
時代 出来事 年号 暗記法

邪馬台国 189 邪馬台国で、 一(1) 躍(89)女王となる卑弥呼

魏に使いを送る 239 文（２３） く（９）れと、卑弥呼が使いを魏に送る

仏教伝来 538 百済の仏にご（５）参（３）拝（８）

聖徳太子、推古天皇の摂政 593 国（５９）民（３）歓迎　太子の摂政

十七条の憲法 604 太子の、労（６）を（０）知（４）る　十七条の憲法

遣隋使 607 妹子ら、 群（６）れ（０）な（７）し遣隋使

大化の改新 645 蘇我無視（６４）殺（５）す　大化の改新

壬申の乱 672 天智死後、無（６）難（７）に（２）行かない壬申の乱

大宝律令 701 唐まねた　大宝律令　慣（７）れ（０）一（１）つ

平城京 710 な（７）んと（１０）みごとな　平城京

古事記 712 古事記には、うそは書か な（７） い（０） つ（２）もりです

日本書紀 720 何（７２） を（０）書こうか？日本書紀

三世一身の法 723 何（７２）！ 三（３）代まで私有できるのか？

懇田永年私財法 743

永久の　私有に貴族　すぐな（７）じ（４）み（３）私財法、

公地制度はもうな（７）し（４）さ（３）

鑑真和上来日 754 来日したけれど、目は見え な（７） い（５） し（４）大変だ

平安京 794 鳴（７）く（９）よ（４）　うぐいす　平安京

坂上田村麻呂が征夷大将軍 797 鳴（７）く（９） な（７）将軍田村麻呂

遣唐使の廃止 894 道真が　白（８９）紙（４）に戻した遣唐使

平将門の乱 935 いくさ（９３）と言いつつ（５）叔父を殺害。平将門

藤原純友の乱 939 瀬戸内で、海賊と組み（９３） 苦（９）るし紛れの藤原純友

藤原道長が摂政 1016 遠（１０）い（１）昔（６）の藤原道長

院政 1086 白河上皇、居（１）れ（０）ば（８）無（６）理ない院政

保元の乱 1156 方言（ほうげん）出なくなってもい（１） い（１） 頃（５６）だ

平治の乱 1159 清盛の人（１）々（１）ご苦（５９）労　平治の乱

平清盛太政大臣 1167 平清盛 い（１） い（１）胸（６７）毛

守護・地頭 1185 い（１） い（１）や（８）、こ（５）れまで　平氏滅亡
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鎌倉幕府の成立 1192 い（１） い（１）国（９２）作ろう、鎌倉幕府

