
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

菅義偉首相就任    安倍晋三総理が2020年8月28日に辞任を表明し,その後任として，

同年9月16日に菅義偉総理が選出され，新内閣を発足させた。菅総理

は安倍内閣時代に官房長を務めており，2019年4月1日に新元号令和

の発表を行った。 

 

安倍総理辞任表明         安倍晋三総理が2020年8月28日に辞任を表明した。安倍総理の在職

日数は第二次政権以降の連続で2822日と，憲政史上最長であった。

「デフレ脱却」「富の拡大」を目指すアベノミクスを掲げ，安定した

支持率を保ってきたが，自身の健康問題を理由に辞任の意向を固め

た。 

 

「Go to トラベル」スタート 
 

新型コロナウイルスの感染拡大によって打撃を受けた観光業界に

対する政府の支援事業「Go To トラベル」が2020年7月22日にスター

トした。

    

第163回芥川賞・直木賞         2020年7月15日，「第163回芥川賞」および「第163回直木賞」が発

表された。芥川賞は高山羽根子氏の「首里の馬」と遠野遥氏の「破

局」，直木賞は馳星周氏の「少年と犬」がそれぞれ受賞した。 

 

トランプ氏がWHO脱退を正式通告    アメリカのドナルド・トランプ大統領は2020年5月下旬に世界保健

機構(WHO)から脱退する方針を表明していたが，2020年7月8日に国連

と米議会に正式に脱退の意向を通告した。トランプ氏はWHOについ

て，新型コロナウイルスの発生時に中国の影響下にあったと非難し

ていた。 

 
東京都知事選 任期満了に伴う東京都知事選が2020年7月5日に投開票された。過

去最多の22名が立候補した東京都知事選は，無所属現職の小池百合

子氏が再選した。 

 
レジ袋有料化スタート  2020年7月1日から，全国の小売店においてプラスチック製のレジ袋の有料化

が義務付けられた。プラスチックごみによる海の汚染や地球温暖化を防ぐこと

を目的に行われた。 
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「香港国家安全維持法」          2020年6月30日，香港での反政府的な動きを取り締まる中国の「国

家安全維持法」が施行された。対象には外国人も含まれており，違

反者には最高で無期懲役が科される。この法律は，香港での社会不

安が大きくなったことや民主化を求める動きが広がっていたことを

受け，導入された。この法律に対しては，香港の自由を弱めるもの

だとして批判がなされている。 

 

あおり運転厳罰化         「あおり運転」を厳罰化するため，2020年6月30日に改正道路交通

法が施行され，「妨害運転罪」が創設された。このことにより，「あ

おり運転」に対して最高で５年以下の懲役または100万円以下の罰金

が科され，免許取り消しなどの罰則も新たに盛り込まれた。 

 

日本のスパコン世界１位に 日本の理化学研究所と富士通が共同開発したスーパーコンピュー 

ター「富岳」が，全世界のスーパーコンピューターの計算速度ランキ

ング「トップ500」で1位になったということが，2020年6月22日に明

らかになった。日本のスパコンが世界1位になるのは，9年ぶりのこと

である。

南北共同連絡事務所が爆破                 2020年6月13日に，北朝鮮が，韓国の脱北者団体が北朝鮮体制批判

のビラを散布したことの報復として，共同連絡事務所を破壊するこ

とを予告した。そして，その３日後の6月16日に実施した。南北共同

連絡事務所とは，正式な外交関係がない南北朝鮮の窓口として，韓

国と北朝鮮が共同で運営していた連絡事務所であった。 

 

民間初の有人宇宙船打ち上げ      アメリカの宇宙企業スペースX社が開発した有人宇宙船「クルー

ドラゴン」が2020年5月31日，ケネディ宇宙センターから打ち上げ

られた。国際宇宙ステーションを目指す本格的な民間の有人宇宙船

の打ち上げが成功するのは初めて。 

 

