
関係年表

元号 西暦 主な出来事 唱歌に係る出来事 及び 主な唱歌

明治1 1868 明治維新

明治5 1872
太陽暦採用
鉄道開通（新橋～横浜間）

「学制」公布

明治6 1873
日本初の銀行「第一国立銀行」設立
徴兵令公布

田村虎蔵誕生

明治9 1876
グレアム・ベルが電話機を発明
日朝修好条規調印

高野辰之誕生

明治11 1878
トーマス・エジソンが蓄音機を実用化
大久保利通暗殺される

伊沢修二アメリカから帰国
岡野貞一誕生

明治12 1879
琉球藩を廃止し沖縄県を設置
横浜正金銀行設立

文部省音楽取調掛設置
滝廉太郎誕生

明治14 1881
板垣退助が自由党を結成
パブロ・ピカソ誕生

文部省音楽取調掛『小学唱歌集 初
編』〔蝶々、蛍（蛍の光）、仰ふげば尊
し〕
日本初の音楽教科書

明治20 1887 鹿鳴館で首相主催の舞踏会
文部省音楽取調掛『幼稚園唱歌集』
〔キラキラ星、ぶんぶんぶん〕

明治21 1888 大和田建樹・奥好義『明治唱歌』

明治22 1889 大日本帝国憲法公布
東京音楽学校『中等唱歌集』〔君が
代、埴生の宿〕
日本初の中学校音楽教科書

明治23 1890
第１回帝国議会
電話開通（東京～横浜間）

「教育勅語」公布
教科書検定はじまる

明治24 1891 「小学校教則大綱」公布

明治25 1892
ディーゼルエンジンの発明
チャイコフスキー死去

文部省『小学唱歌』（第２期）

明治26 1893
御木本幸吉が真珠の養殖に成功
『文学界』創刊

「祝日大祭日唱歌」制定
成田為三誕生

明治27 1894
日清戦争（～1895）
北里柴三郎がペスト菌を発見

軍歌の興隆

明治29 1896
第1回オリンピック大会（アテネ）
宮沢賢治誕生

教育音楽講習会『新編教育唱歌集』
〔港〕
Ｌ．Ｗ．メーソン死去

明治33 1900
ツェッペリンが飛行船の飛行に成功
オスカー・ワイルド死去

言文一致唱歌の興隆
納所弁次郎・田村虎蔵『教科適用幼
年唱歌』〔金太郎〕
大和田建樹『地理教育鉄道唱歌 第１
集 東海道』
山田源一郎『女学唱歌』

明治34 1901
第１回ノーベル賞授賞
英ヴィクトリア女王死去

東京音楽学校『中学唱歌』〔箱根八
里、荒城の月〕
共益商社楽器店『幼稚園唱歌』〔お正
月〕

明治35 1902
日英同盟締結
江之島電気鉄道（江ノ電）開業

教科書疑獄事件
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明治36 1903
ライト兄弟が有人動力飛行に成功
金子みすゞ誕生

国定教科書制度の実施
滝廉太郎死去

明治37 1904 日露戦争（～1905） 対露西亜戦の軍国的唱歌の流行

明治39 1906 『高等小学唱歌』

明治40 1907 『中等教育唱歌集』

明治42 1909
東京音楽学校『中等唱歌』（第２期）
天谷秀・近藤逸五郎『女声唱歌』

明治43 1910
韓国併合
『白樺』創刊

文部省唱歌の誕生
文部省『尋常小学読本唱歌』〔我は海
の子、鎌倉〕
「七里ヶ浜の哀歌」発表

明治44 1911
辛亥革命
『青鞜』創刊

文部省『尋常小学唱歌』刊行開始

明治45/
大正1

1912
吉丸一昌『幼年唱歌』（『新作唱歌』に
改題）

大正3 1914
第１次世界大戦（～1918）
東京駅開業

文部省『尋常小学唱歌 第六学年用』
〔朧月夜、故郷〕

大正5 1916 童謡の誕生

大正6 1917
ロシア革命
ジョン・Ｆ・ケネディ誕生

伊沢修二死去

大正7 1918 児童文芸雑誌『赤い鳥』創刊
大正から昭和初期にかけて唱歌遊
戯や唱歌（舞踊）劇が盛んに

大正12 1923 関東大震災

昭和7 1932 満洲国建国 文部省『新訂尋常小学唱歌』

昭和10 1935 文部省『新訂高等小学唱歌』

昭和16 1941 太平洋戦争始まる

「国民学校令」公布（小学校令改正）
教科名が「唱歌」から「音楽」へ
文部省『ウタノホン 上』『うたのほん
下』
初めての音楽の国定教科書
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