦夷征伐坂上田村麻呂蝦夷征伐坂上田村麻呂蝦夷征伐坂上田村麻呂蝦夷征伐    

空海、最澄遣唐使に空海、最澄遣唐使に空海、最澄遣唐使に空海、最澄遣唐使に    

藤原薬子の変藤原薬子の変藤原薬子の変藤原薬子の変    

737737737737年年年年    並々並々並々並々没す没す没す没す    藤原四子藤原四子藤原四子藤原四子    

741741741741年年年年        なあ良いなあ良いなあ良いなあ良い寺を国分寺寺を国分寺寺を国分寺寺を国分寺    

743743743743年年年年    長し道長し道長し道長し道のり私財法のり私財法のり私財法のり私財法    

752752752752年年年年    おおおおなごになごになごになごに似てる大仏様似てる大仏様似てる大仏様似てる大仏様    

754754754754年年年年 ないゴないゴないゴないゴシップは鑑真和上シップは鑑真和上シップは鑑真和上シップは鑑真和上    

759759759759年年年年    なぁ御苦なぁ御苦なぁ御苦なぁ御苦労さん万葉集労さん万葉集労さん万葉集労さん万葉集    

784784784784年年年年        名は良名は良名は良名は良いけれど長岡京いけれど長岡京いけれど長岡京いけれど長岡京    

792792792792年年年年        泣くに泣くに泣くに泣くに泣けない泣けない泣けない泣けない健児健児健児健児
こ ん で い

制制制制    

794794794794年年年年    鳴くよ鳴くよ鳴くよ鳴くようぐいす平安京うぐいす平安京うぐいす平安京うぐいす平安京    

797797797797年年年年    泣く泣泣く泣泣く泣泣く泣く出向いた田村麻呂く出向いた田村麻呂く出向いた田村麻呂く出向いた田村麻呂    

804804804804年年年年    晴れよ晴れよ晴れよ晴れよ空海空海空海空海    遣唐使遣唐使遣唐使遣唐使    

810810810810年年年年    鳩鳩鳩鳩が飛んだよ薬子の変が飛んだよ薬子の変が飛んだよ薬子の変が飛んだよ薬子の変    



承和の変承和の変承和の変承和の変    

遣唐使廃止遣唐使廃止遣唐使廃止遣唐使廃止    

藤原基経関白に藤原基経関白に藤原基経関白に藤原基経関白に    

阿衡の紛議阿衡の紛議阿衡の紛議阿衡の紛議    

菅原道真大宰府流刑菅原道真大宰府流刑菅原道真大宰府流刑菅原道真大宰府流刑    

古今集完成古今集完成古今集完成古今集完成    

唐滅亡唐滅亡唐滅亡唐滅亡    

延喜式制延喜式制延喜式制延喜式制定定定定    

平将門の乱平将門の乱平将門の乱平将門の乱    

高麗の統一（朝鮮）高麗の統一（朝鮮）高麗の統一（朝鮮）高麗の統一（朝鮮）    

藤原純友の乱藤原純友の乱藤原純友の乱藤原純友の乱    

宋（北宋）建国宋（北宋）建国宋（北宋）建国宋（北宋）建国    

842842842842年年年年    早よ逃早よ逃早よ逃早よ逃げなさい承和の変げなさい承和の変げなさい承和の変げなさい承和の変    

894894894894年年年年    白紙白紙白紙白紙に戻った遣唐使に戻った遣唐使に戻った遣唐使に戻った遣唐使    

887887887887年年年年        半端な半端な半端な半端な基経関白に基経関白に基経関白に基経関白に    

888888888888年年年年        母は母は母は母は泣きます阿衡の紛議泣きます阿衡の紛議泣きます阿衡の紛議泣きます阿衡の紛議    

901901901901年年年年        暮れい暮れい暮れい暮れいく大宰府く大宰府く大宰府く大宰府    道真が道真が道真が道真が    

905905905905年年年年        繰れ言繰れ言繰れ言繰れ言の葉を古今集の葉を古今集の葉を古今集の葉を古今集    

907907907907年年年年        紅紅紅紅燃えて唐滅ぶ燃えて唐滅ぶ燃えて唐滅ぶ燃えて唐滅ぶ    

927927927927年年年年    国成国成国成国成す元だよ延喜式す元だよ延喜式す元だよ延喜式す元だよ延喜式    

935935935935年年年年    草でご草でご草でご草でごしごし将門がしごし将門がしごし将門がしごし将門が    

936936936936年年年年        草蒸草蒸草蒸草蒸す高麗す高麗す高麗す高麗    半島統一半島統一半島統一半島統一    

939939939939年年年年        くさくくさくくさくくさくさ純友反乱すさ純友反乱すさ純友反乱すさ純友反乱す    

960960960960年年年年        苦労ゼロ苦労ゼロ苦労ゼロ苦労ゼロで宋建国で宋建国で宋建国で宋建国    



源氏物語完成源氏物語完成源氏物語完成源氏物語完成    

藤原道長摂政に藤原道長摂政に藤原道長摂政に藤原道長摂政に    

刀伊の入寇刀伊の入寇刀伊の入寇刀伊の入寇    

