
（元年の西暦と和暦）元 号

飛鳥時代

西 暦 （和暦） 西 暦 （和暦）

大化 ６４５（１３０５） 白雉 ６５０（１３１０）

朱鳥 ６８６（１３４６） 体寶 ７０１（１３６１）

慶雲 ７０４（１３６４） 和銅 ７０８（１３６８）

奈良時代

靈龜 ７１５（１３７５） 養老 ７１７（１３７７）

神龜 ７２４（１３８４） 天平 ７２９（１３８９）

天平感寶７４９（１４０９） 天平勝寶７４９（１４０９）

天平寶字７５７（１４１７） 天平神護７６５（１４２５）

神護景雲７６７（１４２７） 寶龜 ７７０（１４３０）

天應 ７８１（１４４１） 延暦 ７８２（１４４２）

平安時代

大同 ８０６（１４６６） 弘仁 ８１０（１４７０）

天長 ８１４（１４８４） 承和 ８３４（１４９４）

嘉祥 ８４８（１５０８） 仁壽 ８５１（１５１１）

齊衡 ８５４（１５１４） 天安 ８５７（１５１７）

貞觀 ８５９（１５１９） 元慶 ８７７（１５３７）

仁和 ８８５（１５４５） 寛平 ８８９（１５４９）

昌泰 ８９８（１５５８） 延喜 ９０１（１５６１）

延長 ９２３（１５８３） 承平 ９３１（１５９１）

天慶 ９３８（１５９８） 天暦 ９４７（１６５０）

天徳 ９５７（１６１７） 應和 ９６１（１６２１）

康保 ９６４（１６２４） 安和 ９６８（１６２８）

天祿 ９７０（１６３０） 天延 ９７３（１６３３）

貞元 ９７６（１６３６） 天元 ９７８（１６３８）

永觀 ９８３（１６４３） 寛和 ９８５（１６４５）

永延 ９８７（１６４７） 永祚 ９８９（１６４９）

正暦 ９９０（１６５０） 長徳 ９９５（１６５５）

長保 ９９９（１６５９） 寛弘１００４（１６６４）

長和１０１２（１６７２） 寛仁１０１７（１６７７）

治安１０２１（１６８１） 萬壽１０４０（１６８４）



長元１０２８（１６８８） 長暦１０３７（１６９７）

長久１０４０（１７００） 寛徳１０４４（１７０４）

永承１０４６（１７０６） 天喜１０５３（１７１３）

康平１０５８（１７１８） 治暦１０６５（１７２５）

延久１０６９（１７２９） 承保１０７４（１７３４）

承暦１０７７（１７３７） 永保１０８１（１７４１）

應徳１０８４（１７４４） 寛治１０８７（１７４７）

嘉保１０９４（１７５４） 永長１０９６（１７５６）

承徳１０９７（１７５７） 康和１０９９（１７５９）

長治１１０４（１７６４） 嘉承１１０６（１７６６）

天仁１１０８（１７６８） 天永１１１０（１７７０）

永久１１１３（１７７３） 元永１１１８（１７７８）

保安１１２０（１７８０） 天治１１２４（１７８４）

大治１１２６（１７８６） 天承１１３１（１７９１）

長承１１３２（１７９２） 保延１１３５（１７９５）

永治１１４１（１８０１） 康治１１４２（１８０２）

天養１１４４（１８０４） 久安１１４５（１８０５）

仁平１１５１（１８１１） 久壽１１５４（１８１４）

保元１１５６（１８１６） 平治１１５９（１８１９）

永暦１１６０（１８２０） 應保１１６１（１８２１）

長寛１１６３（１８２３） 永萬１１６５（１８２５）

仁安１１６６（１８２６） 嘉應１１６９（１８２９）

承安１１７１（１８３１） 安元１１７５（１８３５）

治承１１７７（１８３７） 養和１１８１（１８４１）

壽永１１８２（１８４２） 元暦１１８４（１８４４）

文治１１８５（１８４５） 建久１１９０（１８５０）

鎌倉時代

正治１１９９（１８５９） 建仁１２０１（１８６１）

元久１２０４（１８６４） 建永１２０６（１８６６）

承元１２０７（１８６７） 建暦１２１１（１８７１）

建保１２１３（１８７３） 承久１２１９（１８９７）

貞應１２２２（１８８２） 元仁１２２４（１８８４）

嘉祿１２２５（１８８５） 安貞１２２７（１８８７）

寛喜１２２９（１８８９） 貞永１２３２（１８９２）

天福１２３３（１８９３） 文暦１２３４（１８９４）

嘉禎１２３５（１８９５） 暦仁１２３８（１８９８）

延應１２３９（１８９９） 仁治１２４０（１９００）

寛元１２４３（１９０３） 寶治１２４７（１９０７）



建長１２４９（１９０９） 康元１２５６（１９１６）

正嘉１２５７（１９１７） 正元１２５９（１９１９）

文應１２６０（１９２０） 弘長１２６１（１９２１）

文永１２６４（１９２４） 建治１２７５（１９３５）

弘安１２７８（１９３８） 正應１２８８（１９４８）

永仁１２９３（１９５３） 正安１２９９（１９５９）

乾元１３０２（１９６２） 嘉元１３０３（１９６３）

徳治１３０６（１９６６） 延慶１３０８（１９６８）

應長１３１１（１９７１） 正和１３１２（１９７２）

文保１３１７（１９７７） 元應１３１９（１９７９）

元亨１３２１（１９８１） 正中１３２４（１９８４）

嘉暦１３２６（１９８６） 元徳１３２９（１９８９）

元弘１３３１（１９９１）南朝

正慶１３３２（１９９２）北朝

南北朝時代

