日本史語呂あわせ

後漢の光武帝より金印授かる
卑弥呼が魏に使いを送る
仏教が日本に伝わる
聖徳太子が推古天皇の摂政になる
冠位十二階
十七条憲法を制定
小野妹子ら遣隋使派遣
遣唐使
大化の改新（中大兄皇子）
白村江の戦い（天智天皇）
壬申の乱（天武天皇）
大宝律令(藤原不比等)
和同開珎
元明天皇が平城京遷都
古事記
日本書紀の編纂
三世一身法
国分寺・国分尼寺建立の詔（聖武天皇）
聖武天皇 墾田永年私財法(律令体制の崩壊)
聖武天皇 東大寺大仏完成
桓武天皇が平安京へ都を移す
最澄が唐から帰国⇒比叡山延暦寺（天台宗）
空海が唐から帰国⇒高野山金剛峰寺（真言宗）
藤原良房が摂政となる
藤原基経が関白となる
遣唐使の廃止(菅原道真)
平将門の乱
藤原純友の乱
尾張の国司が訴えられる
藤原道長が摂政になる
前九年合戦
後三年合戦
白河上皇の院政
保元の乱
平治の乱(源義朝敗死)
平清盛が太政大臣(貴族の最高位)に
壇ノ浦の戦い
守護・地頭の設置
源頼朝が征夷大将軍になる
源実朝暗殺、北条氏の執権政治始まる
承久の乱(北条義時VS後鳥羽上皇)
御成敗式目(北条泰時)
元寇、文永の役(北条時宗)
元寇、弘安の役
永仁の徳政令(北条時宗)
鎌倉幕府滅亡
建武の新政（後醍醐天皇）
南朝成立
足利尊氏が征夷大将軍になる（室町幕府）
足利義満が南北朝を統一する
勘合貿易＝日明貿易（足利義満）
正長の土一揆
応仁の乱(足利義政)
山城の国一揆
加賀の一向一揆
鉄砲の伝来(種子島、ポルトガル)
キリスト教の伝来（鹿児島、ｽﾍﾟｲﾝ
桶狭間の戦い(織田信長VS今川義元
室町幕府滅亡
長篠の戦い
本能寺の変(織田信長VS明智光秀)
太閤検地
刀狩
豊臣秀吉の天下統一
文禄の役
慶長の役

こんな（57)金印欲しかった
卑弥呼にサンキュー（239) 魏の皇帝
百済の仏にご参拝 (538)
国民 (593)歓迎 太子の摂政
労を見る(603) 十二階
群れよ (604) 人々憲法発布
無礼な（607)妹子、遣隋使
蒸されて(630)派遣、遣唐使
むかし豪(645)族、今天皇、大化改新
白村江、むろん惨敗(663) 日本軍
胸に(672)グサリと壬申の乱
なおいい(701)国に、大宝律令
菜っぱ (708) と交換、和同開珎
なんと (710) みごとな平城京
ナイフ(712)で切り貼り、古事記の編纂
何を (720) 書こうか日本書紀
何！ 三（723）代まで所有できるの？
汝（なんじ）1つ(741)寺を作れ
馴染み (743) になった私財法
東大寺、なんとごっつい(752) 大仏さん
鳴くよ (794) うぐいす平安京
天台宗、やれご(805)苦労だ、最澄さん
晴れろ(806)真空の高野山
あの野郎ろく(866)でもない藤原良房
母泣(887)きて、基経関白
白紙 (894) にもどす遣唐使
後藤久美子 (935) が好きな平将門
藤原純友 臭く(939)なる
鍬(くわ)は(988)武器、尾張の国司を訴えろ
遠いム (1016) カシの摂関政治
一応合意(1051)の前九年
戦闘止み(1083)て後三年
入れ歯ム(1086)ズムズ 白河上皇
源氏の人々殺(1156)し合う
平氏が勝って、いい号泣(1159)
平清盛 いいむな(1167)毛
いいわ、こ(1185)の船、壇ノ浦
いちいち反抗(1185) 守護地頭
いい国 （1192） つくろう鎌倉幕府
一太刀の不意を食(1219)らった三代目