前九年の役前九年の役前九年の役前九年の役    

延久の荘園整理令延久の荘園整理令延久の荘園整理令延久の荘園整理令    

後三年の役後三年の役後三年の役後三年の役    

白河院の院政白河院の院政白河院の院政白河院の院政    

中尊寺金色堂中尊寺金色堂中尊寺金色堂中尊寺金色堂完成完成完成完成    

保元の乱保元の乱保元の乱保元の乱    

平治の乱平治の乱平治の乱平治の乱    

平清盛太政大臣に平清盛太政大臣に平清盛太政大臣に平清盛太政大臣に    

法然浄土宗開く法然浄土宗開く法然浄土宗開く法然浄土宗開く    

1008100810081008年年年年        千年華やぐ千年華やぐ千年華やぐ千年華やぐ紫式部紫式部紫式部紫式部    

1016101610161016年年年年        遠い昔遠い昔遠い昔遠い昔だ道長はだ道長はだ道長はだ道長は    

1019101910191019年年年年        刀伊苦刀伊苦刀伊苦刀伊苦労して撃退す労して撃退す労して撃退す労して撃退す    

1051105110511051年年年年        統合い統合い統合い統合いざいざ前九年ざいざ前九年ざいざ前九年ざいざ前九年    

1069106910691069年年年年    登録登録登録登録してある庄園整理してある庄園整理してある庄園整理してある庄園整理    

1083108310831083年年年年        人をはさ人をはさ人をはさ人をはさんで後三年んで後三年んで後三年んで後三年    

1086108610861086年年年年    入れ歯六入れ歯六入れ歯六入れ歯六個の白河院個の白河院個の白河院個の白河院    

1124112411241124年年年年        人いにし人いにし人いにし人いにしえに金色堂えに金色堂えに金色堂えに金色堂    

1156115611561156年年年年    人々殺人々殺人々殺人々殺され保元の乱され保元の乱され保元の乱され保元の乱    

1159115911591159年年年年    人々業苦人々業苦人々業苦人々業苦平治の乱平治の乱平治の乱平治の乱    

1167116711671167年年年年    統一胸統一胸統一胸統一胸に大臣清盛に大臣清盛に大臣清盛に大臣清盛    

1175117511751175年年年年    いいな後いいな後いいな後いいな後光が法然に光が法然に光が法然に光が法然に    



壇の浦の戦い（平家壇の浦の戦い（平家壇の浦の戦い（平家壇の浦の戦い（平家滅亡滅亡滅亡滅亡））））    

鎌倉幕府成立鎌倉幕府成立鎌倉幕府成立鎌倉幕府成立    

北条時政執権に北条時政執権に北条時政執権に北条時政執権に    

新古今集完成新古今集完成新古今集完成新古今集完成    

日蓮宗開く日蓮宗開く日蓮宗開く日蓮宗開く    

承久の乱承久の乱承久の乱承久の乱    

御成敗式目御成敗式目御成敗式目御成敗式目    

文永の役文永の役文永の役文永の役    

南宋滅亡南宋滅亡南宋滅亡南宋滅亡    

弘安の役弘安の役弘安の役弘安の役    

永仁永仁永仁永仁のののの徳政令徳政令徳政令徳政令    

鎌倉幕府滅亡鎌倉幕府滅亡鎌倉幕府滅亡鎌倉幕府滅亡    

1185118511851185年年年年    いいわごいいわごいいわごいいわご覧よ壇の浦覧よ壇の浦覧よ壇の浦覧よ壇の浦    

1192119211921192年年年年    いい国いい国いい国いい国つくるよ鎌倉幕府つくるよ鎌倉幕府つくるよ鎌倉幕府つくるよ鎌倉幕府    

1203120312031203年年年年    ホントに治ホントに治ホントに治ホントに治める執権時政める執権時政める執権時政める執権時政    

1205120512051205年年年年        千人和合千人和合千人和合千人和合だ新古今だ新古今だ新古今だ新古今    

1253125312531253年年年年    人に誤算人に誤算人に誤算人に誤算日蓮宗で往生す日蓮宗で往生す日蓮宗で往生す日蓮宗で往生す    

1221122112211221年年年年    人に不意人に不意人に不意人に不意打ち承久の乱打ち承久の乱打ち承久の乱打ち承久の乱    

1232123212321232年年年年    人人人人に貢に貢に貢に貢ぐと御成敗ぐと御成敗ぐと御成敗ぐと御成敗    

1274127412741274年年年年    一気に為し一気に為し一気に為し一気に為し来る文永元寇来る文永元寇来る文永元寇来る文永元寇    

1279127912791279年年年年        人に泣く人に泣く人に泣く人に泣く泣く南宋滅ぶ泣く南宋滅ぶ泣く南宋滅ぶ泣く南宋滅ぶ    

1281128112811281年年年年    一二一二一二一二度も度も度も度も入っ入っ入っ入ってくるとは弘安の役てくるとは弘安の役てくるとは弘安の役てくるとは弘安の役    

