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2014年年⽇日本を中⼼心とした年年間政治・外交・イベント⽇日程表 　※禁不不許可配布／禁不不許可業務利利⽤用
日付

日本国内行事

他国／国際行事

年間通し／長期

北陸新幹線延伸開業

家族農業年

リニア中央新幹線が2014年度中に着工予定

全ての人のための持続可能な国連の10年

環状第2号線の新橋・虎ノ門区間（マッカーサー道路）開通予定

ワン・ワールドトレードセンター＠ニューヨークが開業予定

首都高速道路中央環状品川線が開通
首都圏中央連絡自動車道の桶川北本IC-白岡菖蒲IC間、久喜白岡JCT-境古河IC間、神崎IC-大栄JCT間が開通
新東名高速道路の浜松いなさジャンクションから豊田東ジャンクションが開通
常磐自動車道全線開通
介護保険法改正案国会提出
労働者派遣法改正案国会提出
平成26年（2014年）1月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

不明／不定

安倍晋三首相、エチオピア、モザンビーク、コートジボワール、オマーン歴訪

ソマリア・プントランド大統領選挙

1 新年祝賀の儀

ラトビアがユーロ導入

厚生労働省：平成25年(2013)人口動態統計の年間推計発表

ギリシャが欧州議長国に

給与法改正に基づき55歳以上の国家公務員の昇給を減速停止

ベトナムが新憲法施行

NISA（少額投資非課税制度）開始

北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）金正恩第一総書記が「新年の辞」を発表する見込み

サッカー天皇杯決勝戦
ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）
特定個人保護法委員会設置
2 新年一般参賀
箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝）〜3日
4 味の素が家庭向け「ほんだし」の出荷価格を６〜７％値上げ
5 NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」が放送開始

バングラデシュ総選挙

築地発競り
6 各地の証券取引所で大発会

トルコ・エルドリアン首相が来日〜8日

NISA(少額投資非課税制度)スタート
東京ディズニーランド「ジャングルクルーズ」リニューアルのため閉鎖
新株価指数JPX日経インデックス400開始
競馬 チャンピオンズカップ
7 昭和天皇崩御から２５年
千本釈迦堂

米CES〜10日

大根だき〜8日

8 大阪市立桜宮高校バスケットボール主将の体罰を苦にした自殺より１年
10 ２０１４年向け年賀はがき販売終了
那覇空港新国際線旅客ターミナルが完成

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

12 福島県浪江町成人式

ハイチ大地震から４年

13

米デトロイトモーターショー〜26日
テニス

14 卓球

全日本選手権〜19日

全豪オープン〜26日

エジプト憲法案に関する国民投票

15 日本共産党大会〜18日
東京警視庁設置140周年
16 長崎県知事選告示

アルジェリアガス精製プラントテロより1年
米国アカデミー賞候補作品発表＠ロサンゼルス

17 阪神大震災から19年
18 平成25年度大学入試センター試験〜19日
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
19 福島県南相馬市市長選挙
沖縄県名護市市長選挙
自由民主党大会
20

世界エネルギーサミット＠アブダビ〜22日
ゴールデン／グローブ賞発表・授賞式＠ビバリーヒルズ

22 第6回焼き肉ビジネスフェア2014in東京〜23日
フィギュアスケート

四大陸選手権＠台北〜25日

ダボス会議（世界経済フォーラム年次会議）〜25日
シリア内戦の政治解決を目指す和平会議ジュネーブ２開催

日銀「物価安定の目標」導入から1年
23 東京都知事選挙公示日

画家エドヴァルド・ムンク没後70年

24 NHK（日本放送協会）松本正之会長任期満了
福岡モーターショー2014〜27日
甲子園（選抜高校野球大会選考委員会）
第186回通常国会召集予定
通常国会収集
25 大学入試センター試験追試験・再試験〜26日

安倍総理インド訪問〜27日

第28回北方領土を考える高校生弁論大会
26 宮崎県宮崎市長選挙告示

インド共和国記念日

福島県喜多方市長選挙
競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
大阪市貝塚市市長選挙
福岡県久留米市長選挙
佐賀県嬉野市長選挙
沖縄県南城市長選挙
COMIC CITY 東京133
グラミー賞発表・授賞式＠ロサンゼルス
大阪国際女子マラソン
27 国公立大学入試の出願受付〜2月5日

ホロコースト犠牲者を想起する国際デー

28 ひかりの郷 日光国体（第69回国民体育大会スケート競技会・アイスホッケー競技会）〜2月2日

米大統領一般教書演説
中南米カリブ海諸国共同体（CELAC)首脳会議＠ハバナ

29 横浜事件から70年
国際水ソリューション総合展等＠東京ビックサイト〜31日
スキー全日本選手権〜30日
30 日韓大陸棚協定調印から40年

アフリカ連合総会＠アジスアベバ〜31日

林野庁緑のオーナー制度国賠訴訟判決＠大阪地裁
31 日本赤軍シンガポール製油所襲撃・フェリー強奪から40年

バーナンキ米FRB議長任期満了予定
中国春節／旧正月の連休
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）2月
日付

不明／不定

日本国内行事

他国／国際行事

首都高速八重洲線の長期通行止めが終了

ウナギの国際的資源保護・管理に係る第5回非公式協議

摂津水郡信用金庫と十三信用金庫が合併

2014〜15年秋冬ミラノ・コレクション

ソフトバンク鳥取米子ソーラーパークが商業運転開始

2014〜15年秋冬パリ・コレクション

日清製粉グループ本社が福岡市に建設していた小麦製粉工場が完成

米FRB次期議長ジャネット・イエレン氏着任の見込み

那覇空港第二滑走路工事の着工開始予定〜平成31年

エジプト大統領選挙予定

東京五輪組織委員会結成

米債務上限の引き上げ期限の可能性
TPP閣僚会合

1 歯科医師国家試験〜2日
元大関雅山断髪式＠両国国技館
三菱重工業と日立製作所が火力発電事業を統合する新会社を設立
2 長崎県知事選挙

タイ王国下院総選挙予定

岐阜県岐阜市選挙

コスタリカ大統領選挙

福岡県糸島市長選挙

エルサルバドル共和国大統領選挙

日本航空国際線就航60周年
秋田魁新報創刊140周年
3 平成25年度分贈与税の確定申告期間開始〜3月17日
各地で節分
4 第17回文化庁メディア芸術祭贈呈式
5 第65回札幌雪まつり〜11日
6 日本・スイス国交樹立から150年
関西財界セミナー＠京都国際会館〜7日

ベルリン国際映画祭〜16日
中国と台湾の人民元建て貿易直接決済開始から1年

パレスチナゲリラによるクウェート日本大使館占拠から40年
第64回ベルリン国際映画祭〜16日
7 北方領土の日

ソチ冬季五輪〜23日

ザ・リッツ・カールトン京都開業
第4回地域再生大賞表彰式
8 医師国家試験〜10日
各地で針供養
競馬 チャンピオンズカップ
リクルート創業者江副浩正氏1回忌
9 千本釈迦堂

大根だき〜8日

熊本県水俣市長選挙
民主党大会＠福島県郡山市
ワンダーフェスティバル2014冬＠幕張メッセ

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

10 日露戦争開戦から110年
えひめ丸事故から13年
11 オートレース
競輪

全日本選抜優勝戦＠浜松市

全日本選抜決勝＠高松市

12 スーパーマーケット・トレードショー2014等開催〜14日＠東京ビックサイト

北朝鮮による3回目の核実験より1年

13 助産師国家試験

EU首脳会議@ブリュッセル〜14日

CP+2014（カメラ業界最大の展示会）〜16日＠パシフィコ横浜
選挙へのインターネット利用解禁与野党合意から1年
14 バレンタインデー
保健師国家試験
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
大阪オートメッセ2014〜16日
ジャパンアミューズメントエキスポ〜15日
聖バレンタインデーは外階段で東京タワーに昇ろう！
15 言語聴覚士国家試験
横手のかまくら〜16日
世界らん展日本大賞2014〜23日
16 看護師国家試験
19 臨床検査技師国家試験
20 診療放射線技師国家試験
視能訓練し国家試験
22 あん摩マッサージ指圧国家試験