人に不意 (1221) 打ち、承久の乱
１日３人 (1232) 御成敗
ひどい船酔(1274)い 文永の役
いつも敗走（1281） 元の大軍
御家人に皮肉な (1297) 政策、徳政令
鎌倉の一味散々(1333)滅亡す
一人淋し (1334) い建武の新政
後醍醐一味、去ろう （1336） 吉野へ
父さん、さっぱり (1338) 室町幕府
いざ国 (1392) まとめる南北朝
いいよ押し (1404) てけ勘合を
一緒にや (1428) ろう土一揆
人世むな (1467) しく応仁の乱
山城の石は5個（1485）、国一揆
一揆よ (14) パパ (88)！
以後よく磨け（1543）、鉄砲伝来
以後よく(1549)広まる、キリスト教
信長に、いちころ(1560)、義元さん
囲碁打つ涙 (1573)の室町将軍
鉄砲隊、一発で粉々(1575) 武田の騎馬隊
イチゴパンツ (1582) の明智光秀
秀吉の太閤検地、十五夜に(1582)
以後は刃 (1588)モノ禁止
戦国終わる(1590)天下統一
異国に(1592)出兵、文禄の役
異国苦難(1597)、慶長の出兵

関ヶ原の戦い
武将らは、一路雄々 (1600) しく関ヶ原
江戸幕府の成立（徳川家康）
ヒーローのおっさん(1603)登場 徳川家康
キリスト教禁止令（全国に）
いるいみ（1613)ないよ、宣教師
大阪夏の陣（VS石田三成）
豊臣の色以後(1615)むなし、夏の陣
武家諸法度（徳川秀忠）
大名に異論以後(1615)なし、武家諸法度
参勤交代の制度化(徳川家光)
重労(16)働だ！参勤交代(35)
島原の乱(天草四郎)
人、無残 (1637) なり島原の乱
鎖国完成(ポルトガル船来航禁止)
鎖国だよ、色々サンキュー(1639)ポルトガル
慶安の御触書
農民よ、芋虫喰って(1649)御触書
徳川綱吉が生類憐みの令を出す
犬はご(1685)免だ、生類憐みの令
新井白石の政治（正徳の治）
白石で、人なお苦(1709)しむ、正徳の治
享保の改革(徳川吉宗) 上げ米の制
非難色々(1716)享保の改革
浅間山の噴火・天明のききん
人の悩み(1783)は大噴火
寛政の改革(松平定信)
非難はな(1787)いか、寛政の改革
囲い米の制
定信のいいな花 (1787) 咲く、寛政の改革
ラクスマンが根室に来航する
ロシアからいきなり急に(1792)、ラクスマン
フェートン号事件(英VS蘭)
人は追わ(1808)れる、フェートン号
外国船打払令
異国船、いやに強 (1825)引、打払い
大塩平八郎の乱
人は皆 (1837) 平八郎を応援す
蛮社の獄（高野長英・渡辺崋山）
人は錯乱(1839)、蛮社の獄
アヘン戦争
中国の人は試練(1840)のアヘン戦争
天保の改革(水野忠邦) 上知令
人はよい (1841) 天保の改革 水野さん
ペリーの来航
開国はいやでござ(1853)んす ペリーさん
日米和親条約(下田・函館開港)
いい歯 (18) ブラシでゴシ (54) ゴシと
日米修好通商条約（函館・新潟・横浜・神戸・長崎開港）
通称は一番怖 (1858) い条約さ
桜田門外の変（井伊直弼暗殺）
桜田で、いや無礼(1860)なり、水戸浪士
生麦事件が起こる
いばる日本(1862) 怒るイギリス 生麦事件
薩英戦争
いばる薩摩(1863)にお礼の砲撃
薩長同盟
薩長を引っ張る浪(1866)人 坂本龍馬
大政奉還(徳川慶喜)