1297129712971297年年年年    皮肉な皮肉な皮肉な皮肉な永仁徳政令永仁徳政令永仁徳政令永仁徳政令    

1333133313331333年年年年    意味様々意味様々意味様々意味様々    鎌倉幕府滅亡す鎌倉幕府滅亡す鎌倉幕府滅亡す鎌倉幕府滅亡す    



建武の新政建武の新政建武の新政建武の新政    

南朝成立（南北朝時代）南朝成立（南北朝時代）南朝成立（南北朝時代）南朝成立（南北朝時代）    

室町幕府成立室町幕府成立室町幕府成立室町幕府成立    

南北朝統一南北朝統一南北朝統一南北朝統一    

勘合貿易開始勘合貿易開始勘合貿易開始勘合貿易開始    

正長の土一揆正長の土一揆正長の土一揆正長の土一揆    

応仁の乱応仁の乱応仁の乱応仁の乱    

加賀の一向一揆加賀の一向一揆加賀の一向一揆加賀の一向一揆    

天文法華の乱天文法華の乱天文法華の乱天文法華の乱    

鉄砲伝来鉄砲伝来鉄砲伝来鉄砲伝来    

キリスト教伝来キリスト教伝来キリスト教伝来キリスト教伝来    

桶狭間の戦い桶狭間の戦い桶狭間の戦い桶狭間の戦い    

1334133413341334年年年年    いざ刷新いざ刷新いざ刷新いざ刷新す建武の新政す建武の新政す建武の新政す建武の新政    

1336133613361336年年年年    人さ寒々人さ寒々人さ寒々人さ寒々    後醍醐天皇後醍醐天皇後醍醐天皇後醍醐天皇    吉野山吉野山吉野山吉野山    

1338133813381338年年年年    いーさ騒いーさ騒いーさ騒いーさ騒ぐな室町幕府ぐな室町幕府ぐな室町幕府ぐな室町幕府    

1392139213921392年年年年    いざ国いざ国いざ国いざ国統一南北朝統一南北朝統一南北朝統一南北朝    

1404140414041404年年年年    ひとしおシひとしおシひとしおシひとしおシビアだ勘合はビアだ勘合はビアだ勘合はビアだ勘合は    

1428142814281428年年年年    石に葉石に葉石に葉石に葉つける土一揆つける土一揆つける土一揆つける土一揆    

1467146714671467年年年年    人世空人世空人世空人世空しい応仁の乱しい応仁の乱しい応仁の乱しい応仁の乱    

1488148814881488年年年年    一夜バチバチ一夜バチバチ一夜バチバチ一夜バチバチ一向一揆一向一揆一向一揆一向一揆    

1536153615361536年年年年        以後さむ以後さむ以後さむ以後さむざむし日蓮宗ざむし日蓮宗ざむし日蓮宗ざむし日蓮宗    

1111543543543543年年年年    以後四散以後四散以後四散以後四散する鉄砲がする鉄砲がする鉄砲がする鉄砲が    

1549154915491549年年年年    戦後良く戦後良く戦後良く戦後良くしよキリスト教しよキリスト教しよキリスト教しよキリスト教    

1560156015601560年年年年    イチコロゼロイチコロゼロイチコロゼロイチコロゼロに桶狭間に桶狭間に桶狭間に桶狭間    



川中島の戦い川中島の戦い川中島の戦い川中島の戦い    

延暦寺焼き討ち延暦寺焼き討ち延暦寺焼き討ち延暦寺焼き討ち    

室町幕府滅亡室町幕府滅亡室町幕府滅亡室町幕府滅亡    

長篠の戦い長篠の戦い長篠の戦い長篠の戦い    

本能寺の変本能寺の変本能寺の変本能寺の変    

豊臣秀吉関白に豊臣秀吉関白に豊臣秀吉関白に豊臣秀吉関白に    

刀狩令、海賊禁止令刀狩令、海賊禁止令刀狩令、海賊禁止令刀狩令、海賊禁止令    

秀吉天下統一秀吉天下統一秀吉天下統一秀吉天下統一    

朝鮮出兵（文禄の役）朝鮮出兵（文禄の役）朝鮮出兵（文禄の役）朝鮮出兵（文禄の役）    

朝鮮出兵（慶長の役）朝鮮出兵（慶長の役）朝鮮出兵（慶長の役）朝鮮出兵（慶長の役）    

関ヶ原の戦い関ヶ原の戦い関ヶ原の戦い関ヶ原の戦い    

家康が江戸幕府開府家康が江戸幕府開府家康が江戸幕府開府家康が江戸幕府開府    

1561156115611561年年年年    一頃い一頃い一頃い一頃いっぱい川中島っぱい川中島っぱい川中島っぱい川中島        

1571157115711571年年年年        以後ない以後ない以後ない以後ない延暦焼き討ちで延暦焼き討ちで延暦焼き討ちで延暦焼き討ちで    

1573157315731573年年年年    以後涙以後涙以後涙以後涙する室町はする室町はする室町はする室町は    

1575157515751575年年年年        人が粉人が粉人が粉人が粉々長篠で々長篠で々長篠で々長篠で    

1582158215821582年年年年    戦後はつ戦後はつ戦後はつ戦後はつらいよ本能寺らいよ本能寺らいよ本能寺らいよ本能寺    

1585158515851585年年年年    以後はご以後はご以後はご以後はご主人主人主人主人    関白秀吉関白秀吉関白秀吉関白秀吉    