北条氏の執権政治 1219 人（１）に（２）遠く（１９）の執権政治

承久の乱 1221 人（１）に（２）不（２）意（１）打ち　承久の乱

御成敗式目 1232 破れば 人（１）罪（２）に（２）なる御成敗式目

文永の役 1274 元の人（１）、船（２７）酔（４）い　文永の役

弘安の役 1281

元船は 人（１） に（２） は（８） 言（１）えぬ手抜き工事

い（１）つ（２）も敗（８１）退、元の軍

永仁の徳政令 1297 皮（１）肉（２９）な（７）結果の徳政令

鎌倉幕府の滅亡 1333 北条氏一（１）味（３）さん（３）ざん（３）　鎌倉滅亡

建武の新政 1334 い（１）ざ（３）斬（３）新（４）　建武の新政

室町幕府の成立 1338 瞳（１３）さ（３）わや（８）か、足利尊氏

南北朝の統一 1392 義満が 秘（１） 策（３９）つ（２）かって南北統一

金閣寺建立 1397 父さん（１３）行くな（９７）金閣寺

勘合貿易 1404 医師（１４）を（０）呼（４）ぶ、看護（勘合）士

土一揆 1428 農民も 一緒（１４）に（２） や（８）った正長の土一揆

応仁の乱 1467 義政の　意志（１４）む（６）な（７）しく応仁の乱

国一揆 1485 村中が、 意地（１４）で 反抗（８５）　山城の国一揆

一向一揆 1488 農民の 意思（１４）は（８）ハ（８）ッキリ　加賀一向一揆

鉄砲伝来 1543 鉄砲伝来以後（１５）よみ（４３）がえる種子島

キリスト教伝来 1549 以（１）後（５）よ（４）く（９）広まる　キリスト教

桶狭間の戦い 1560 信長に義元 イチ（１）コロ（５６）桶（０）狭間

室町幕府の滅亡 1573 信長に追放されて、以後（１５）涙（７３）の足利義昭

本能寺の変 1582 信長が十五夜（１５８）に（２）散る本能寺

刀狩 1588 刀狩、以後（１５）は（８）刃（８）物の所持禁止

秀吉全国統一 1590 秀吉が戦（１）国（５９）丸（０）めて全国統一

秀吉朝鮮侵略 1592 秀吉が異（１）国（５９）に（２）大軍、朝鮮侵略

関ケ原の戦い 1600 人（１）、群れ（６０）を（０）なし、関が原

江戸幕府の成立 1603 家康は　異論（１６）なく王座（０３）に江戸幕府

武家諸法度 1615 大名の異論（１６）、以後（１５）ダメ、武家諸法度

参勤交代 1635 大名行列、色（１６）見事（３５）
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島原・天草一揆 1637 ヒー（１）ロー（６）皆（３７）で島原の乱

鎖国の完成 1639 家光は、広（１６）く 鎖（３）国（９）の令を出す

慶安の御触書 1649 農民よ、 広（１６）く良く（４９）知れ、御触書

綱吉征夷大将軍 1680 ヒー（１）ロー（６）は（８）おれ（０）だ、綱吉だ

生類憐みの令 1687 捨て犬を 拾（１６）わ（８）な（７）ければ、打ち首獄門

享保の改革 1716 いきな（１７）ヒーロー（１６）吉宗の享保の改革

解体新書 1774 すばらしい解体新書に 非難（１７）なし（７４）

寛政の改革 1787 非難（１７）は（８）無（７）いよ寛政の改革

古事記伝 1798 人（１）泣く（７９）話（８）古事記伝

異国船打払令 1825 異国船、 一（1）発（８２）ゴー（５）ホーム

天保の大飢饉 1833 凶作で、人（１）は（８）散々（３３）天保の大飢饉

大塩平八郎の乱 1837 人（１）は（８）皆（３７）立ち上がれ

天保の改革 1841 人（１）は（８）よ（４）い（１）水野忠邦

ペリー来航 1853

人（１）は（８）込（５）み（３）合う黒船見物

いや（１８）でござん（５３）す、ペリーさん

日米和親条約 1854 一（１）夜（８）越（５）し（４）

安政の大獄 1858 通商条約、朝廷の人（１）は（８）　御（５）反（８）対

日米修好通商条約 1858 不平等一（１）番（８）こ（５）わ（８）い　通商条約

桜田門外の変 1860 直弼憎いと 人（１）は（８）群れ（６０）なす桜田門

薩長同盟 1866 一（１）藩（８）じゃ 無（６）理 無（６）理薩長同盟

大政奉還 1867 徳川の　人（１）は（８）む（６）な（７）しい　大政奉還

五箇条の御誓文 1868 五箇条で　ひとつ（１）や（８）ろう（６）や（８）　明治維新

版籍奉還 1869 士族らが、 嫌（１８）で む（６）く（９）れる版籍奉還

廃藩置県 1871 藩とは 言（１）わ（８）な（７）い（１）、県と言う

学制 1872 いや（１８）何（７２）よりも教育だ

徴兵令 1873 人（１）は（８）な（７）み（３）だの徴兵令

地租改正 1873 人（１）は（８）な（７）み（３）だの　地租改正

民選議員設立建白書 1874 嫌（１８）な（７）世（４）直せと　民権運動

西南戦争 1877 嫌（１８）な（７）内（７）乱、西南戦争

国会開設の詔 1881 一（１）年 早（８）い（１）ぜ国会は
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内閣制度の制定 1885  一（１）番早（８８）い（５）総理大臣･伊藤博文

