
上半期 下半期 主な出来事

元年
1989

101回
102回

笹倉明 「遠い国からの殺人者」 文芸春秋
ねじめ正一 「高円寺純情商店街」 新潮社

星川清司 「小伝抄」 文芸春秋
原尞       「私が殺した少女」 早川書房

・１月　昭和天皇崩御
・４月　消費税３％導入
・６月　天安門事件（中国）
・１２月　ベルリンの壁が崩壊（ドイツ）
　　　　　日経平均史上最高値を記録

２年
1990

103回
104回

泡坂妻夫 「蔭桔梗」 新潮社 古川薫 「漂泊者のアリア」 文芸春秋

・１月　アニメ「ちびまる子ちゃん」放映開始
・３月　ゴルバチョフ大統領就任（ソ連）
・１０月　東西ドイツ統一（ドイツ）
・１１月　スーパーファミコン発売

３年
1991

105回
106回

宮城谷昌光 「夏姫春秋」 海越出版社
芦原すなお 「青春デンデケデケデケ」 河
出書房新社

高橋義夫 「狼奉行」 文芸春秋
高橋克彦 「緋い記憶」 文芸春秋

・１月　湾岸戦争勃発（イラク）
・５月　育児休業法　成立
・６月　アパルトヘイト撤廃（南アフリカ）
・１２月　ソビエト連邦崩壊

４年
1992

107回
108回

伊集院静 「受け月」 文芸春秋 出久根達郎 「佃島ふたり書房」 講談社

・３月　暴力団対策法　施行
・４月　東海道新幹線「のぞみ」運行開始
・７月　バルセロナ・オリンピック（スペイン）
・９月　学校週５日制　開始

５年
1993

109回
110回

高村薫       「マークスの山」 早川書房
北原亜以子 「恋忘れ草」 文芸春秋

佐藤雅美 「恵比寿屋喜兵衛手控え」 講談
社
大沢在昌 「新宿鮫　無間人形」 読売新聞社

・１月　ビル・クリントン大統領就任（アメリカ）
・５月　サッカー「Jリーグ」発足、横浜ランドマークタワー開業
・８月　新党ブーム、細川護熙内閣成立、５５年体制崩壊
　　　　レインボーブリッジ開通
・１１月　マースリヒト条約発効、EU誕生（ヨーロッパ）

６年
1994

111回
112回

中村彰彦    「二つの山河」 文芸春秋
海老沢泰久 「帰郷」 文芸春秋

受賞作無し

・４月　細川内閣総辞職、羽田孜首相就任
・５月　ネルソン・マンデラ　大統領に就任（南アフリカ）
・６月　松本サリン事件
・１０月　大江健三郎、ノーベル文学賞受賞

７年
1995

113回
114回

赤瀬川隼 「白球残映」 文芸春秋
小池真理子 「恋」 早川書房
藤原伊織 「テロリストのパラソル」　講談社

・１月　阪神・淡路大震災
　　　　WTO(世界貿易機関）発足
・３月　地下鉄サリン事件
・５月　オウム真理教・松本智津夫（麻原彰晃）逮捕
・１１月　Windows９５日本語版　発売

８年
1996

115回
116回

乃南アサ 「凍える牙」 新潮社 坂東眞砂子 「山妣」 新潮社

・１月　村山富市内閣総辞職、橋本竜太郎首相就任
・２月　ポケットモンスター（赤・緑）発売
　　　　小説家・司馬遼太郎　死去
・４月　商用検索サイト「Yahoo Japan」サービス開始
・１２月　日本大使館占拠事件（ペルー）

９年
1997

117回
118回

篠田節子 「女たちのジハード」 集英社
浅田次郎 「鉄道員」 集英社

受賞作無し

・１月　消費税５％に
・６月　神戸連続児童殺傷事件　犯人逮捕
・７月　香港が中国に返還（中国）
　　　　マンガ「ONE　PIECE」連載開始
・８月　ダイアナ元英皇太子妃、パリで交通事故死（フランス）
・１１月　北海道拓殖銀行　破綻、山一證券　廃業

１０年
1998

119回
120回

車谷長吉 「赤目四十八瀧心中未遂」 文芸
春秋

宮部みゆき 「理由」 朝日新聞社

・２月　郵便番号が７桁になる。長野オリンピック開催
・６月　金融監督庁発足
　　　　FIFAワールドカップフランス大会開催、日本初出場
・７月　Windows98日本語版発売
　　　　橋本内閣総辞職、小渕恵三首相就任
・９月　映画監督・黒澤明　死去