江戸幕府、一夜むな(1867) しく、崩れけり
日朝修好条規
朝鮮に、いやな無(1876)理強い
五箇条の御誓文
一つ貼ろうや(1868)、御誓文
戊辰戦争(鳥羽伏見⇒会津⇒五稜郭)
人はむや(1868)みに戦う、鳥羽・伏見
版籍奉還
人はむく(1869)れて、版籍奉還
廃藩置県
文句は言わない(1871)、廃藩置県
鉄道開通
陸（おか）蒸気、人は何(1872)か？と新橋へ
富岡製糸場開業
富岡は、人は何(1872)か？と製糸場
学制
学制で、一番何(1872)より勉強だ
徴兵令
人はナミ (1873) ダの徴兵令
地租改正
人はナミ(1873) ダの地租改正
民撰議院設立の建白書(板垣退助)
嫌な世 (1874) 直せと建白書
樺太・千島交換条約
嫌なこ (1875) ったい交換条約
西南戦争(西郷隆盛)
西郷のごきげん、いやななめ(1877)
国会規成同盟の発足
人は晴れ（1880)、自由民権
国会開設の勅諭
人はわい(1881)わい 国会開設の約束
秩父事件
独立党、人は走って(1884)秩父事件
内閣制度発足（伊藤博文）
薩長の一派は強(1885)引、内閣制度
ノルマントン号事件
人ははむかう(1886)ノルマントン号
大日本帝国憲法(2月11日)
いち早く (1889) 帝国憲法発布する
第一回帝国議会
初選挙、議会の窓に、日は暮れる(1890)
第一回衆議院議員総選挙
初選挙、議会の窓に、日は暮れる(1890)
日清戦争(領事裁判権の撤廃
日清ラーメンいっぱい食うよ(1894) 日清戦争
領事裁判権の撤廃
日英が初めて約した（1894)法権撤廃
下関条約
下関で条約結んで、一泊ご (1895) 予約
隈板内閣（最初の政党内閣）
薩長に一発くわ(1898)せた、隈板内閣
八幡製鉄所開業
二十世紀(1901)に操業開始 八幡製鉄所
日英同盟
遠くをに (1902) らんで日英同盟
日露戦争
いくわよ(1904)ロシア
ポーツマス条約
遠くをご(1905)覧とポーツマス
韓国併合
遠くの父 (1910)ちゃん、韓国併合
関税自主権の回復(小村寿太郎)
ひどくいい気分(1911) 条約改正
第一次護憲運動
得意に（1912)なって大正元年 第一次護憲運動
第一次世界大戦
行く人死(1914)ぬぞ 世界大戦
21ヶ条の要求
得意のご(1915)り押し 21カ条の要求
ロシア革命
得意な(1917)顔のレーニンのロシア革命
米騒動（シベリア出兵）（原敬内閣
ひどく嫌(1918)がる米騒動

ベルサイユ条約
朝鮮：三・一独立運動
中国：五・四運動
国際連盟の成立
全国水平社設立
関東大震災
普通選挙法
治安維持法
世界恐慌
満州事変
五・一五事件
日本・ドイツ国際連盟脱退
二・二六事件
日中戦争
国家総動員法
第二次世界大戦
日独伊三国同盟
真珠湾攻撃/太平洋戦争
ポツダム宣言受諾
日本国憲法の公布（11月3日）
日本国憲法の施行（5月3日）
世界人権宣言
朝鮮戦争が始まる/警察予備隊設置
中華人民共和国成立
サンフランシスコ平和条約
日米安全保障条約
第五福竜丸事件が起こる
日ソ共同宣言調印
自衛隊の発足
第1回原水爆禁止世界大会
日本の国連加盟
国民所得倍増計画が出される
東京オリンピックが開催される
日韓基本条約を結ぶ
公害対策基本法の制定
小笠原諸島の返還
環境庁（現在の環境省）の設置
沖縄の復帰
オイルショックが起こる
日中平和友好条約を結ぶ
第二次オイルショック