G２０財務省・中央銀行総裁会議＠シドニー〜23日

日本市場においてプレイステーション４発売
日本人28人死亡のニュージーランド地震から3年
竹島の日
23 皇太子殿下54歳の誕生日
東京都町田市長選挙
理学療法士国家試験〜24日
作業療法士国家試験〜24日
競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
きゅう師国家試験
東京マラソン2014
24 大相撲春場所番付発表

MWC（モバイルワールドコングレス）＠バルセロナ〜27日

25 国公立大入試前期日程開始

イエメン共和国にて暫定選挙によって選出されたハーディー大統領の任期満了

中日スポーツ創刊60周年

韓国朴槿恵大統領就任1周年

26 スマートエネルギーWeek2014＠東京ビックサイト〜28日
28 義肢装具士国家試験
ダイヤルQ2サービス終了
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）3月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

宮内庁編纂「昭和天皇実録」が完成

トルコ地方選挙

日本原燃による六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場が完成

BRICS首脳会議 @ブラジル・フォルタレザ

東日本大震災で普通になっていた、JR常磐線広野ー竜野間が完成

中国全国人民代表会議

公示地価公表

不明／不定

独立行政法人「日本万国博覧会記念機構」が廃止
独立行政法人

原理力安全基盤機構が原子力規制庁に統合

介護保険法改正案
国家戦略特区の対象地域を指定
1 国公立大入試の前期日程合格発表
JR予土線全線開通40周年

韓国三・一独立運動記念日
リオのカーニバル

郵政資料館リニューアルオープン
SECCON2013全国大会
サッカーJ1開幕
東京ガールズコレクション
2 沖縄県石垣市長選

第86回アカデミー賞授賞式＠ロサンゼルス

4 FOODEX JAPAN・中小企業総合展等＠幕張メッセ
街作り・店づくり総合展等＠東京ビックサイト
5 沖縄県慶良間諸島と沖合7キロまでの範囲を国立公園に指定

中国・全国人民代表大会第12期第2回会議

6

ジュネーブモーターショー〜16日

7 日本一の高層ビル「あべのハルカス」全面開業

ソチ冬季パラリンピック開幕〜16日

8 公立大入試中期日程
国際女性の日
9 岩手県奥州市長選
栃木県大田原市長選
ラグビー 日本選手権決勝
大相撲春場所〜23日
J3リーグ開幕
10 競馬 チャンピオンズカップ

CeBIT＠ハノーバー〜14日

11 東日本大震災から3年

北朝鮮による、朝鮮戦争休戦協定の白紙化宣言から1年

千本釈迦堂

大根だき〜8日

12 国公立大入試の後期日程試験開始
東大寺二月堂お水取り〜13日
13 九州新幹線鹿児島ルート鹿児島中央ー新八代開業から10年

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

14 ホワイトデー
JR東日本寝台特急「あけぼの」廃止
18 一連のグリコ・森永事件の発端となる江崎グリコ社長誘拐事件から30年
19

ローマ・カトリック教会フランシスコ法王就任式より1年

20 国公立大入試後期日程・中期日程合格発表

EU首脳会議＠ブリュッセル〜21日

東京ディズニーリゾート30周年「ザ・ハピネス・イヤー」がフィナーレ
地下鉄サリン事件19年
21 浜名湖花博2014〜6月15日
NHK大河ドラマ特別展「軍師官兵衛」〜5月6日
瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」開幕
22 国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
あべのハルカス美術館開館
米国大リーグ開幕＠シドニー
23 千葉県木更津市長選

フランス統一地方選挙第一回投票

競輪 日本選手権決勝
ボートレース 総理大臣杯決勝戦
24 大阪証券取引所と東京証券取引所のデリバティブ取引市場が大証に統合され、大証が「大阪取引所」と名称変更 第3回核セキュリティサミット＠ハーグ〜25日
25 岩手県久慈市長選挙
気候変動に関する政府間パネル（IPCC)総会＠横浜〜29日
26 日本原子力学会2014年春の年会〜28日

バンコク国際自動車ショー〜4月6日

27 第83回日本寄生虫学会大会〜28日
日本水産学会春季大会〜31日
28 プロ野球セ・パ両リーグ開幕
よみうり大手町ホール開業
29 NHK朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」最終回
30 COMIC

CITY

大阪98

31 日本赤十字による東日本大震災被災者への義援金受け付け終了

フランス統一地方選挙第二回投票
Alimentaria Barcelona 2014〜4月3日

被災中小企業に対する特例措置の適用期限など、東日本大震災被災者に対する各種の特例措置の期限

Interop Las Vegas〜4月4日

奄美諸島・小笠原諸島が対象の振興開発特別措置法の有効期限

INDUSTRIE Paris〜4日

競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
羽田空港国際線ターミナル拡張部分営業開始
日弁連山岸憲司会長が任期満了
TDKが磁気テープ事業から撤退
駒大岩見沢高校が閉校
「森田一義アワー 笑っていいとも！」が終了
高松天満屋が閉店
住宅エコポイント交換期限
NHK連続テレビ小説「花子とアン」が放送開始
文字多重放送「見えるラジオ」がサービス終了
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）4月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

遺族基礎年金の支給対象を妻と死別した父子家庭にも拡大

スロバキア共和国大統領選挙

三陸鉄道北リアス線・南リアス線が全線で運転再開

オバマ大統領アジア来訪

実践女子大学が渋谷キャンパスを開設

南アフリカ議会選挙（〜7月程度）

交通科学博物館（大阪市）が閉館
不明／不定

日本学術会議総会
西大和学園が大阪府吹田市に四年制大学を新設
発泡樹脂メーカーJSPの北九州新工場が稼働
吉四六まつり
旺文社などによる沖縄アミースクインターナショナルが中学校を開設
1 消費税率を５％から８％に引き上げ
生活保護法改正
軽自動車税の引き上げ
地球温暖化対策税が新設
住宅ローン減税の年間減税額が最大20万円から最大40万円に引き上げ
「すまい給付金」制度スタート
産休期間中の女性に対する厚生年金と健康保険の保険料の納付免除を施行
国土交通省がホールや体育館などの「つり天井」の耐震対策を義務づけ
日本郵便はがき53円、封書82年に値上げ
大阪市交通局が地下鉄初乗りを200円から20円値下げ
海外旅行化から50年
全日空客室乗務員全て正社員化
日本スーパーマーケット協会と新日本スーパーマーケット協会が合併
海外渡航自由化50周年
宝塚歌劇100周年
第100回別府八湯温泉まつり〜6日
警視庁サイバー攻撃特別捜査隊新設1年
70〜74歳の医療費自己負担が2割に
競馬 チャンピオンズカップ
インサイダー取引規制等の金融商品取引法改正
千本釈迦堂

大根だき〜8日

改正消防法施行
公共交通機関の1円単位運賃設定可能に
イーアクセスとウィルコムが合併

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

2 2014食肉産業展／2014麺産業展等＠東京ビックサイト
4 宝塚歌劇100周年「夢の祭典」
日本銀行

量的・質的金融緩和決定から1年（異次元緩和）

5 小田原おでんサミット2014〜6日

アフガニスタン大統領選
ダグラス・マッカーサー没後50年

宝塚歌劇100周年記念式典
体操ワールドカップ東京大会〜6日
日米両政府が嘉手納より南の沖縄米軍基地返還計画で合意して1年
高速増殖炉もんじゅ初臨界より20年
6 京都府知事選挙
7 国家安全保障局発足
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年

NAB 2014＠ラスベガス〜10日
ハノーバーメッセ2014〜11日

8

Food & Hotel Asia 2014＠シンガポール〜11日

9 WindowsXP/Oﬃce2013サポートが終了

AGMET（中国農業機械技術展示会）＠南京〜11日

SEA JAPAN 2014 - 国際海事産業展〜10日

インドネシア総選挙
米ユナイテッド航空が関空ーサンフランシスコ線にB787を導入

10 天皇・皇后両陛下55回目の結婚記念日

ゴルフ

マスターズ・トーナメント＠オーガスタ〜13日

日本いのちの電話連盟による自殺予防いのちの電話相談
道後温泉改築120年
日台漁業協定調印より1年
12 テレビ東京開局50周年

第8回軍縮・不拡散イニシアチブ外相会合

13 東京都多摩市長選
14 鳥取県鳥取市長任期満了

エジプト・アラブ共和国憲法改正案の国民投票
レイチェル・カーソン没後50年

15 青森県弘前市長任期満了
佐賀県武雄市長任期満了
16 第24回ファインテックジャパン等＠東京ビックサイト〜18日
18 らんフェスタ赤平2014〜20日
福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール開業
19 三重県総合博物館開館