１１年
1999

121回
122回

佐藤賢一 「王妃の離婚」 集英社
桐野夏生 「柔らかな頬」 講談社

なかにし礼 「長崎ぶらぶら節」 文芸春秋

・１月　EU単一通貨「ユーロ」を決裁用仮装通貨として導入
・６月　男女共同参画巣社会基本法　施行
・９月　東海村JCO臨界事故
・１２月　マカオが中国に返還（中国）

１２年
2000

123回
124回

船戸与一 「虹の谷の五月」 集英社
金城一紀 「ＧＯ」 講談社

山本文緒 「プラナリア」 文芸春秋
重松清　  「ビタミンF」 新潮社

・１月　プーチンが大統領に当選（ロシア）
　　　　「ハッピーマンデー」　スタート
・４月　介護保険法　施行
・７月　シドニーオリンピック開催（オーストラリア）
・９月　東海地方で記録的手中豪雨（東海豪雨）
・１１月　改正少年法　成立

１３年
2001

125回
126回

藤田宜永 「愛の領分」 文芸春秋
山本一力 「あかね空」 文芸春秋
唯川恵 「肩ごしの恋人」 マガジンハウス

・１月　ジョージ・ブッシュ大統領就任（アメリカ）
・４月　森内閣総辞職、小泉純一郎首相就任
・９月　アメリカ同時多発テロ発生（アメリカ）
・１０月　アメリカ軍アフガニスタンに侵攻（中央アジア）
・１１月　JR東日本が「Suica」のサービス開始

１４年
2002

127回
128回

乙川優三郎 「生きる」 文芸春秋 受賞作無し

・１月　ユーロが現金通貨として流通開始
　　　　雪印牛肉偽装事件
・５月　FIFAワールドカップ日韓大会開催
・８月　住基ネット開始
・９月・１０月　小泉首相が電撃訪朝、拉致被害者５人帰国

１５年
2003

129回
130回

石田衣良 「４TEENフォーティーン」 新潮社
村山由佳 「星々の舟」 文芸春秋

江國香織 「号泣する準備はできていた」 新
潮社
京極夏彦 「後巷説百物語」 角川書店

・３月　イラク戦争勃発（イラク）
・４月　平成の大合併　開始
・５月　個人情報保護法　成立
・１２月　地上デジタル放送開始



１６年
2004

131回
132回

奥田英朗 「空中ブランコ」 文芸春秋
熊谷達也 「邂逅の森」 文芸春秋

角田光代 「対岸の彼女」 文芸春秋

・４月　「冬のソナタ」ブーム
・１１月　新潟県中越地震
　　　　千円札・五千円札・一万円札　２０年ぶりにデザイン変
更
・１２月　スマトラ島沖地震（インドネシア）

１７年
2005

133回
134回

朱川湊人 「花まんま」 文芸春秋 東野圭吾 「容疑者Xの献身」 文芸春秋

・４月　ローマ法王ヨハネ・パウロ２世死去（イタリア）
　　　　アニメ「ドラえもん」声優交替
・８月　郵政解散選挙で小泉首相圧勝
・１０月　郵政民営化法案成立
・１１月　耐震偽装問題が発覚

１８年
2006

135回
136回

三浦しをん 「まほろ駅前多田便利軒」 文芸
春秋
森絵都 「風に舞いあがるビニールシート」
文芸春秋

受賞作無し

・３月　トリノオリンピック開催（イタリア）
　　　　荒川静香が女子フィギュアスケートで金メダル獲得
・８月　冥王星が惑星から準惑星に
・９月　小泉内閣総辞職、安倍晋三首相就任
　　　　秋篠宮家に悠仁親王ご誕生
・１２月　フセイン元大統領　死刑執行（イラク）

１９年
2007

137回
138回

松井今朝子 「吉原手引草」 幻冬舎 桜庭一樹 「私の男」 文芸春秋

・１月　防衛省　発足
　　　　ドワンゴが「ニコニコ動画（β ）」サービス開始
・６月　iPhone発売（アメリカ）
・８月　サブプライムローン・ショック（アメリカ）
・９月　阿部内閣総辞職、福田康夫首相就任
・１０月　緊急地震速報　運用開始

２０年
2008

139回
140回

井上荒野 「切羽へ」 新潮社
天童荒太 「悼む人」 文芸春秋
山本兼一 「利休にたずねよ」 PHP研究所

・５月　四川大地震（中国）
・９月　リーマン・ショック（アメリカ）
　　　　麻生太郎首相就任
・１０月　日経平均一時６，９９４円９０銭を記録
・１２月　日比谷公園に「年越し派遣村」　開村