建武 １３３４（１９９４） 南延元１３３６（１９９６）

北暦徳１３３８（１９９８） 興國 １３４０（２０００）

北康永１３４２（２００２） 北貞和１３４５（２００５）

正平 １３４６（２００６） 北觀應１３５０（２０１０）

北文和１３５２（２０１２） 北延文１３５６（２０１６）

北康安１３６１（２０２１） 北貞治１３６２（２０２２）

北應安１３６８（２０２８） 建徳 １３７０（２０３０）

文中 １３７２（２０３２） 天授 １３７５（２０３５）

北永和１３７５（２０３５） 北康暦１３７９（２０３９）

弘和 １３８１（２０４１） 北永徳１３８１（２０４１）

元中 １３８４（２０４４） 北至徳１３８４（２０４４）

北嘉慶１３８７（２０４７） 北康應１３８９（２０４９）

北明徳１３９０（２０５０）

室町時代

明徳１３９３（２０５３） 應永１３９４（２０５４）

正長１４２８（２０８８） 永享１４２９（２０８９）

嘉吉１４４１（２１０１） 文安１４４４（２１０４）

寶徳１４４９（２１０９） 享徳１４５２（２１１２）

康正１４５５（２１１５） 長祿１４５７（２１１７）

寛正１４６０（２１２０） 文正１４６６（２１２６）

應仁１４６７（２１２７） 文明１４６９（２１２９）



長享１４８７（２１４７） 延徳１４８９（２１４９）

明應１４９２（２１５２） 文龜１５０１（２１６１）

永正１５０４（２１６４） 大永１５２１（２１８１）

享祿１５２８（２１８８） 天文１５３２（２１９２）

弘治１５５５（２２１５） 永祿１５５８（２２１８）

安土桃山時代

天正１５７３（２２３３） 文祿１５９２（２２５２）

慶長１５９６（２２５６）

江戸時代

元和１６１５（２２７５） 寛永１６２４（２２８４）

正保１６４４（２３０４） 慶安１６４８（２３０８）

承應１６５２（２３１２） 明暦１６５５（２３１５）

萬治１６５８（２３１８） 寛文１６６１（２３２１）

延寶１６７３（２３３３） 天和１６８１（２３４１）

貞享１６８４（２３４４） 元祿１６８８（２３４８）

寶永１７０４（２３６４） 正徳１７１１（２３７１）

享保１７１６（２３７６） 元文１７３６（２３９６）

寛保１７４１（２４０１） 延享１７４４（２４０４）

寛延１７４８（２４０８） 寶暦１７５１（２４１１）

明和１７６４（２４２４） 安永１７７２（２４３２）

天明１７８１（２４４１） 寛政１７８９（２４４９）

享和１８０１（２４６１） 文化１８０４（２４６４）

文政１８１８（２４７８） 天保１８３０（２４９０）

弘化１８４４（２５０４） 嘉永１８４８（２５０８）

安政１８５４（２５１４） 萬延１８６０（２５２０）

文久１８６１（２５２１） 元治１８６４（２５２４）

慶應１８６５（２５２５）

平成元年は西暦１９８９年・和暦２６４９年現代 ※

西 暦 （和暦） 西 暦 （和暦）

明治１８６８（２５２８） 大正１９１２（２５７２）

昭和１９２６（２５８６） 平成１９８９（２６４９）



干支
え と

元来、中国で年代の計算に設定された十干と十二支を組み合わせたもので、
じっかん じ ゅ う に し

十と十二の最少公倍数六十で一巡りすることになる。

十干

甲(きのえ) 乙(きのと) 丙(ひのえ） 丁(ひのと) 戊(つちのえ)
こう おつ へい てい ぼ

己(うちのと) 庚(かのえ) 辛(かのと) 壬(みずのえ) 癸(みずのと)
き こう しん じん き

十二支

子（鼠） 丑 （牛）寅（虎）卯（兎）辰（竜）巳（蛇）
し ね ちゅう いん ぼう う しん たつ し み

午（馬）未（ 羊 ）申（猿）酉（鶏） 戌 （犬）亥（猪）
ご び ひつじ しん ゆう とり じゅつ がい い

十干と十二支を組み合せ

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰

己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉

甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅

己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未

甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子

己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌

己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申

己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑

甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午

己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥


