
「一足先に上海万博～上海と中国の本～」関係年表 名古屋市山田図書館　2010年4月

西暦 時代 名古屋と日本のできごと 上海と中国のできごと 時代

前5000 長江デルタの形成がはじまる

前2000 温暖な気候。山田地区は海の底

前２２１ 秦の始皇帝の中国統一

57

220 　 三国時代へ

400年代

538 仏教が伝来

589 隋の中国統一

600年ごろ このころまでに現在の上海が陸地となる

607

618 唐の建国

630

663

710 平城京に都がうつる

753

794 平安京に都がうつる

804

894

907 唐の滅亡

１１７０代

1192 源頼朝、征夷大将軍となる

1262 上海鎮が設置される

1271 モンゴルが国号を元とする

1274 文永の役（元寇）

1281 弘安の役（元寇）

1292 上海鎮が上海県になる

1368 明の建国。都は南京

1403 北京に都をうつす

1404

1534 那古野城で織田信長生まれる

1582 本能寺の変

1601

1603 江戸幕府が開かれる

1610 名古屋に城下町がうつる（清洲越し）

1611 明船に長崎での貿易を許可（長崎での貿易は鎖国後も継続）

明

元

明との勘合貿易がはじまる（～1547）

縄
文

弥
生

古
墳

飛
鳥
・
奈
良

鎌
倉

邪馬台国の卑弥呼が魏より親魏倭王に任命される

倭の奴国王が後漢の光武帝より金印をおくられる

日本・百済連合軍、唐・新羅連合軍に敗退（白村江の戦い）

第1回の遣唐使を送る

唐

隋

秦

漢

三
国

南
北
朝

五
代
・
宋

室
町
・
安
土
桃
山

平
安

このころ倭寇が激しくなる（後期倭寇）

朱印船貿易がはじまる（～1635）

このころ倭寇が激しくなる（前期倭寇）

遣唐使の廃止

平清盛、日宋貿易をおこなう

聖徳太子、小野妹子を隋に送る（遣随使）

倭の五王が中国に使節を送る

唐より鑑真が来日

空海が唐へ渡る



西暦 時代 名古屋と日本のできごと 上海と中国のできごと 時代

1635 海外渡航、海外在留日本人の帰国を禁止

1641 鎖国の完成

1644 明滅亡。清へ

1730 徳川宗春が尾張藩主となる

1840 アヘン戦争が起きる（～1842）

1843 前年の南京条約により上海、開港

1845 上海にイギリス租界ができる

1849 上海にフランス租界ができる

1850 太平天国運動が起きる（～1864）

1853 ペリー来航

1854 日米和親条約 上海の租界に行政機関・工部局ができる

1856 第二次アヘン戦争（アロー戦争）が起きる（～
1860）

1858 日米修好通商条約

1863 長州藩の高杉晋作・薩摩藩の五代友厚らが
幕府の船で上海を訪問

イギリスとアメリカの租界が共同租界となる

1865 香港上海銀行上海支店ができ、上海が金融
センターとなる道が開かれる
清の体制変革のための洋務運動が行われ

1868 明治維新

1871

1874

1875

1886 名古屋駅が開業

1889 名古屋市制施行
大日本帝国憲法公布

1894
孫文が共和制国家の樹立を目指す興中会
をハワイで結成

1895

1896

1897 豊田佐吉、自動織機を発明 出版社の商務印書館が上海に開設される
変法運動（戊戌の変法）

1898 名古屋で路面電車が開業

1899 アメリカ、対中国「門戸開放宣言」

1900 「扶清滅洋」をかかげた義和団運動

1901

1902

1904 日露戦争（～1905） 蔡元培が上海で革命思想団体の光復会を
つくる

1905 孫文が、三民主義をかかげる中国同盟会を
東京で結成

1906 西春日井郡山田村が誕生

日清戦争（～1985）

三菱、横浜～上海に定期航路を開設

日本、台湾を領有

初めての中国からの留学生が来日する

日清修好条規で近代的な国交が結ばれる

清

日本、台湾出兵

宮崎滔天、日本滞在中の孫文と出会い、以後中国革命を支援する