黒人暴行死によるデモの拡大     アメリカ中西部ミネソタ州で2020年5月25日，黒人男性が白人警

官に首を圧迫された後死亡したという事件が起きた。この様子を撮

影した動画が拡散され，それをきっかけに人種差別に抗議するデモ

が拡大した。             

 
夏の甲子園中止が決定         新型コロナウイルスの感染拡大を受け，2020年5月20日に第102回

全国高等学校野球選手権大会と，代表49校を決める地方大会の中止

が発表された。夏の甲子園が中止されたのは，米騒動があった1918
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年，戦争の影響を受けた 1941 年に続いて３回目である。 

 

国民に一律 10万円    新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策を盛り込んだ

2020年度補正予算が 4月 30日の参院本会議で可決された。この予算

案には，国民への一律 10万円現金給付が盛り込まれていた。

 

緊急事態宣言  新型コロナウイルスの感染が拡大する中，政府は2020年4月7日

に，東京，神奈川，埼玉，千葉，大阪，兵庫，福岡の7都府県を対象

に，特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。また，4月16日に

は，緊急事態宣言を全都道府県に拡大した。期間は5月6日までであ

ったが，のちに5月31日まで延長された。 

 

東京オリパラ延期               2020年 3月 24日，国際オリンピック委員会と公益財団法人東京オ

リンピック組織委員会は，東京 2020オリンピック・パラリンピック

競技大会の延期を発表した。その後 3月 30日に，東京オリンピック

が 2021年 7月 23日〜8月 8日，東京パラリンピックは 2021年 8月

24日〜9月 5日に開催するとした。

 

高輪ゲートウェイ駅開業           JR東日本は3月14日，山手線で49年ぶりの新駅となる「高輪ゲー

トウェイ」を品川-田町間に開業した。羽田空港に近く，品川に隣

接する新駅として，東京と世界の玄関口になることが期待される。
 
 

春の選抜の中止が決定             新型コロナウイルスの感染拡大を受け，2020年3月11日に第92回選

抜高等学校野球大会が中止されることが決定した。本大会が開催中

止となるのは，1924年に始まって以来初めてである。

新型肺炎「COVID-19」と命名        2020年2月11日，世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は，新型

コロナウイルスによる肺炎を「COVID-19」と名付けたと発表した。

これは「コロナウイルス病」の英語表記を略した「COVID」と感染が

報告された2019年を組み合わせた名前である。

四大陸フィギュアで日本勢大活躍   2020年2月6日から9日にかけて，四大陸フィギュアスケート選手権

2020が韓国で行われた。男子シングルでは羽生結弦が1位に，女子シ

ングルでは紀平梨花が１位に輝いた。男子では鍵山優真も3位とな

り，計3つのメダルを獲得した。 
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COVID-19が指定感染症に          2020年 2月 1日，新型コロナウイルスによる肺炎である COVID-19

を感染症法上の「指定感染症」と，検疫法上の「検疫感染症」とす

る政令を施行した。このことによって，感染が疑われる入国者に

は，空港の検疫所が強制的に診察や検査を行うことができるように

なった。 

 

イギリス EU脱退  イギリスが 1月 31日午後 11時(日本時間 2月 1日午前 8時)，ヨ

ーロッパ連合(EU)から脱退した。1952年に EUの前身となる欧州石炭

鉄鋼共同体が発足して以降，EUから加盟国が脱退するのは初めての

ことであった。ただ，1月 31日午後 11時からイギリスは移行期間に

入るため，2020年の末までは実質的に EUに残留した状態が続くこと

になる。 

 

地質時代名「チバニアン」決定     2020年 1月 17日，地球の歴史の 1つの時代が「チバニアン(千葉

時代)」と命名されることが明らかになった。77万 4000年前から 12

万 9000年前の時代の始まりを告げる痕跡が千葉県市原市の地層に見

られ，時代の名前としてふさわしいと日本チームが申請していた。

そして，国際地質科学連合が韓国で会合を開き，最終承認された。

地球史は当時の様子を示す地名などをもとに名前をつけることが通

例となっているが，その一時代に日本の地名が用いられるのは初め

てのことである。 

 