1588158815881588年年年年    一個も刃は一個も刃は一個も刃は一個も刃はなく刀狩りなく刀狩りなく刀狩りなく刀狩り    

1590159015901590年年年年    戦国ゼロにし天下統一戦国ゼロにし天下統一戦国ゼロにし天下統一戦国ゼロにし天下統一    

1592159215921592年年年年    異国に異国に異国に異国に行くぞと文禄の役行くぞと文禄の役行くぞと文禄の役行くぞと文禄の役    

1597159715971597年年年年        異国な異国な異国な異国なんだと慶長の役んだと慶長の役んだと慶長の役んだと慶長の役        

1600160016001600年年年年    人群れ雄々人群れ雄々人群れ雄々人群れ雄々しく関ヶ原しく関ヶ原しく関ヶ原しく関ヶ原    

1603160316031603年年年年    慰労さ慰労さ慰労さ慰労させてよ江戸幕府せてよ江戸幕府せてよ江戸幕府せてよ江戸幕府    



大阪夏の陣（豊臣滅亡）大阪夏の陣（豊臣滅亡）大阪夏の陣（豊臣滅亡）大阪夏の陣（豊臣滅亡）    

参勤交代制度化参勤交代制度化参勤交代制度化参勤交代制度化    

島原の乱島原の乱島原の乱島原の乱    

鎖国完成鎖国完成鎖国完成鎖国完成    

慶安の御触書慶安の御触書慶安の御触書慶安の御触書    

慶安の役慶安の役慶安の役慶安の役    

元禄文化隆盛元禄文化隆盛元禄文化隆盛元禄文化隆盛    

生類憐みの令生類憐みの令生類憐みの令生類憐みの令    

赤穂義士討ち入り赤穂義士討ち入り赤穂義士討ち入り赤穂義士討ち入り    

新井白石・新井白石・新井白石・新井白石・正徳の治正徳の治正徳の治正徳の治    

享保の改革享保の改革享保の改革享保の改革    

大岡越前守江戸町奉行大岡越前守江戸町奉行大岡越前守江戸町奉行大岡越前守江戸町奉行    

1615161516151615年年年年        遺漏以後遺漏以後遺漏以後遺漏以後なし夏の陣なし夏の陣なし夏の陣なし夏の陣    

1635163516351635年年年年        一路身御一路身御一路身御一路身御供参勤交代供参勤交代供参勤交代供参勤交代    

1637163716371637年年年年        異論皆異論皆異論皆異論皆ある島原の乱ある島原の乱ある島原の乱ある島原の乱    

1639163916391639年年年年    広さ窮広さ窮広さ窮広さ窮屈鎖国して屈鎖国して屈鎖国して屈鎖国して    

1649164916491649年年年年    人無視苦人無視苦人無視苦人無視苦し慶安触書し慶安触書し慶安触書し慶安触書    

1651165116511651年年年年    人むごい人むごい人むごい人むごいよと慶安の役よと慶安の役よと慶安の役よと慶安の役    

1680168016801680年年年年    一路晴れ一路晴れ一路晴れ一路晴れたる元禄文化たる元禄文化たる元禄文化たる元禄文化    

1685168516851685年年年年        犬はご犬はご犬はご犬はご主人憐れみ令主人憐れみ令主人憐れみ令主人憐れみ令    

1702170217021702年年年年    いーなお兄いーなお兄いーなお兄いーなお兄さん赤穂義士さん赤穂義士さん赤穂義士さん赤穂義士    

1709170917091709年年年年    いいな多くいいな多くいいな多くいいな多くの白石はの白石はの白石はの白石は    

1716171617161716年年年年    非難忌む非難忌む非難忌む非難忌むべし享保の改革べし享保の改革べし享保の改革べし享保の改革    

1717171717171717年年年年    否否否否否否否否！悪政大岡越前！悪政大岡越前！悪政大岡越前！悪政大岡越前    



享保の大飢饉享保の大飢饉享保の大飢饉享保の大飢饉    

田沼意次老中に田沼意次老中に田沼意次老中に田沼意次老中に    

天明の大飢饉天明の大飢饉天明の大飢饉天明の大飢饉    

寛政の改革寛政の改革寛政の改革寛政の改革    

伊能忠敬日本地図伊能忠敬日本地図伊能忠敬日本地図伊能忠敬日本地図完成完成完成完成    

大塩平八郎の乱大塩平八郎の乱大塩平八郎の乱大塩平八郎の乱    

天保の改革天保の改革天保の改革天保の改革    

ぺリーの黒船来航ぺリーの黒船来航ぺリーの黒船来航ぺリーの黒船来航    

日米和親条約日米和親条約日米和親条約日米和親条約    

日米修好通商条約日米修好通商条約日米修好通商条約日米修好通商条約    

安政の大獄安政の大獄安政の大獄安政の大獄    

桜田門外の変桜田門外の変桜田門外の変桜田門外の変    

1732173217321732年年年年        人並みに人並みに人並みに人並みに食べたい享保の大飢饉食べたい享保の大飢饉食べたい享保の大飢饉食べたい享保の大飢饉    

1772177217721772年年年年    非難何非難何非難何非難何かな？田沼意次かな？田沼意次かな？田沼意次かな？田沼意次    

1782178217821782年年年年    雛は肉雛は肉雛は肉雛は肉にと天明飢饉にと天明飢饉にと天明飢饉にと天明飢饉                    

1787178717871787年年年年    否華否華否華否華やぎは寛政改革やぎは寛政改革やぎは寛政改革やぎは寛政改革    

1821182118211821年年年年    いやに秀いやに秀いやに秀いやに秀でた日本地図でた日本地図でた日本地図でた日本地図    

1837183718371837年年年年    人破産な人破産な人破産な人破産なくと平八郎くと平八郎くと平八郎くと平八郎    

1841184118411841年年年年    人は強い人は強い人は強い人は強いられ天保の改革られ天保の改革られ天保の改革られ天保の改革    

1853185318531853年年年年    人は降参人は降参人は降参人は降参黒船に黒船に黒船に黒船に    

1854185418541854年年年年    一晩で公使一晩で公使一晩で公使一晩で公使に和親条約に和親条約に和親条約に和親条約    

1858185818581858年年年年    人は怖人は怖人は怖人は怖がる通商条約がる通商条約がる通商条約がる通商条約    

1858185818581858年年年年    人はご破人はご破人はご破人はご破算安政大獄算安政大獄算安政大獄算安政大獄    

1860186018601860年年年年    人は老齢人は老齢人は老齢人は老齢桜田門桜田門桜田門桜田門    



和宮降嫁（公武合体）和宮降嫁（公武合体）和宮降嫁（公武合体）和宮降嫁（公武合体）    

薩英戦争薩英戦争薩英戦争薩英戦争    

下関戦争下関戦争下関戦争下関戦争    

大政奉還大政奉還大政奉還大政奉還    

明治維新明治維新明治維新明治維新    

廃藩置県廃藩置県廃藩置県廃藩置県    

学制公布、鉄道開設学制公布、鉄道開設学制公布、鉄道開設学制公布、鉄道開設    

地租改正地租改正地租改正地租改正    

自由民権運動自由民権運動自由民権運動自由民権運動    

樺太・千島交換条約樺太・千島交換条約樺太・千島交換条約樺太・千島交換条約    

西南の役西南の役西南の役西南の役    

大日本国憲法公布大日本国憲法公布大日本国憲法公布大日本国憲法公布    

1861186118611861年年年年        イヤを無理強いイヤを無理強いイヤを無理強いイヤを無理強い和宮和宮和宮和宮    

1863186318631863年年年年        戦敗無戦敗無戦敗無戦敗無残な薩英戦残な薩英戦残な薩英戦残な薩英戦    

1864186418641864年年年年        戦敗無視せず下戦敗無視せず下戦敗無視せず下戦敗無視せず下関関関関    

1867186718671867年年年年    一晩無理な一晩無理な一晩無理な一晩無理なく大政奉還く大政奉還く大政奉還く大政奉還    

1868186818681868年年年年    祝え老婆祝え老婆祝え老婆祝え老婆も明治維新も明治維新も明治維新も明治維新    

1871187118711871年年年年    言わない言わない言わない言わないけれど廃藩置県けれど廃藩置県けれど廃藩置県けれど廃藩置県    

1872187218721872年年年年        人人人人は何は何は何は何より教育・鉄道より教育・鉄道より教育・鉄道より教育・鉄道    

1873187318731873年年年年    一夜でなさ一夜でなさ一夜でなさ一夜でなさん地租改正ん地租改正ん地租改正ん地租改正    

1874187418741874年年年年    いやな世いやな世いやな世いやな世直し民権運動直し民権運動直し民権運動直し民権運動    