New York International Automobile Show〜23日

第13回桃太郎サミット高松大会
20 競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
兵庫県西宮市長選挙
北海道帯広市長任期満了
競馬 皐月賞
TPP交渉11ヶ国閣僚会合で日本合流の承認から1年
21 靖国神社春季例大祭〜23日

Auto China - Beijing International Automotive Exhibition〜29日
マックス・ウェーバー生誕150年

22 新潟県燕市長任期満了
熊本県天草市長選挙
鹿児島県和泉市長選挙
全国学力・学習状況調査
23 弘前さくらまつり〜5月5日
24 三重県名張市長選挙
大相撲夏場所番付発表
2014日本ホビーショー＠東京ビックサイト〜26日
25

C2E2 2014 - Chicago Comic & Entertainment Expo〜27日
北朝鮮 朝鮮人民軍創建82周年

26

チェルノブイリ原発事故から28年
国際水路機関が「日本海」単独呼称維持から2年

27 松下幸之助没後25年

統一補欠選挙候補日
28 経済協力開発機構（OECD)加盟50年

第13回アジア太平洋地域ITSフォーラム＠オークランド〜30日

日本の主権回復60周年を祝った主権回復・国際社会復帰を記念する式典から1年
29 宮城県気仙沼市長選挙

アトランタ廃棄物処理産業見本市〜5月1日

宮城県大崎市長選挙
くじら供養祭
競輪 共同通信社杯決勝
30 大國魂神社例大祭
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）5月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

山本美香記念国際ジャーナリスト賞第一回授賞式

インド下院総選挙

第46回日韓経済人会議

ASEAN首脳会議 @ミャンマー・ネピドー

全国赤十字大会
日本記者クラブ賞贈賞式
中部電力上越火力発電所2号系列2号機が営業運転開始
レンゴーの新段ボール工場「瀬戸内工場」が稼働

不明／不定

豊田自動織機インドネシア新工場稼働
新しい経団連会長が就任
ブラザー工業がベトナムで工業用ミシンの生産開始
春秋航空が成田空港にも就航
「子育て同盟」加盟県による第二回サミット
宮内庁、長和殿などを初の一般公開の予定
1 憲法週間〜7日

アイルトン・セナ没後20年

2

アジア開発銀行年次総会@アスタナ〜5日
ウサマ・ビンラディン殺害から3年

3 博多どんたく港まつり〜4日

パナマ共和国大統領選挙

安倍首相がトルコのエルドアン首相と会談してから1年
日本国憲法施行57年
4 競馬

天皇賞・春

5 COMITIA 108＠東京ビックサイト

OECDフォーラム＠パリ〜6日

6

OECD閣僚理事会＠パリ〜7日

7

中国銀行（中華人民共和国）が北朝鮮の朝鮮貿易銀行に取引停止を通知したと発表してから1年
ベートーベン交響曲第9番の世界初演から190年

9 新型インフルエンザ感染者の国内初確認から5年
政府が日本版NSC創設に関する関連法案の骨子を有識者会議に提示してから1年
10 熊本市の慈恵病院の「赤ちゃんポスト」開設から 7年
自殺予防いのちの電話相談
11 沖縄県沖縄市長選挙
競馬 チャンピオンズカップ
長良川鵜飼解禁〜10月15日
千本釈迦堂
競馬

大根だき〜8日

NHKマイルカップ

12 テレビ衛星放送開始30年
四川大地震から6年

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

改良5000円札が発行予定
14 司法試験〜18日

第67回カンヌ国際映画祭〜25日

Japan IT Week＠東京ビックサイト〜16日
神田祭〜15日
サッカー

欧州リーグ決勝＠トリノ

15 沖縄返還から42年
葵祭
原子力規制委員会が敦賀原発の敷地内断層を活断層とする報告書の提出から1年
セブンイレブン1号店オープンより40年
16 興福寺薪御能
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
17 函館五稜郭祭〜18日
渋谷・鹿児島おはら祭り〜18日
仙台・青葉祭り〜18日
日光東照宮春期例大祭〜18日
18 司法試験予備試験の短答式試験
競馬

ヴィクトリアマイル

19 ビューティーワールドジャパン＠東京ビックサイト〜21日
20 日本女子初の五輪金メダリスト、水泳前畑秀子生誕100年
野球セ・パ交流戦開始
横浜市が待機児童がゼロになったと発表してから1年
21 大阪市泉南市長任期満了

世界経済フォーラム東アジア会議＠マニラ〜23日

裁判員制度施行から5年
第5回教育ITソリューションEXPO＠東京ビックサイト〜23日
22 東京スカイツリー開業2周年
日本経済新聞社

第20回国際交流会議「アジアの未来」

欧州議会選挙〜25日
〜23日

第二回日朝首脳会談から10年
欧州議会選挙＠ブリュッセル〜25日

24 サッカー

欧州チャンピオンズリーグ決勝＠リスボン

巣鴨とげぬき地蔵尊大祭
競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
25 競馬

オークス

ベルギー下院選挙
コロンビア大統領選挙
テニス

全仏オープン〜6月8日

米通商代表部がスーパー301条に基づき日本を不公正貿易国と特定してから25年
F1 モナコ・グランプリ
26 安倍首相がミャンマーのティン・セイン大統領と会談してから1年
27 2014地球温暖化防止展等＠東京ビックサイト〜30日
28 ワイヤレスジャパン2014＠東京ビックサイト〜30日
内閣府作業部会による南海トラフ巨大地震最終報告より1年
29 東京都武蔵村山市超人気満了
東京ディズニーランドでプロジェクションマッピングによる新アトラクション「ワンス・アポン・ア・タイム」
安倍首相がインドのシン首相と会談してから1年
30 東郷平八郎没後80年
ビアフラ共和国独立宣言から47年
31 世界禁煙デー
NHKと民放キー局5局が地上波テレビ放送電波送信を東京スカイツリーにしてから1年
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）6月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

外国人労働者問題啓発月間

エジプト大統領選挙

山形県鶴岡市新加茂水族館オープン
不明／不定

虎ノ門ヒルズ開業
中部電力徳山水力発電所2号機が運転開始
日本マンガ学会第14回大会
1 天気予報130周年

F1 アメリカ・グランプリ決勝

徳島新聞創刊70周年
第65回全国植樹祭＠新潟県長岡市など
競馬

日本ダービー

ボートレース

笹川賞優勝戦

2 横浜開港記念式典

陳水扁台湾前総統が刑務所付属病院で自殺未遂から1年

3

COMPTEX

TAIPEI

2014 〜7日

米州機構総会＠アスンシオン〜5日
カフカ没後90年
4 再審無罪が確定した足利事件菅家利和氏釈放から5年

G8サミット／主要国首脳会議＠ソチ〜5日

第23回YOSAKOIソーラン祭り〜8日
5

世界環境デー

6 浄土真宗本願寺派（西本願寺）が法統継承式
7

第14回ベネチア・ビエンナーレ国際建築展〜11月23日
オバマ米大統領と習近平中国国家主席の首脳会談から1年

8 競馬

安田記念

9

F1カナダ・グランプリ決勝
広州国際照明展＠中国広州〜12日

10 石川県珠州市長任期満了

米国E3〜12日

自殺予防いのちの電話相談
自衛隊ー米軍の合同離島奪還訓練から1年
天皇・皇后両陛下米国公式訪問から20年
12 競馬 チャンピオンズカップ

ゴルフ

全米オープン〜15日

14 東京都中野区長任期満了
千本釈迦堂

大根だき〜8日

2014年日本インターナショナルダンス選手権大会＠日本武道館〜15日
厚生労働省子宮頸がんワクチン接種一時中止呼びかけより1年
15 身延山開闢会〜17日

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

第15回全日本かくれんぼ大会
さくらんぼ種飛ばしジャパングランプリ
16 新潟地震から50年

BRICSサミット＠エカテリンブルク

安倍首相東欧4ヶ国首脳会談から1年
17 第一回震災対策技術展・大阪〜18日
厳島弁財天大祭
大規模災害復興法と改正災害対策基本法成立から1年
米軍政下沖縄の施政権を日本に返還する日米協定調印から33年
18 スマートコミュニティ Japan2014＠東京ビックサイト〜20日