第 162回芥川賞・直木賞   2020年1月15日，「第162回芥川賞」および「第162回直木賞」が発

表された。芥川賞は古川真人氏の「背高泡立草」が，直木賞は川越

宗一氏の「熱源」がそれぞれ受賞した。 

 
 

パリ協定ルール合意見送り  2019年12月2日から15日にかけて，スペインのマドリードにて，国

連気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)が開催された。地球温

暖化対策の国際取り組みである「パリ協定」の中で積み残しとなって

いた運用ルールについて，合意は来年以降に見送りとなった。また，

温室ガス削減目標の引き上げについても義務付けまでは至らず，各国

の努力を促すにとどまった。 

 

2019年今年の漢字は「令」        2019年12月12日，公益財団法人日本漢字能力検定協会は「今年の漢

字」を発表した。京都・清水寺の森清範貫主が揮毫した「今年の漢

字」は「令」。この漢字が選ばれた理由は，2019年に新元号「令」和

となり，新たな時代の希望を感じられたためとされている。「令」が 
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              日本最古の歌集・万葉集からの出典であったことから，「令」の字の

持つ意味や書き方にも注目が集まった。 

日米貿易協定が国会で承認        日米双方の関税を削減・撤廃する日米貿易協定が，2019年12月4日

の参院本会議で，賛成多数で承認された。これにより，アメリカから

輸入する牛肉の関税は現行の38.5%から段階的に引き下がり，2033年

度に９%になる。また，電子商取引のルールなどが盛り込まれた日米

デジタル貿易協定も同時に承認された。どちらの協定についても，

2020年1月1日に発効されると固まった。 

 

2019年の新語・流行語大賞     2019年の「ユーキャン新語・流行語大賞」が同年12月2日に発表さ

れ，年間大賞に「ONE TEAM」が選ばれた。これは初の8強入りを遂げ

た，ラグビーW杯日本大会の日本チームのスローガンである。大賞を

除くトップ10には「計画運休」「軽減税率」「スマイリングシンデレラ

/しぶこ」「タピる」「#KuToo」「〇〇ペイ」「免許返納」「闇営業」「令

和」が選ばれた。 

 

ヤフーとLINEが統合発表         2019年11月18日，Yahoo Japanなどを運営するヤフーの親会社Zホ

ールディングスとLINEは経営統合することで基本合意したことを発

表した。 経営統合の目的については「日本及びグローバルにおける

熾烈な競争を勝ち抜くことができる企業グループへと飛躍するこ

と」だと述べている。 

 

米国「パリ協定離脱」を正式通知   アメリカは2019年11月4日，気候変動への国際的な取り組みを定め

た2015年の「パリ協定」からの離脱を，国連に正式に通知した。こ

のことにより，アメリカは世界で唯一この協定に参加していない国

となる。トランプ米大統領は2017年6月に「米国の労働者に不利益を

強いる」として離脱方針を表明していた。離脱のためには１年を要

し，2020年11月4日に正式な離脱となる。 

 
大学入試，英語民間試験の見送り   2019年11月1日，萩生田文部科学大臣は2020年度から始まる大学入

学共通テストへの英語民間試験の導入を見送ることを発表した。英

語民間試験を経済的な状況や住んでいる地域にかかわらず，等しく

安心して受けられるようにするためには，さらなる時間が必要だと

した。大学入試における新たな英語試験は2024年度入試から導入す

ることを予定している。 
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首里城で火災                   2019年 10月 31日，那覇市の世界遺産である，首里城で火災が起こ

った。木造 3階建ての正殿から出火し北殿，南殿などに延焼，6棟が

ほぼ全焼し，約 8時間後に鎮火した。首里城正殿などは戦前に国宝に

指定されたが，戦災で失われているため，現在の建物は 1992年に復

元されたものである。首里城は 1429年から 450年間存在していた琉

球王国の政治や外交の中心地であった。首里城跡は 2000年に世界遺

産として登録されていた。 

 