1875187518751875年年年年    人はなご人はなご人はなご人はなごむよ千島樺太むよ千島樺太むよ千島樺太むよ千島樺太        

1877187718771877年年年年    一花な一花な一花な一花なくては西南戦争くては西南戦争くては西南戦争くては西南戦争    

1889188918891889年年年年    いいわ拍いいわ拍いいわ拍いいわ拍手だ憲法発布手だ憲法発布手だ憲法発布手だ憲法発布    



大津事件大津事件大津事件大津事件    

日清戦争日清戦争日清戦争日清戦争    

治外法権撤廃治外法権撤廃治外法権撤廃治外法権撤廃    

初の政党内閣初の政党内閣初の政党内閣初の政党内閣    

官営八幡製鉄所建設官営八幡製鉄所建設官営八幡製鉄所建設官営八幡製鉄所建設    

日英同盟締結日英同盟締結日英同盟締結日英同盟締結    

日露戦争日露戦争日露戦争日露戦争    

ポーツマス講和条約ポーツマス講和条約ポーツマス講和条約ポーツマス講和条約    

日韓併合日韓併合日韓併合日韓併合    

関税自主権回復関税自主権回復関税自主権回復関税自主権回復    

辛亥革命辛亥革命辛亥革命辛亥革命    

明治天皇崩御明治天皇崩御明治天皇崩御明治天皇崩御    

1891189118911891年年年年    当惑い当惑い当惑い当惑いたした大津事件たした大津事件たした大津事件たした大津事件    

1894189418941894年年年年    一拍し一拍し一拍し一拍したのち日清戦争たのち日清戦争たのち日清戦争たのち日清戦争    

1894189418941894年年年年        とうとうとうとうとう白紙とう白紙とう白紙とう白紙に治外法権に治外法権に治外法権に治外法権    

1898189818981898年年年年        いわくはいわくはいわくはいわくは無しだよ隈板内閣無しだよ隈板内閣無しだよ隈板内閣無しだよ隈板内閣    

1901190119011901年年年年        先駆をひとつ先駆をひとつ先駆をひとつ先駆をひとつ八幡製鉄八幡製鉄八幡製鉄八幡製鉄    

1902190219021902年年年年    戦苦をに戦苦をに戦苦をに戦苦をにらんで日英同盟らんで日英同盟らんで日英同盟らんで日英同盟    

1904190419041904年年年年    秘匿をし秘匿をし秘匿をし秘匿をしながら日露戦争ながら日露戦争ながら日露戦争ながら日露戦争    

1905190519051905年年年年    ひどく怒ひどく怒ひどく怒ひどく怒ったポーツマスったポーツマスったポーツマスったポーツマス    

1910191019101910年年年年    行くと統行くと統行くと統行くと統合日韓合邦合日韓合邦合日韓合邦合日韓合邦    

1911191119111911年年年年    ひどくいいひどくいいひどくいいひどくいいねと自主権回復ねと自主権回復ねと自主権回復ねと自主権回復    

1911191119111911年年年年    行く人々行く人々行く人々行く人々が辛亥革命が辛亥革命が辛亥革命が辛亥革命    

1912191219121912年年年年    遠く畏怖遠く畏怖遠く畏怖遠く畏怖あり明治帝あり明治帝あり明治帝あり明治帝    



大正政変（護憲運動）大正政変（護憲運動）大正政変（護憲運動）大正政変（護憲運動）    

第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦第一次世界大戦    

対華対華対華対華 21212121カ条の要求カ条の要求カ条の要求カ条の要求    

ロシア革命ロシア革命ロシア革命ロシア革命    

石井ランシ石井ランシ石井ランシ石井ランシング協定ング協定ング協定ング協定    

米騒動勃発米騒動勃発米騒動勃発米騒動勃発    