明

治

江

戸

上海に東亜同文書院が設立される（愛知大学の前身）

魯迅が日本へ留学



西暦 時代 名古屋と日本のできごと 上海と中国のできごと 時代

1908 名古屋市に西区を設置 西太后、光緒帝死去。最後の皇帝・宣統帝
即位

1910 名古屋で初めてのデパートが開業

1911 辛亥革命

1912 名古屋電気鉄道（現在の名鉄犬山線）が開
通

孫文が臨時大総統となり、南京に中華民国
政府成立
北京に拠点をおく袁世凱が臨時大総統に

1914
孫文、東京で中華革命党を結成

1915

1917

1918 シベリア出兵
米騒動

このころ口語文学の確立をめざす文学革命
がはじまる。魯迅、「狂人日記」を発表

1919
中華革命党が中国国民党となる

この頃までに上海に多数の出版社ができる

1921 上海で中国共産党が成立
魯迅、「阿Ｑ正伝」を発表

1923 市立名古屋図書館が開館
関東大震災

このころまでに上海の租界で西洋高層建築
が建設される。「魔都」と呼ばれる

1924 第一次国共合作が成立
上海の共同租界でバスが開業

1925 孫文死去
上海で、日本資本紡績工場での争議をきっ
かけに五・三〇運動が起きる

1927 昭和恐慌 上海で蒋介石による四・一ニクーデターが起
きる

1929

1930 名古屋市営バスが開業

1931

1932

五・一五事件

1933 現在の名古屋市役所本庁舎ができる

1936 二・二六事件 魯迅死去

1937 名古屋汎太平洋平和博覧会が開かれる

第二次国共合作

1941

1943

1945

1946 国共内戦

1949 中華人民共和国成立

1951 サンフランシスコ平和条約締結

大隈重信内閣、袁世凱政府に二十一ヵ条の要求

内山完造、上海で内山書店をはじめる
周恩来が日本へ留学（～1919）

第一次世界大戦（1914～１７）

上海事変（商務印書館付属東方図書館も焼失）
満州国建国

日華協定（租界の消滅）

日中戦争、太平洋戦争おわる

中
華
民
国

第一次大戦のパリ講和会議を受け、北京で抗日の五・四運動が起きる

大
正

昭

柳条湖事件（満州事変）

第二次上海事変（租界を除く上海、日本軍支配下へ）
南京事件

世界恐慌

北京郊外で盧溝橋事件（日中戦争へ）

太平洋戦争はじまる



西暦 時代 名古屋と日本のできごと 上海と中国のできごと 時代

1954 名古屋テレビ塔が完成

1955 山田村、名古屋市に合併

1956 経済白書「もはや戦後ではない」

1957 名古屋市営地下鉄が開業

1959 伊勢湾台風

1960 国民所得倍増計画を決定

1966 文化大革命はじまる

1964 東京オリンピック
東海道新幹線開通（東京～新大阪）

1970 大阪万博

1972

1974 名古屋市電廃止

1975 新幹線、東京～博多全通

1976 周恩来死去　毛沢東死去

1977 文化大革命おわる

1979 一人っ子政策がはじまる

1978

1984 現在の鶴舞中央図書館が開館

1989
天安門事件起きる

1990 上海の浦東新区開発が国家プロジェクトに

1992 鄧小平、「南巡講和」で改革・開放を促進

1994 上海で東方明珠テレビ塔が完成

1995 阪神・淡路大震災 上海で地下鉄が開業

1996 現在の上海図書館が開館

1997 香港、中国へ返還される

1998

1999 現在の名古屋駅ビルが完成 上海の浦東国際空港が開港

2001 新交通システム・名古屋ガイドウェイバスが
運行開始

2002 上海でリニアモーターカーが運行開始

2005 愛知万博　中部国際空港が開港
山田図書館が開館

2008 四川大地震
北京オリンピック

2010 上海万博

和

平

成

中
華
人
民
共
和
国

日中国交回復

日中平和友好条約調印
名古屋市と南京市が友好姉妹都市となる

日中共同宣言

鶴舞中央図書館と南京市の金陵図書館の間で資料交換がはじまる