２１年
2009

141回
142回

北村薫 「鷺と雪」 文芸春秋
佐々木譲 「廃墟に乞う」 文芸春秋
白石一文 「ほかならぬ人へ」 祥伝社

・１月　オバマ大統領　就任（アメリカ）
・５月　裁判員制度　開始
　　　　村上春樹の小説「１Q８４」発売、ブームに
・８月　総選挙で民主党が勝利、政権交代へ
　　　　ウサイン・ボルトが１００ｍで世界新記録９秒５８

２２年
2010

143回
144回

中島京子 「小さいおうち」 文芸春秋
木内昇 「漂砂のうたう」 集英社
道尾秀介 「月と蟹」 文芸春秋

・１月　日本年金機構発足、日本航空　経営破綻
・３月　平成の大合併終了
・６月　小惑星探査機「はやぶさ」が帰還
・９月　尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁艦艇に衝突

２３年
2011

145回
146回

池井戸潤 「下町ロケット」 小学館 葉室麟 「蜩ノ記」 祥伝社

・１月　中国がGDP世界第２位に。日本は３位転落
・３月　東日本大震災、福島第一原発１号機爆発
・５月　アメリカ軍がウサマ・ビン・ラディンを射殺
・７月　FIFA女子ワールドカップで日本初優勝
・１０月　アップル社元CEO　スティーブ・ジョブズ死去（アメリ
カ）
・１１月　世界人口７０億人突破

２４年
2012

147回
148回

辻村深月 「鍵のない夢を見る」 文芸春秋
朝井リョウ 「何者」 新潮社
安部龍太郎 「等伯（上・下）」 日本経済新聞
社

・２月　復興庁　発足
・５月　東京スカイツリー開業
・７月　ロンドンオリンピック　開催
・９月　尖閣諸島国有化を閣議決定
・１０月　山中伸哉京大教授　ノーベル医学賞受賞
・１２月　野田内閣総辞職、安倍晋三首相就任（２度目）

２５年
2013

149回
150回

桜木紫乃 「ホテルローヤル」 集英社
朝井まかて 「恋歌」 講談社
姫野カオルコ 「昭和の犬」 幻冬舎

・３月　習近平が国家主席に就任（中国）
・８月　国の借金１０００兆円の大台を突破
・９月　２０２０年東京オリンピック開催決定
・１２月　「ブラック企業」が流行語トップテンに

２６年
2014

151回
152回

黒川博行 「破門」 角川書店 西加奈子 「サラバ！（上・下）」 小学館

・２月　ウクライナ騒乱、ロシアがクリミア半島占拠（ウクライ
ナ）
・３月　クリミアがロシアに編入（ウクライナ）
・４月　消費税８％導入
・６月　イスラム国が国家樹立宣言（中東）

２７年
2015

153回
154回

東山彰良 「流」 講談社 青山文平 「つまをめとらば」 文芸春秋
・1月　シャルリー・エブド襲撃事件（フランス）
・7月　又吉直樹「火花」が芥川賞受賞
・11月　パリ同時多発テロ（フランス）

２８年
2016

155回
156回

荻原浩 「海の見える理髪店」 集英社 恩田　陸 「蜜蜂と遠雷」 幻冬舎

・1月　マイナンバー制度開始
・４月　熊本地震
・６月　イギリスが国民投票によりEU離脱へ（イギリス）
・７月　津久井やまゆり園で元職員が入所者１９名を刺殺
・８月　天皇陛下がビデオメッセージで退位の意向を表明
・１１月　フィデロ・カストロ　死去（キューバ）
・１２月　SMAP解散

２９年
2017

157回
158回

佐藤正午 「月の満ち欠け」 岩波書店 門井慶喜 「銀河鉄道の父」 講談社

・１月　トランプ大統領就任（アメリカ）
・３月　朴槿恵大統領罷免（韓国）
・５月　マクロン大統領就任（フランス史上最年少）
・６月　プロ棋士藤井聡太４段が２９連勝を達成
・１０月　カズオ・イシグロがノーベル文学賞受賞
　　　　　ICAN＝核兵器廃絶キャンペーンがノーベル平和賞
受賞

３０年
2018

159回
160回

島本理生 「ファーストラブ」 文芸春秋 真藤順丈 「宝島」 講談社

・３月　黒田東彦日銀総裁　再任
・６月　米朝首脳が史上初の階段（アメリカ・韓国）
・７月　オウム真理教事件　死刑囚１３人に死刑執行
・１０月　豊洲市場開場、築地市場の歴史に幕
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