ベルサイユ講和条約ベルサイユ講和条約ベルサイユ講和条約ベルサイユ講和条約    

ワシントン軍縮会議ワシントン軍縮会議ワシントン軍縮会議ワシントン軍縮会議    

関東大震災関東大震災関東大震災関東大震災    

普通選挙実施普通選挙実施普通選挙実施普通選挙実施    

治安維持法制定治安維持法制定治安維持法制定治安維持法制定    

昭和元年昭和元年昭和元年昭和元年    

1912191219121912年年年年        得意に得意に得意に得意になって大正政変なって大正政変なって大正政変なって大正政変    

1914191419141914年年年年    行くいよ行くいよ行くいよ行くいよいよだ大戦にいよだ大戦にいよだ大戦にいよだ大戦に    

1915191519151915年年年年    いい句いい語いい句いい語いい句いい語いい句いい語なきなきなきなき 21212121カ条カ条カ条カ条    

1917191719171917年年年年    遠くい遠くい遠くい遠くいななくロシア革命ななくロシア革命ななくロシア革命ななくロシア革命    

1917191719171917年年年年        特異な特異な特異な特異な権益石井ランシング権益石井ランシング権益石井ランシング権益石井ランシング    

1918191819181918年年年年    人食いは人食いは人食いは人食いはぐれて米騒動ぐれて米騒動ぐれて米騒動ぐれて米騒動    

1919191919191919年年年年    ひくひくひくひくひくひくひくひく苛烈なベルサイユ苛烈なベルサイユ苛烈なベルサイユ苛烈なベルサイユ    

1921192119211921年年年年    いい国維いい国維いい国維いい国維持にと軍縮会議持にと軍縮会議持にと軍縮会議持にと軍縮会議    

1923192319231923年年年年    遠くに見遠くに見遠くに見遠くに見えます大震災えます大震災えます大震災えます大震災    

1925192519251925年年年年    選挙に選挙に選挙に選挙に GoGoGoGo！だよ普通選！だよ普通選！だよ普通選！だよ普通選    

1925192519251925年年年年    幾人獄へ治安維持幾人獄へ治安維持幾人獄へ治安維持幾人獄へ治安維持    

1926192619261926年年年年    特に特に特に特に難難難難し昭和始まるし昭和始まるし昭和始まるし昭和始まる    



金融恐慌金融恐慌金融恐慌金融恐慌    

世界大恐慌世界大恐慌世界大恐慌世界大恐慌    

ロンドン軍縮会議ロンドン軍縮会議ロンドン軍縮会議ロンドン軍縮会議    

満州事変勃発満州事変勃発満州事変勃発満州事変勃発    

五・一五事件五・一五事件五・一五事件五・一五事件    

国際連盟脱退国際連盟脱退国際連盟脱退国際連盟脱退    

二・二六事件二・二六事件二・二六事件二・二六事件    

日中戦争日中戦争日中戦争日中戦争    

国家総動員令国家総動員令国家総動員令国家総動員令    

大二次世界大戦大二次世界大戦大二次世界大戦大二次世界大戦    

大東亜（太平洋）戦争大東亜（太平洋）戦争大東亜（太平洋）戦争大東亜（太平洋）戦争    

大東亜戦争終戦大東亜戦争終戦大東亜戦争終戦大東亜戦争終戦    

1927192719271927年年年年        特に泣特に泣特に泣特に泣かされ金融恐慌かされ金融恐慌かされ金融恐慌かされ金融恐慌    

1929192919291929年年年年    行くに苦行くに苦行くに苦行くに苦しむ大恐慌しむ大恐慌しむ大恐慌しむ大恐慌    

1930193019301930年年年年        戦さゼロ戦さゼロ戦さゼロ戦さゼロにとロンドン会議にとロンドン会議にとロンドン会議にとロンドン会議    

1931193119311931年年年年    遠く采遠く采遠く采遠く采配満州事変配満州事変配満州事変配満州事変    