ビルマ軍事政権が国名ビルマ連邦を「ミャンマ一連邦」に、首都を「ヤンゴン」に変更してから25年

19 太宰治生誕祭
20 国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
名古屋テレビ塔開業60周年
22 宮城県岩沼市長任期満了
2013年東京都議選から1年

F1 オーストリア・グランプリ結晶
テニス ウインブルドン選手権〜7月6日

富士山など世界文化遺産登録から1年
慰霊の日・沖縄全戦没者追悼式
24 衆議院小選挙区定数「O増 5減」に伴い区割りを改定する改正公選法が成立から1年
25 日本ものづくりワールド2014＠東京ビックサイト〜27日
26 露天風呂の日
小笠原諸島日本返還から46年
「黒部ダムの観光放水」開始
27 第9回お台場ナイトマラソン大会
オウム真理教が長野県松本市の住宅街でサリン散布テロを起こしてから20年
28 2014年ラマダン開始
29 ボートレースグランドチャンピオンシップ決定戦優勝戦
競馬

宝塚記念

30 大相撲名古屋場所番付発表
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

⼀一般社団法⼈人  在⽇日本留留学⽣生会協議会(CISA) 　  
2014年年⽇日本を中⼼心とした年年間政治・外交・イベント⽇日程表 　※禁不不許可配布／禁不不許可業務利利⽤用
平成26年年（2014年年）7⽉月
⽇日付

不不明／不不定

⽇日本国内⾏行行事

他国／国際⾏行行事

４K画質衛星放送開始

マカオ⾏行行政庁⻑⾧長官選挙

損保各社が地震保険保険料料値上げ

アジア太平洋都市サミット＠バンコク

東京モノレールが新型⾞車車両10000系を導⼊入

TPP交渉妥結の⾒見見込み

⽇日本学術会議臨臨時総会
国⽴立立競技場建替着⼯工開始
1 路路線価公表

イタリアが欧州議⻑⾧長国に

⾃自衛隊発⾜足60年年
祇園祭（京都）〜～31⽇日
博多祇園⼭山笠笠 　〜～15⽇日
2 千葉葉県松⼾戸市⻑⾧長任期満了了
ニッカウヰスキー創⽴立立80周年年
第21回東京国際ブックフェア等〜～5⽇日
3 オリンパスの巨額損失隠蔽事件で、旧経営陣3被告に東京地裁による有罪判決から1年年
4 厚岸みなとまつり・夏祭り〜～6⽇日

⽶米独⽴立立記念念⽇日

活！！江差海鮮みなとイカ刺刺し祭り
第⼀一回⽇日本⾻骨免疫学会〜～5⽇日
カネボウ化粧品が⽩白斑発祥にる化粧品の⾃自主回収を開始して1年年
5 江差かもめ島まつり〜～6⽇日

⾃自転⾞車車 　ツール・ド・フランス

富⼠士⼭山  ・  河⼝口湖⼭山開きまつり花⽕火⼤大会
6 オッパイ⼭山祭り@北北海道上⼠士幌町
ファイル共有ソフト「ウィニー」などを開発した天才ソフトウエア開発者 　⾦金金⼦子勇⽒氏1周忌

⾃自動⾞車車 　F1シリーズ 　英国グランプリ
第25回国際⽣生物学オリンピック〜～13⽇日＠インドネシア・バリ島

7 カルピス発売95周年年
三菱菱重⼯工業創⽴立立130周年年
第  25  回伊藤園お〜～いお茶茶新俳句句⼤大賞発表
平成  OSAKA  天の川伝説  2014
各地で七⼣夕祭
東京都内の万引き摘発で65歳が少年年を初めて上回ったと警視庁が発表して1年年
8 競⾺馬  チャンピオンズカップ

北北朝鮮の⾦金金⽇日成主席没後20年年

⻘青森県五所川原市⻑⾧長任期満了了
千本釈迦堂 　⼤大根だき〜～8⽇日
原⼦子⼒力力規制委員会による原発の新規制基準施⾏行行から1年年
電⼒力力4者が5原発10基の再稼働に向けた安全審査を申請して1年年
新撰組が尊王攘夷派志⼠士を襲撃した池⽥田屋事件から150年年
9 GIFTEXワールド2014＠東京ビックサイト〜～11⽇日

サッカー 　クラブワールドカップ＠モロッコ〜～20⽇日
インドネシア⼤大統領領選挙

第11回全国新聞販売フォーラム＠松⼭山市
福島第⼀一原発元所⻑⾧長の吉⽥田昌朗⽒氏1周忌
10 東京都杉並区⻑⾧長任期満了了
⾃自殺予防いのちの電話相談
塩竈神社（宮城県）例例祭
福島第⼀一原発汚染⽔水漏漏れの疑いを原⼦子⼒力力規制委員会が指摘してから1年年
11 ⽣生国魂神社（⼤大阪）夏祭り〜～12⽇日

国連世界⼈人⼝口デー

12 ⽇日本最初の⼈人間ドック（短期⼊入院総合精密⾝身体検査）から60年年

パキスタンで⼥女女⼦子の教育権を求める運動をして銃撃されたマララさんが国連で初演説をして1年年

13 靖国神社みたままつり〜～16⽇日

第26回国際情報オリンピック＠台北北〜～20⽇日

国鉄のリニアモーターカーが無⼈人⾛走⾏行行実験で鉄道史上初めて時速  500キロを突破してから35年年

第45回国際物理理オリンピック−＠アスタナ〜～21⽇日
サッカー 　ワールドカップ決勝＠リオデジャネイロ

14 祇園祭（京都） 　宵々々⼭山

英国ファンボロー航空ショー〜～20⽇日

熊野那智⼤大社  那智の⽕火祭
熊野速⽟玉⼤大社  扇⽴立立祭
15 全国戦没者追悼式

⼤大リーグ 　オールスター戦

⿊黒⽥田清輝没後90年年
祇園祭（京都） 　宵々⼭山
博多祇園⼭山笠笠・追い⼭山
出⽻羽三⼭山神社花祭＠鶴岡
⽣生⽥田神社（神⼾戸）夏越の⼤大祓式
⽿耳なし芳⼀一まつり＠下関
照國神社（⿅鹿鹿児島）六六⽉月灯
16 新潟中越沖地震から7年年
オフィス総合展2014＠東京ビックサイト〜～18⽇日
祇園祭（京都） 　宵⼭山
川崎⼤大師 　⼤大施餓⻤⿁鬼会  
17 祇園祭（京都）・⼭山鉾巡⾏行行前祭

ゴルフ 　全英オープン選⼿手権

川崎⼤大師⾵風鈴鈴市〜～21⽇日
第63回全国農業コンクール＠⼤大分
18 競⾺馬  朝⽇日杯フューチャーリティステークス

⽶米デトロイト市財政破綻から1年年

プロ野球オールスターゲーム第１戦
野球 　第85回都市対抗⼤大会〜～29⽇日
19 滋賀県知事任期満了了

ソ連のアフガン侵攻に抗議して⽇日⽶米などが不不参加だったモスクワ五輪輪から24年年

札幌国際芸術祭-‐‑‒〜～9⽉月28⽇日
プロ野球オールスターゲーム第２戦
厚⽣生省省がiPS細胞を⽤用いた臨臨床研究を正式に了了承して1年年
⼆二千円札発⾏行行から14年年
20 JR湖⻄西線開業40年年

第46回国際化学オリンピック＠ハノイ〜～29⽇日

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会〜～8⽉月31⽇日

第20回国際エイズ会議＠メルボルン〜～25⽇日

算数オリンピック2014決勝⼤大会

⾃自動⾞車車 　F1シリーズ 　ドイツグランプリ

⼟土曜丑の⽇日

⽶米国、⿊黒⼈人少年年を射殺した⾃自警団の男性に対する無罪評決による抗議運動から1年年

村⼭山⾸首相が社会党党⾸首として初めて⾃自衛隊合憲を明⾔言してから20年年
21 東京都調布市⻑⾧長任期満了了
競輪輪 　寛仁親王牌・世界選⼿手権記念念トーナメン⼘卜決勝
ボートレース  オーシャンカップ優勝戦
第23回参議院議員選挙にて⾃自由⺠民主党圧勝によるねじれ国会解消から1年年
22 お年年⽟玉付き年年賀はがきの商品引き替え終了了