即位礼正殿の儀が行われる         2019年 10月 22日，同年５月の皇位継承に伴い新たに即位した天皇 

陛下が，即位を国内外に宣言される「即位礼正殿の儀」が皇居の宮殿 

で行われ，高御座の台座で「おことば」を述べられた。

 

台風19号の上陸ともたらした被害    2019年10月12日，南鳥島近海で発生した台風19号が大型で強い勢力

を保って伊豆半島に上陸した。この台風によって，西〜東日本の広い

範囲で大雨や強風となり，特に静岡県や関東甲信越，東北地方で大き

な被害がもたらされた。また，台風19号の影響で河川氾濫や土砂災害

などが相次ぎ，死者90名，行方不明者9名，住家の全半壊等4008棟，

住家浸水70341棟と極めて甚大な被害が発生した。台風に備え，交通

機関では大規模な計画運休が実施された。鉄道は12日昼頃から13日昼

頃にかけて全面的に運転見合わせ，航空についても11日から1500便を

超える欠航を決定したため，目立った混乱は見られなかった。

吉野彰氏ノーベル賞受賞          2019年のノーベル賞が同年10月に発表され，旭化成名誉フェローの

吉野彰氏らがノーベル化学賞を受賞した。吉野氏らはリチウムイオン

電池を開発した。この業績は情報化社会を支え，地球温暖化の解決に

もつながるとして評価された。また，東アフリカ・エチオピアのアビ

ー・アハメドアリ首相がノーベル平和賞を受賞した。エチオピアは

2018年に，隣国のエリトリアとの間で和平合意を実現し，1998年〜

2000年の国境紛争から20年間続いた軍事的対立を終わらせた。 

 各賞の受賞者は下の通り(敬称略)。 

・医学生理学賞：ウィリアム・ケーリン，ピーター・ラトクリフ，グ

レッグ・セメンザ 

・物理学賞：ジェームズ・ピーブルス，ミシェル・マイヨール，ディ

ディエ・ケロー 

・化学賞：吉野彰，ジョン・グッドイナフ，スタンリー・ウィッティ

ンガム 
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・文学賞：ペーター・ハントケ，オルガ・トカルチュク 

・平和賞：アビー・アハメド・アリ  

・経済学賞：エスター・デュフロ，アビジット・バナジー，マイケ

ル・クレマー 

 

消費税10%スタート  2019年10月1日に，消費税が8％から10％に引き上げられた。増税と

同時に軽減税率の導入も始まり，外食などを除く多くの食品は増税か

ら除外され8％の据え置きとなった。新たな税収は社会福祉プログラム

に使われるほか，公債の返済に充てられる方針である。2015年10月に

は10％に引き上げられる予定であったが，これまで2度増税を先送りに

していた。  

 

「国連気候行動サミット」開催      アメリカのニューヨーク州の国連本部で 2019年 9月 23日，各国

首脳級や企業のトップらが地球温暖化の具体的な対策を表明する

「国連気候行動サミット」が開かれた。サミットを主導した国連の

グレーテス国連事務総長は，先進国を中心に 77カ国が 2050年まで

に温暖化ガス排出量を実質ゼロにすると約束したと強調した。 

 

ラグビーW杯日本大会開催         2019年9月20日〜11月2日の44日間，第９回ラグビーワールドカッ

プが日本で行われた。本大会では南アフリカが３度目の優勝を飾っ

た。また，日本代表は予選で4連勝し，初のベスト8入りを果たし自

国開催の大会を盛り上げた。  

 
台風15号の上陸ともらたした被害      2019年9月5日に台風15号が発生し同月9日に千葉市付近に上陸し

た。関東各地で記録的な暴風雨となった。強い雨風による家屋被害

や倒木，大雨および沿岸部の高波による浸水などの被害が発生し

た。この台風により，死者3人，重軽傷者150人と大きな被害がもた

らされた。鉄道では計画運休が実施されたものの，一部の路線では

倒木や飛来物の影響で運転再開が予定より遅れ，通勤や通学に影響

が出た。成田空港では，都心部につながる交通機関が一斉に運休し

たことで，1万人以上が空港内で夜を明かすこととなった。 
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