1932193219321932年年年年    引く身に引く身に引く身に引く身に攻撃五・一五攻撃五・一五攻撃五・一五攻撃五・一五    

1933193319331933年年年年    行く散々行く散々行く散々行く散々な連盟脱退な連盟脱退な連盟脱退な連盟脱退    

1936193619361936年年年年    遠く去ろう遠く去ろう遠く去ろう遠く去ろうか二・二六か二・二六か二・二六か二・二六            

1937193719371937年年年年    戦さ皆戦さ皆戦さ皆戦さ皆行く日華事変行く日華事変行く日華事変行く日華事変    

1938193819381938年年年年    戦さや戦さや戦さや戦さやらなきゃ総動員らなきゃ総動員らなきゃ総動員らなきゃ総動員    

1939193919391939年年年年    戦さ苦戦さ苦戦さ苦戦さ苦しむ二次大戦しむ二次大戦しむ二次大戦しむ二次大戦    

1941194119411941年年年年    行く四囲行く四囲行く四囲行く四囲されて真珠湾されて真珠湾されて真珠湾されて真珠湾    

1945194519451945年年年年    幾夜う幾夜う幾夜う幾夜うつつにつつにつつにつつに    さあ終戦さあ終戦さあ終戦さあ終戦            



 
 

日本国憲法公布日本国憲法公布日本国憲法公布日本国憲法公布    

中華人民共和国成立中華人民共和国成立中華人民共和国成立中華人民共和国成立    

朝鮮戦争勃発朝鮮戦争勃発朝鮮戦争勃発朝鮮戦争勃発    

サンフランシスコ講和条約サンフランシスコ講和条約サンフランシスコ講和条約サンフランシスコ講和条約    

国際連合に復帰国際連合に復帰国際連合に復帰国際連合に復帰    

東京オリンピック東京オリンピック東京オリンピック東京オリンピック    

沖縄返還沖縄返還沖縄返還沖縄返還    

第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機    

日中平和条約日中平和条約日中平和条約日中平和条約    

昭和天皇崩御昭和天皇崩御昭和天皇崩御昭和天皇崩御    

1946194619461946年年年年    ひどく喜ひどく喜ひどく喜ひどく喜ぶ憲法公布ぶ憲法公布ぶ憲法公布ぶ憲法公布    

1949194919491949年年年年    人駆使苦人駆使苦人駆使苦人駆使苦闘で中国建国闘で中国建国闘で中国建国闘で中国建国    

1950195019501950年年年年    占拠占拠占拠占拠号令号令号令号令朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争    

1951195119511951年年年年    行く合意行く合意行く合意行く合意にて平和条約にて平和条約にて平和条約にて平和条約    

1956195619561956年年年年    一句ううむ一句ううむ一句ううむ一句ううむと国連復帰と国連復帰と国連復帰と国連復帰    

1964196419641964年年年年    一苦労し一苦労し一苦労し一苦労してオリンピックてオリンピックてオリンピックてオリンピック    

1972197219721972年年年年    戦苦夏戦苦夏戦苦夏戦苦夏あり沖縄復帰あり沖縄復帰あり沖縄復帰あり沖縄復帰    

1973197319731973年年年年    秘匿なさん秘匿なさん秘匿なさん秘匿なさんと石油危機と石油危機と石油危機と石油危機    

1978197819781978年年年年    ひどく悩ひどく悩ひどく悩ひどく悩まし日中平和まし日中平和まし日中平和まし日中平和    

1989198919891989年年年年    幾泊幾泊幾泊幾泊偲偲偲偲ぶよ昭和時代ぶよ昭和時代ぶよ昭和時代ぶよ昭和時代     