福島第1原発事故汚染⽔水の海洋流流出を東京電⼒力力が認めて1年年

国営公園第1号の武蔵丘陵陵森林林公園開園40周年年
下⽔水道展'14⼤大阪〜～25⽇日
気⽐比神宮（敦賀市）  総参祭
23 ソマリア沖アデン湾での海上⾃自衛隊海賊対処活動の期限

中国⾼高速鉄道事故から3年年

打ち⽔水⼤大作戦2014

TPP交渉会合に⽇日本が合流流して1年年

第34回天神祭ギャルみこし

第20回コモンウェルスゲームス＠スコットランド

24 第19回新橋こいち祭〜～25⽇日

⽉月刊漫画ガロ創刊から40年年

祇園祭（京都）・⼭山鉾巡⾏行行後祭
天神祭（⼤大阪）〜～25⽇日
25 漫才師、喜劇俳優、花菱菱アチャコ⽒氏没後40年年
富⼠士⼭山⼊入⼭山料料制度度開始1年年
明治政府が各藩に⼟土地と領領⺠民を朝廷に返還させてから45年年
26 作家中島らも⽒氏没後10年年
第36回ふくしま花⽕火⼤大会
第37回隅⽥田川花⽕火⼤大会
ぎおん柏崎まつり海の⼤大花⽕火⼤大会

第  8  回国際地学オリンピック＠バーモント〜～8⽉月5⽇日

新宿エイサーまつり
相⾺馬野⾺馬追〜～28⽇日
27

朝鮮戦争休戦61年年
じゃがいもフェスティバル＠北北海道⼩小清⽔水町

⾃自動⾞車車  F1  シリーズ 　ハンガリーグランプリ決勝

⽇日本橋（東京）橋洗い

2014年年ラマダン終了了

釧路路湿原マラソン
倶知安神社例例⼤大祭〜～29⽇日
28 第⼀一次世界⼤大戦開戦から100年年
野球選⼿手 　松井秀喜⽒氏引退から1年年
29 1995年年の⼋八王⼦子スーパー強盗殺⼈人事件で有⼒力力情報提供者に⽀支払う懸賞⾦金金の受付期限
ケーブル技術ショー2014＠東京国際フォーラム〜～30⽇日

中東和平交渉再開から1年年
国際原⼦子⼒力力機関発⾜足より57年年

祇園祭（京都）神事済奉告祭
30 沖縄が右側通⾏行行から左側通⾏行行に切切り替えて36年年
31 埼⽟玉県鴻巣市⻑⾧長任期満了了
堺⼤大⿂魚夜市
⼀一般社団法⼈人  在⽇日本留留学⽣生会協議会  info@cisa.or.jp  担当 　射場本 　※禁不不許可配布／禁不不許可業務利利⽤用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）8月
日付

不明／不定

日本国内行事

他国／国際行事

北方領土返還全国全国強調月間

米カンザスシティー連銀金融シンポジウム

防災週間

トルコ大統領選挙

東北電力八戸火力発電所5号機がコンバインドサイクルで営業運転開始

第71回ベネチア国際映画祭

阿佐ヶ谷（東京）七夕まつり
野球

第96回全国高校野球選手権大会

第151回芥川賞・直木賞
ヨコハマトリエンナーレ2014
1 佐賀新聞創刊130周年

CIA元職員スノーデン氏ロシア亡命から1年

阪神甲子園球場開場90周年
弘前ねぷたまつり〜7日
水戸黄門まつり〜3日
第29回神奈川新聞花火大会
PL花火芸術
第65回姫路お城まつり
西日本大濠花火大会
2 青森ねぶた祭〜7日
まんが甲子園（第22回全国高等学校漫画選手権大会）＠高知〜３日
対馬厳原港まつり〜３日
第31回全日本教職員連盟教育研究全国大会＠宮崎市〜３日
富士山御神火まつり
3 北方領土返還要求根室市民大会
秋田竿灯まつり〜６日

第25回世界建築会議＠ダーバン〜７日
イラン大統領選で勝利した保守穏健派のロウ八二氏が大統領に就任してから１年

世界コスプレサミット2014＠名古屋
夏祭り in那覇 2014一万人の工イサー踊り隊
アイヌ伝承儀式で先祖を供養する「ふるさと祭」
4 国際宇宙ステーションに物資を送る無人補給機「こうのとり」打ち上げ成功から１年
5 韓国人原爆犠牲者慰霊祭＠広島

国際労働機関の海上労働条約が発効

競馬 チャンピオンズカップ
6 原爆死没者慰霊式・平和祈念式＠広島市
千本釈迦堂

第10回世界合唱シンポジウム

ソウル〜１３日

大根だき〜8日

海上自衛隊最大のヘリコプター搭載型護衛艦 「いずも」進水から１年
7

ゴルフ

8 彦根ばやし総おどり大会

サッカー

四国霊場88サイクル駅伝

全米プロ選手権〜１０日
クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

東南アジア諸国連合(ASEAN)発足から４７年

六波羅蜜寺万灯会
安田のシヌグ＠沖縄県国頭村〜９日
アンガマ＠沖縄県石垣市〜１０日
9 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典
競輪

サマーナイトフェスティバル決勝

10 自殺予防いのちの電話相談
第15回国際伝熱会議＠京都〜１５日

国連平和維持活動(PKO)協力法施行２２年
パナマ運河返還27年

ボートレース女子王座決定戦＠坂井市
11 日航ジャンボ機墜落事故の灯寵流し
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
12 日航ジャンボ機墜落犠牲者追悼慰霊式
阿波おどり

〜１５日

第11回国際地理オリンピック＠クラクフ〜１８日
北米自由貿易協定（NAFTA）締結に米国・カナダ・メキシコが合意してから３２年
日中平和友好条約に両国外相が署名から３６年

13 沖縄国際大学構内への米軍ヘリコプター墜落事故から１０年
郡上おどり

〜６日

民主党（韓国）の議員12人が竹島に上陸してから１年

14 春日大社 中元万灯寵〜１５日

１年前の本日いわゆる、アラブの春において、エジプト全土に非常事態宣言が出された

15 全国戦没者追悼式

朝鮮総連系在日韓国人が韓国大統領夫人を射殺した文世光事件から40年

奈良大文字送り火

韓国における光復節とそれを記念する式典

沖縄全島工イサーまつり〜17日

米国ロックコンサート、ウッドストック・フェスティバル開催から35年

東大寺 大仏殿万灯供養会
中曽根康弘首相が歴代首相として初めて靖国神社を公式参拝してから29年
16 京都

五山送り火

夏季ユース五輪＠南京〜28日

経団連設立58年
17

エジプト暫定政権がムスリム同胞団メンバーを大量逮捕してから1年
トルコ北西部大地震から15年

18 第26回国際鳥類学会議＠東京〜24日
大阪

太閤祭

19 東京電力福島第１原発の地上タンクから高濃度の放射能汚染水漏れが発覚してから1年

ハンガリー集会にて東ドイツ市民が西側に集団脱出してから35年

競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
20 塩屋のウンガミ＠沖縄県大宜味村

エジプト治安部隊がムスリム同胞団の最高指導者バディア氏を逮捕してから1年

21 崇福寺 中国盆会＠長崎〜23日

アイゼンハワー米大統領がハワイを50番目の州とする宣言に署名してから55年

22 日本が初めて全日程参加したTPP交渉がブルネイで開幕してから1年

沖縄から九州に疎開する学童らを乗せた「対馬丸」が米潜水艦の魚雷攻撃で沈没してから60年

23 全国花火競技大会（大曲の花火）

1年前の本日、韓国と北朝鮮が離散家族再会を 9月下旬に北朝鮮の金剛山で実施することで合意

スーパーよさこい2014＠渋谷〜24日
高円寺阿波おどり＠杉並〜24日
第20回全国金魚すくい選手権大会＠大和郡山〜24日
俳句甲子園＠松山〜24日
細川護煕首相が所信表明演説にて「深い反省とおわび」を表明してから21年
日本がドイツに宣戦布告して第一次世界大戦に参戦してから90年
24 和歌山県和歌山市長任期満了
算数オリンオリンピック2014表彰式＠渋谷