学校令 1886 勉強を いっ（１）ぱい（８）や（８）ろ（６）うと学校令

大日本帝国憲法発布 1889 いち（１）早（８８）く（９）　憲法決めた　伊藤博文

第一回帝国議会 1890 初議会、議論長引き、日（１）は（８）暮（９）れ（０）る

教育勅語 1890 勅語の直後で、授業長引き 日（１）は（８）暮（９）れ（０）る

日清戦争 1894 一（１）発（８）急（９）所（４）に　日清戦争

下関条約調印 1895 下関に　一（１）泊（８９）ご（５）観光

日英同盟 1902 日（１）暮（９）れ（０）に（２）結ぼう、日英同盟

日露戦争 1904 満州をひとつ（１）く（９）れ（０）よ（４）と　日露戦争

韓国併合 1910 い（１）く（９）十（10）年韓国併合

関税自主権回復 1911 低い（１９１）位（１）置から対等へ

第一次世界大戦 1914 い（１）く（９）人（１）死（４）んだ　第一次世界大戦

二十一か条の要求 1915 中国に、 ひど（１）く（９）遺（１）恨（５）残した二十一か条

シベリア出兵 1918 行く（１９）の嫌（１８）だシベリア出兵

米騒動 1918 人（１）食（９）い（１）は（８）ぐれては　米騒動

ベルサイユ条約 1919 行く（１９）行く（１９）ベルサイユ

国際連盟 1920 国（９２）丸（０）くなり国際連盟加入

関東大震災 1923 特（１９）に（２）惨（３）めな大震災

普通選挙法の制定 1925 選挙行（１）く（９）ニ（２）コ（５）ニコ25歳

治安維持法の制定 1925 ひど（１）く（９）都（２）合（５）の良い治安維持法

世界恐慌 1929 恐慌で、 特（１９）に（２）苦（９）しむ失業者

満州事変 1931 満州 行く（１９）際（３１）鉄道爆破に気をつけろ

五・一五事件 1932 御一行(五一五)いくさに(1932年) 犬使い(犬養) 

日本の国際連盟脱退 1933 日独連名、 引（１）く（９）ざん（３）す（３）

二・二六事件 1936 ひ（１）どく（９）寒（３６）い日、二・二六事件

日中戦争 1937 い（１）く（９）さ（３）長（７）引く　日中戦争

国家総動員法 1938 国民は、 い（１）く（９）さ（３）や（８）るとき総動員

第二次世界大戦 1939 い（１）く（９）さ（３）苦（９）しい　第二次世界大戦

太平洋戦争勃発 1941 行くよ（１９４）はじめ（１）は真珠湾

ポツダム宣言の受諾 1945 戦苦（１９）死後（４５）も語り継ぐ無条件降伏
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日本国憲法 1946 ひどく（１９）喜（４６）ぶ憲法発布

中華人民共和国の成立 1949 一国（１９）よく（４９）できた中華人民共和国 

サンフランシスコ平和条約 1951 ひど（１）く（９）強（５）引（１）シスコの条約

第五福竜丸の被爆 1954 死の灰を浴びた人（１） 救護（９５）し（４）てと第五福竜丸

日ソ共同宣言 1956 日ソ間、そろそろ上手く行く（１９）頃（５６）だ

国際連合加入 1956 国連で　活躍とく（１９）と　ごろう（５６）じろ

東京オリンピック 1964 ひと（１）苦（９）労（６）し（４）てオリンピック

沖縄返還 1972 日本に、 得（１９）な（７）つ（２）もりの沖縄返還

石油危機（オイルショック） 1973 中東の 遠く（１９）波（７３）受け石油危機

日中平和友好条約 1978 日中握手は、 得（１９）な（７）は（８）ず
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