イランイラク戦争の開始
男女雇用機会均等法の制定
青函トンネル開通・瀬戸大橋開通
マルタ会談が行われる（冷戦の終結）
消費税導入3%
湾岸戦争
東西ドイツ統一
ソ連解体
PKO協力法の成立
環境基本法の成立
阪神・淡路大震災/米の輸入の部分開放
香港返還
消費税5%になる
九州・沖縄サミット
アメリカ同時多発テロ（9.11）
1府12省庁スタート
環境開発サミット
イラク戦争
北海道洞爺湖サミット
裁判員制度の開始
東日本大震災（3.11）
消費税8%になる
選挙権18歳以上になる
令和元年
消費税10%、軽減税率導入

行く行く(1919)パリのベルサイユ
三・一独立運動でもうひくひく（1919)
五・四運動に行く行く！（1919)
扮装をいくつ丸(1920)めて国際連盟
人・国に(1922)平等求める全国水平社
遠くに見 (1923) える火の柱
選挙に行く25 (1925) 才の男子たち
特にご (1925) めんだ治安維持法
特に苦(1929)しい世界恐慌
戦（いくさ）一(1931)発 大爆発
戦に(1932)向かって、軍部突進
身を引くサッサ (1933) と連盟脱退
ひどく寒 (1936) い日、二・二六
戦、長(1937)びく日中戦争
戦、や (1938) だけど、国家総動員法
戦、苦 (1939) しい第二次大戦
行くよ、俺（1940）たち三国同盟
行くよ、一(1941) 気に真珠湾
特別な仕事(45)、ポツダム宣言
ひどく喜 (1946) ぶ憲法制定
インク品(1947)切れ、憲法施行
行くよワールド（1948)人権宣言
特(19)需はこれ(50)から朝鮮戦争
一国よく出来た（1949)中華人民共和国
ひどく強引(1951)、サンフランシスコ条約
ひどく強引（1951)、安保条約
人、救護して(1954)と第五福竜丸
ソ連とうまくいく頃(1956)だ
兵器ゴシゴシ（54)磨く自衛隊発足
広島で午後（55)から禁止大会
国連に加盟しに行く頃(1956)だ
人の給料を(1960)、倍にせよ
メダル獲るのにひと苦労よ (1964)
老後(65)は仲良し日韓条約
公害むな(67)しい基本法
行くだけで一苦労は（1968)小笠原
泣い(71)たらできた環境庁
行くぞ夏 (1972 )の沖縄
ひどくナ (1973) ミダのオイルショック
日中が握手をすれば、得なは(1978)ず
またも無く（79)て困ったオイルショック
イラクは横暴（1980)、イライラ戦争
差別はご（85)めん男女雇用機会均等法
発破（88)を使ってトンネル開通
冷戦終わって拍(89)手喝采
いくばく（1989)かもらいます消費税
湾岸戦争、くい(91)いるように見たテレビ中継
一つにくくれ（1990)東西ドイツ
くいっ（91)と解体ソビエト連邦
国(92)を守るとPKO
国民(93)全員、環境守ろう
救護 (95)に急げ阪神へ
苦難（97)の始まり香港返還
苦難（97)が増すよ消費増税
20世期最後のサミットは九州・沖縄
21世紀はテロで始まる(01)
まるい（01)結果で1府12省庁
CO2(02)削減環境開発サミット
イラクのおっさん(03)やったろか
お連れ（02)はこちら洞爺湖サミット
遅(09)れてごめん、裁判員
震災復興支援にいい（11)ね！
医師（14)も増税8％
18歳なら選挙行こう（15)
行く(19)ぜ令和元年
食べ物は行く（19)のがお得、消費税10％