自動車 F1 シリーズ

決勝グランプリ

ベルギー

「国境なき医師団」がシリアで神経ガスが原因とみられる症状で355人が死亡と発表してから1年

北海道マラソン
岩木山お山参詣＠弘前
25 石巻沿岸部で電力復旧が完了してから1年

テニス

全米オーブン

26 日本看護学教育学会第24回学術集会＠千葉〜27日
全国茶品評会＠宮崎市〜29日
チャールズ・リンドバーグ没後40年
松江市教育委員会が漫画「はだしのゲン」の私立小中学校での閲覧制限を撤回してから1年
27 宮城県多賀城市長任期満了

北朝鮮の核開発を巡る6ヶ国協議開始から11年

ラジオNIKKEI(日本短波放送)開局60周年
東海村の研究用原子炉にて日本初の臨界達成から47年
28 福井新聞創刊115周年
1ドル360円の固定相場制から変動相場制に移行してから33年
29 NHK連続テレビ小説『マッサン』放送開始〜2015年3月28日

南沙諸島を巡る領有権の対立からフィリピン

アキノ大統領が訪中を取りやめを発表して1年

30 気象庁の「特別警報」運用開始から 1 年

バスケットボール男子ワールドカップ＠スペイン

〜9月14日

三菱重工ビル爆破テロ事件から 40年
大手町タワー完成予定
国宝臼杵石仏火まつり
31 長野県知事任期満了
ボートレース

モーターボート記念

オバマ米大統領がシリアの化学兵器使用を非難し軍事介入意志を表明して1年
第二次大戦後旧東ドイツに駐留したロシア軍完全撤退に伴う送別式典から20年
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）9月
日付

不明／不定

日本国内行事

他国／国際行事

脱原発社会を目指す市民が設立した「会津電力」が太陽光発電設備の本格運用を開始予定

アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合 @香港

北陸新幹線金沢駅の建築工事が完了

ポルトガルへの欧州金融支援終了予定

立命館中学・高校が長岡京市に移転

2015年春夏ミラノ・コレクション

アイヌ儀式「アシリチェップノミ」

2015年春夏パリ・コレクション

定禅寺ストリートジャズフェスティバル@仙台

インドネシア大統領選挙第二回投票

首里城公園「中秋の宴」
ブリジストン

黒磯工場閉鎖

厚生年金保険料の値上げ
民主党代表選挙
羽田空港国際線ターミナルにロイヤルパークホテルが新規開業
エアロマート名古屋
1

日本海の紅ズワイガニ漁解禁

レスリング世界選手権＠タシケント〜7日

高知新聞創刊110周年
損保ジャパンと日本興亜損保が合併
千葉大学が高校3年生対象の9月入学（秋飛び入学）を導入
大相撲秋場所番付発表
女子野球第6回ワールドカップ＠都城市〜7日
鹿島神宮 式年大祭御船祭〜3日
スタジオジブリ宮崎駿監督7回目の引退発表から1年
関東大震災から91年
2

気比神宮例大祭／敦賀まつり〜4日

第二次世界大戦敗戦／ポツダム宣言受託より69年

国鉄宮崎実験線にて世界初のリニアモーターカー有人走行成功から32年
3

日本初の普通選挙、浜松市議会選挙から88年

統一教会創始者文鮮明氏死去より2年
ロシア・中国で対日戦勝記念日

4

香川県知事任期満了

NATO首脳会議＠ロンドン〜5日

関西国際空港開港20年
瀬島龍三氏死去より7年
未婚の男女間の子の遺産相続をめぐる民法の規定が違憲であると最高裁が決定してから1年
5

長崎新聞創刊125年

フランスが南太平洋のムルロア環礁で地下核実験を強行してから29年

競馬 チャンピオンズカップ
1年前の本日、日ロ首脳会談で初の外務・防衛局僚級協議(２プラス２)の11月東京開催で合意
千本釈迦堂

大根だき〜8日

6

秋篠宮悠仁様8歳の誕生日

7

泉鏡花没後75年

自動車 F1 シリーズ

第19回全日本玉入れ選手権大会＠和寒町

サッカー

イタリア・グランプリ決勝

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定してから1年
尖閣ビデオ流出事件の元となる、日本領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に接触してから4年
8

日本原子力学会 2014年秋の大会＠京都〜10日
日米地位協定の見直しに89％が賛成した沖縄県県民投票から8年
土井たか子氏が社会党委員長に就任し日本初の女性党首が誕生してから18年

9

司法試験合格者発表

北朝鮮66周年の建国記念日

5年前の本日、民主党・社民党・国民新党による連立政権設立が合意された
10

自殺予防いのちの電話相談

世界経済フォーラム夏季ダボス会議＠天津〜12日

村木厚子厚労次官が、文書偽造事件で無罪判決を獲得してから4年
スイスが190番目として国連に加盟してから12年
11

米国911テロより13年

国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
尖閣諸島国有化から2年
芝大神宮例大祭だらだら祭り＠東京都港区〜21日

13

岸和田だんじり祭〜14日

14

日本一の芋煮会フェスティバル＠山形

近代五種

大相撲

スウェーデン総選挙

秋場所〜28日

世界選手権＠ワルシャワ〜26日

新型ロケット「イプシロン」打ち上げ成功から1年
15

岡山県井原市長任期満了
競輪

16

オールスター決勝

日本中央競馬会創設60周年

Photokina＠ケルン 〜21日

竹久夢二氏生誕130年
鶴岡八幡宮流鏑馬神事
東京高速鉄道・東京地下新道の相互乗り入れが実現し、現在の銀座線に当たる区間が全通してから65年
17

東京モノレール開業50周年
東大寺十七夜・十七夜盆踊り
1年前の本日、東京地検特捜部が徳田毅議員を公選法違反容疑で強制捜査を開始
小泉純一郎首相と金正日総書記による初の日朝首脳会談から12年
陸上自衛隊がカンボジアPKOにて初の海外派遣から22年

18

英国スコットランドで英国からの独立の是非をめぐる住民投票
競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
トーキョーゲームショー〜22日

19

日本航空再上場から2年

第17回アジア競技大会＠仁川〜10月4日

原子力規制委員会発足から2年
江差追分全国大会＠江差町〜21日
20

4年前の本日、フジタの日本人社員4人が軍事管理区域に許可無く進入したとして中国当局に拘束された

G20財務相・中央銀行総裁会議＠ケアンズ〜21日

21

御木本幸吉没後60年

新体操

鳩山首相が胡錦濤中国国家主席と会談し「東アジア共同体」を提案して5年

F1 シンガポール・グランプリ決勝

世界選手権＠イズミル〜28日

国連国際平和デー
フランス上院選挙第一回投票日
22

愛宕神社出世の石段祭＠東京都港区〜24日

元重慶市トップ薄熙来氏に無期懲役の判決から1年

村山内閣にて消費税を３％から5％に引き上げる税制改革大綱を閣議決定してから20年
23

米国のビキニ環礁水爆実験で「死の灰」を浴びたマグロ漁船第五福竜丸無線長久保山愛吉さん没後60年

ドイツ総選挙で大勝しメルケル首相が3期続投を確実にしてから1年

JA帯広大正メークインまつり

国連総会

三陸・大船渡東京タワーさんままつり
第57回こたんまつり＠旭川市
シャクシャイン法要祭＠ひだか町
池上本門寺

秋季彼岸会中日法要

日米両政府の周辺有事に対する新指針（ガイドライン）を決定して17年
蔵前国技館閉館30年
24

巣鴨とげぬき地蔵尊大祭
南洲神社例大祭＠鹿児島市
包括的確禁止条約署名式から18年

25

日比谷松本楼第42回10円カレーチャリティ
金華山黄金山神社例大祭＠石巻市
国連総会で中山太郎外相が日本などを旧敵国とする国連憲章の条項の削除を要求してから14年

26

青園連絡船洞爺丸事故から60年
天皇皇后両陛下が初の外遊、歴代天皇初のアジア歴訪に出発して23年

27

横浜ベイブリッジ開通25年

バスケットボール女子世界選手権＠トルコ〜10月5日

28

北海道根室市長任期満了

米大リーグ

いじめ防止対策推進法施行から1年

フランス上院選挙第二回投票日

レギュラーシーズン最終戦

日本維新の会結成から2年
ボートレース 共同通信社杯ヤングダービー競走
29

21年前の本日、冷害による戦後最悪の凶作により、加工米20万トンの緊急輸入を決めた

30

氷室神社（奈良）例祭〜10月1日

OECD発足43年

横綱千代の富士国民栄誉賞から15年
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）10月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

あしなが学生募金

アジア太平洋経済協力会議（APEC)首脳会議＠北京

北海道電力京極水力発電所1号機が運転開始

ASEAN首脳会議 @ミャンマー・ネピドー

青森県六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場の新たな建屋の建設に着工

ノーベル賞発表

富士重工が本社機能を新宿から渋谷に移転

世界各地でハロウィンパーティー

2015年春夏東京コレクション
三菱電機がメキシコ・ケタレロ州で新工場を稼働
トヨタ紡績がタイ・ラヨーン県で自動車内装部品の生産開始

不明／不定

SATOYAMAイニシアチブ国際パートナーシップ第5回定例会合＠韓国
あっけし牡蠣まつり
日本学術会議総会
正倉院大修理が終了予定
第55回神田古本祭
2014佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
1 消費税10％への増税予定日まで1年

中国国慶節（建国記念日）

東海道新幹線開業から50年
秋田県大潟村発足50年

世界高齢者デー

東京都民銀行と八千代銀行が経営統合
事件・事故を通報する110番設置から66年
2 伊勢神宮遷宮（内宮）

遷御の儀より1年

パリ国際自動車ショー〜19日
ギニア共和国独立56年

3 改正ストーカー法施行1年

体操

世界選手権＠南寧〜12日

4 第29回国民文化祭・あきた 2014〜11月3日

画家ミレ一生誕 200年

第83回土浦全国花火競技大会
二本松のちょうちん祭り＠福島県二本松市
5 北朝鮮に拉致された横田めぐみさん50歳の誕生日

ブラジル大統領選

札幌マラソン

F1シリーズ

競馬 スプリンターズステークス

ユーゴスラビアミロシェビッチ大統領が事実上失脚してから14年

伊勢神宮遷宮（外宮）

チベット独立運動指導者ダライ・ラマがノーベル平和賞を受賞してから25年

遷御の儀より1年

6 競馬 チャンピオンズカップ
在日米海兵隊がMV22オスプレイ沖縄配備完了から2年
7 千本釈迦堂

ロシアグランプリ

決勝

41年前の本日、エジプト・シリアとイスラエルが第4次中東戦争に突入して、日本がオイルショックに見舞われ
た

大根だき〜8日

宝塚歌劇団100周年記念大運動会
長崎くんち〜9日
CEATEC 2014 〜11日

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

8 iPS細胞の山中伸弥京大教授らがノーベル医学生理学賞受賞から2年
三井物産が大打撃を受けた「イラン・ジャパン石油化学」清算合意発表から25年
9 高山祭＠岐阜県高山市〜10日
10 東京オリンピック開幕から50年

IMF・世銀年次総会／G20財務相・中央銀行総裁会議＠ワシントンDC〜12日

高村光雲没後80年
69年目の朝鮮労働党創建記念日
11 全国朝市サミット2014in五城〜12日
関市刃物まつり〜12日
恐山秋詣り＠むつ市〜13日
池上本門寺お会式 〜13日
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
宇佐神宮

仲秋祭

那覇大綱挽まつり
12 第69回国民体育大会 長崎がんばらんば国体〜22日
F1シリーズ

日本グランプリ決勝

13 やなせたかし氏死去から1年

チリのサンホセ鉱山落盤事故で全作業員生還から 4年

“元祖”牛喰い絶叫大会＠由布市
高田馬場流鏑馬
14 どぶろく祭＠岐阜県白川村〜19日
アウン・サン・スー・チー氏にノーベル平和賞から23年
15 長崎県大村市長任期満了
北朝鮮による拉致被害者5人の帰国から12年
第 26 回高松宮殿下記念世界文化賞授賞式
伊勢神宮
東大寺

神嘗祭〜25日
大仏さま秋の祭り

熊野速玉神社例大祭
ソフトバンクがスプリント・ネクステルを買収と発表してから2年
16 第50回日本赤十字社医学会総会＠熊本〜17日
雑司が谷鬼子母神御会式

中国初の原爆実験から50年
世界食糧デー

競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
17 釜石まつり〜19日
公明党設立50周年
日光東照宮秋季祭
靖国神社秋季例大祭〜20日
熱田神宮新嘗祭
18 東京食肉市場祭2014〜19日
警視庁がソ連のスパイ
19 ちば

リヒャルト・ゾルゲを逮捕してから73年

アクアラインマラソン

ボートレース 全日本選手権優勝戦
競馬

秋華賞

二十日ゑびす祭〜20日
パソコンの遠隔操作事件で三重県警が破壊予告で逮捕した男性に誤認逮捕を認め謝罪してから2年
20 皇后陛下80歳の誕生日

国際電気通信連合の全権委員会議＠釜山〜11月7日

第3回国際化粧品展COSME TOKYO 2014など＠東京ビックサイト〜22日
中尊寺菊祭＠平泉町〜11月15日
金崎宮御船遊管絃祭＠敦賀
21

タイ最高裁が土地不正取得を巡る事件でタクシン元首相に実刑判決を出してから6年

22 庄内地震から120年
京都

時代祭

鞍馬の火祭
23 秋篠宮眞子さま23歳の誕生日
新潟県中越地震から10年
第27回津軽弁の日
博多おくんち〜24日
元号を慶応から明治に改め、天皇１代に元号一つの一世一元制を定めてから36年
24 沖縄の産業まつり〜26日
伏見稲荷大社

フィギュアスケートグランプリ

第1戦

アメリカ〜26日

献茶祭

首里城祭〜11月3日
25 プロ野球

日本シリーズ開幕

台湾光復節

大阪天満宮秋大祭・流鏑馬神事
石原慎太郎東京都知事辞職より2年
中国国連加盟、台湾追放から43年
26 競馬 菊花賞

F1 シリーズ

アブダビ決勝グランプリ

多久聖廟秋季釈菜

35年前の本日、韓国朴正煕大統領が側近に射殺され軍事独裁に幕

宮崎神宮例祭

ウルグアイ大統領選挙

伊藤博文初代首相・枢密院議長が韓国の独立運動か安重根によるテロで暗殺されてから95年
27

アルメニア共和国でサルキシャン首相が武装グループに暗殺されてから15年

28 目黒不動尊甘藷まつり
東京銭洗い弁天大祭
29

米国デルタ航空とノースウエスト航空が統合完了し世界最大の航空会社が誕生して6年

30 日本国際工作機械見本市＠東京ビックサイト〜11月4日

サンパウロ国際自動車ショー〜11月9日

31 千葉県君津市長任期満了

フィギュアスケートグランプリ

第2戦

カナダ〜11月2日

各地でハロウィーンパーティー
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本

※禁不許可配布／禁不許可業務利用

一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）11月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

ねんきん月間
労働時間適正化キャンペーン月間
秋の叙勲・褒賞
不明／不定

南極観測船しらせが南極昭和基地に向けて出港
南極観測隊が成田空港から出発
全日本わんこそば選手権＠盛岡
さっぽろホワイトイルミネーション
離島フェア2014＠那覇

1

新型生産車の大型バス（12トン超）・大型トラック（22トン超）に自動ブレーキ装着を義務化
福澤諭吉先生の1万円札登場から30年
京王百貨店開店から50年
兼六園雪づり開始
ハローキティ誕生40周年
第14回全国障害者スポーツ大会

長崎がんばらんば大会

佐世保くんち〜3日
2

読売新聞創刊140周年

英国によるバルフォア宣言から97年。イスラエルーパレスチナ問題の発端

唐津くんち〜4日
競馬

天皇賞・秋

おはら祭り＠鹿児島〜3日
3

文化勲章親授式

アンリ・マチス没後60年

4

坂本弁護士一家殺害事件から25年

フィリピンレイテ島の台風大災害より1年

持続可能な開発のための教育に関する拠点の会議(グローバルROE

会議)〜7日

アメリカ合衆国中間選挙

猿田彦神社（伊勢）秋季例祭〜5日
松尾大社 上卯祭
5

日本とビルマ(現ミャンマー)が平和条約、賠償・経済協力協定に調印してから 60年

8年前の本日、イラク高等法廷がフセイン元大統領に死刑判決

北里研究所創立100周年
6

ユネスコスクール世界大会＠岡山〜8日
競馬 チャンピオンズカップ
元横綱曙がK-1に参戦表明から11年

7

千本釈迦堂

大根だき〜8日

地球温暖化防止に向けた「ノルドベイク宣言」から25年

沖縄県豊海城市長任期満了
ソ連のスパイ

リヒャルト・ゾルゲと共謀した朝日新聞記者・共産主義者の尾崎秀実氏の死刑執行から70年

フィギュアスケートグランプリシリーズ
8

第３戦

中国杯＠東京

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

ツールドおきなわ2014＠名護他〜9日
日本海にてロシアの原子力潜水艦の誤作動でロシア兵他20人死亡から6年
帰還事業で北朝鮮に渡ったままだった日本人配偶者15人が初の一時帰国から17年

9
10

大相撲

九州場所＠福岡〜23日

自動車 F1シリーズ米国グランプリ決勝

福岡マラソン2014

スペインカタルーニャ州独立住民投票

持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議＠名古屋〜13日

平和と開発のための世界科学デー

自殺予防いのちの電話相談
鷲神社

酉の市・一の酉＠台東区

衆議院で初の党首討論から15年
11

福島県知事任期満了

ポッキーの日

国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年
築地本願寺報恩講〜16日
日経フォーラム「世界経営者会議」〜12日
12

陸山会事件で強制起訴された小沢一郎被告に東京高裁が一審無罪判決を支持し控訴を棄却してから2年

13

埼玉県三郷市長任期満了

世界肺炎デー

民主、自民、公明 3党が赤字国債発行を 12年度から15年度まで認めることで正式合意してから2年
14

皇居新宮殿落成から36年

フィギュアスケートグランプリ第4戦 フランス杯〜16日

15

狩猟解禁

G20首脳会合＠ブリスベン〜16日

七五三

習近平氏総書記選出から2年

北海道旭川市長任期満了

ジュネーブ国際音楽コンクール〜12月5日

競馬

F1シリーズ

16

エリザベス女王杯

龍馬まつり in桂浜

メキシコ・グランプリ決勝

交通事故による犠牲者を追悼する世界デー
世界慢性閉塞性肺疾患デー

17

新潟県新潟市長任期満了
公明党結成から50年
日本維新の会に太陽の党が合流してから2年

18

フォード米大統領が米国元首としての初来日から40年

19

小沢一郎被告が無罪確定から2年

世界トイレデー

大韓航空ジャンボ機着陸失敗により日本人乗客15人死亡から24年
20

ボジョレヌーボー解禁

世界こどもの日

競馬 朝日杯フューチャーリティステークス

フィギュアスケートグランプリ第5戦

ロシア杯〜23日

東本願寺報恩講〜28日
鷲神社

酉の市・二の酉＠台東区

高山稲荷神社新嘗祭＠つがる市
23

東京都新宿区長任期満了
競馬 マイルチャンピオンシップ
初穂曳＠塩竃市
橿原神宮

新嘗祭

出雲大社献穀祭
第 32 回下関 さかな祭
宇佐神宮新嘗祭
24

画家ロートレック生誕 150年
競輪

競輪祭決勝

現在の自民党の源流の一つ、日本民主党結成60年
26

茨城県ひたちなか市長任期満了
日本野球連盟が2リーグ制とすることを発表してから65年

27

愛媛県松山市長任期満了
山梨県韮崎市長任期満了
松下幸之助生誕120年
滋賀県嘉田由紀子知事が日本未来の党を立ち上げ2年

28

新潟県小千谷市長任期満了

65年前の本日、ルーマニア五輪代表のコマネチさんが米国亡命にむけて国外脱出

フィギュアスケートグランプリシリーズ第６戦 NHK杯
どぶろく祭＠東京都中央区
29

イラクで奥克彦在英国大使館参事官ら5日本人外交官 2人が銃撃を受け殺害されてから11年

30

愛媛県知事任期満了

F1シリーズ

ブラジル・グランプリ決勝

北海道網走市長任期満了
新潟県新発田市長任期満了
秋篠宮様49歳の誕生日
競馬

ジャパンカップ

香取神宮

大饗祭
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当

射場本
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一般社団法人 在日本留学生会協議会(CISA)
2014年日本を中心とした年間政治・外交・イベント日程表 ※禁不許可配布／禁不許可業務利用
平成26年（2014年）12月
日付

日本国内行事

他国／国際行事

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

台湾統一地方選挙

年末年始の輸送等に関する安全総点検
マルハン松竹六区タワー開業
第8回練馬大根引っこ抜き大会
神戸ルミナリエ
不明／不定

NAHAマラソン
日本フリーペーパー大賞２０１４
全国高校駅伝
軽減税率の対象品目など詳細を定めることが想定されている
アフガニスタン軍から外国軍が全て撤退し同国政府・軍に治安権限が委譲される予定
2015年10月の消費税率引き上げを判断

1

愛子内親王13歳誕生日

OSEA（The 20th International Oil & Gas Industry Exhibition）2014＠シンガポール

「ユーキャン新語・流行語大賞」発表・表彰式
盛岡八幡宮新嘗祭
出雲大社神迎祭
出雲大社神在祭
熊本県市長任期満了
岩手県大船渡市長任期満了
笹子トンネル天井板崩落事故から2年
秩父夜祭〜3日
3

東西冷戦の終結から25年

第20回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP20)＠リマ〜14日

5

2014SENDAI光のページェント〜31日
原爆ドーム・厳島神社が世界遺産に登録されてから18年

6

福岡県福岡市長任期満了
富山県小矢部市長任期満了
出雲大社縁結大祭

7

東南海地震から70年
競馬 チャンピオンズカップ
第68回福岡国際マラソン
千本釈迦堂

大根だき〜8日

2年前の本日、北朝鮮のミサイル発射に森本防衛相が自衛隊に破壊措置命令を発令
出雲大社神等去出祭
9

皇太子妃雅子様51歳の誕生日

サッカー

クラブワールドカップ＠モロッコ〜20日

沖縄県知事任期満了

国連人権デー

石川県金沢市長任期満了
千葉県館山市長任期満了
自殺予防いのちの電話相談
小沢一郎幹事長が600人を率いて訪中してから5年
11

兵庫県尼崎市長任期満了

indometal2014＠ジャカルタ

銀座千疋屋創業120周年
フィギユアスケート グランプリファイナル
12

北朝鮮の長距離弾道ミサイルが沖縄を通過し太平洋に落下してから2年
人気絵本ちびくろサンボが黒人差別とされ絶版してから26年
国鉄のリニアモーターカーが無人走行実験で鉄道史上初めて時速 500キロを突破してから35年

13

サッカー 第94回天皇杯全日本選手権決勝
六波羅蜜寺

14

空也踊躍念仏（かくれ念仏）＠京都

JALホノルルマラソン2014
競馬 阪神ジュベナイルフィリーズ
第22回全国中学校駅伝大会＠山口
青島太平洋マラソン2014＠宮崎

15

年賀はがき受け付け開始
世田谷ボロ市〜16日

16

和歌山県知事任期満了
愛知県犬山市長任期満了
鶴岡八幡宮

御鎮座記念祭

17

戦争時

19

大坂冬の陣改選から400年
韓国

20

羽子板市
朴槿恵氏が大統領選で勝利から2年

東京駅開業100周年
東本願寺・西本願寺

煤払い

15年前の本日、マカオがポルトガルから中国に返還
21

鶴見つばさ橋開通20周年
競馬 朝日杯フューチャーリティステークス
川崎大師など

納めの大師

22

福岡県古賀市長任期満了

23

天皇誕生日
東京タワー開業記念日
ボートレース

24

賞金王決定戦

神奈川県逗子市長選挙
クリスマスイブ

25

クリスマス
北野天満宮・大阪天満宮など

終天神

26

京都国際ホテル営業終了

27

名護市岸本市長が普天間飛行場の辺野古沿岸への移設受け入れを表明して15年

28

競馬

29

秋篠宮佳子様20歳の誕生日
競輪

30

有馬記念
ヤンググランプリ決勝

東京証券取引所など

大納会

第56回日本レコード大賞
競輪
31

KEIRINグランプリ決勝

富岡鉄斎没後90年
第65回NHK紅白歌合戦
除夜の鐘
ボートレース

賞金女王決定戦
一般社団法人 在日本留学生会協議会 info@cisa.or.jp 担当
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