
年 政　治　・　社　会　　　　　　　 『映画』　    【韓国での上映年】　　               　　 「ドラマ」　   【韓国での放送年】

1910 日本(大日本帝国)により併合される 

1945 日本の支配から解放、光復

1948 済州島四・三事件(54年まで継続)　 『海女のリャンさん』【04】

大韓民国初代大統領に イスンマン(李承晩)選出

南で｢大韓民国｣、北で｢朝鮮民主主義人民共和国｣

樹立宣言

麗水・順天事件 『太白山脈』【94】

1950 韓国戦争(朝鮮戦争)勃発　 『あの島に行きたい』【93】, 『太白山脈』【94】 「ロード ナンバーワン」【10】,  「ファッション70's」【05】

『ブラザーフッド（太極旗を翻して)』【04】

ノグンニ事件(村民虐殺事件) 『小さな池』【09】, 『トンマッコルへようこそ』【05】, 『黒水仙』【01】

1952 初の大統領直接選挙でイスンマン再選 『スプリング イン ホームタウン』【98】

1953 朝鮮戦争(韓国戦争)休戦

1956 イスンマン大統領三選

1959 (朝鮮総連の北朝鮮帰還事業が進められ、最初の帰還船が『海女のリャンさん』【04】

新潟港を出航・・・断続的に84年まで続いた）

1960 四選を狙うイスンマン 大統領選で官憲・暴漢を使って 『われらの歪んだ英雄』【92】, 『大統領の理髪師』【04】

不正選挙を行う

不正への抗議デモが広がり、｢4.19学生革命｣に拡大 　

イスンマン大統領独裁体制崩壊

ユンボソン大統領就任(チャンミョン国務総理)

(日米新安保条約承認反対闘争)

1961 パクチョンヒ ｢5.16軍事クーデター｣で政権掌握 『離れの客とお母さん』【61】

韓国中央情報部(KCIA)設立

1962 パクチョンヒ 国家再建最高会議議長として軍政を敷く

ユンボソン大統領辞任

1963 パクチョンヒ 大統領に就任 『大統領の理髪師』【04】

1964 ベトナム派兵(1973まで) 『ライバン』【01】, 『ラブストーリー』【03】, 『息もできない』【08】 「黄金のリンゴ」【05】

パクチョンヒ　戒厳令宣布

1965 韓日基本条約締結

ソウルで条約締結反対の学生デモ

多くの学生がKCIAに拘束

｢漢江の奇跡｣と呼ばれた経済成長の始まり

【生活クラブ結成 牛乳の共同購入開始】

1967 パクチョンヒ 大統領選に再選

1968 北朝鮮ゲリラの青瓦台突入未遂事件 「白夜」【98】

1969 パクチョンヒの改憲反対学生デモ 『夏物語』【06】

民主化を求める学生 農村で活動

1970 パクチョンヒ 「セマウル(新しい村)」運動を提唱

(日米安保延長阻止闘争)
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1971 パクチョンヒ、キムデジュンを破り大統領に三選(90万票差) 

シルミド事件 『シルミド(実尾島)』【03】

ソウル大学など8校に無期休校令

「国家非常事態宣言」布告

【原州の農民に協同組合運動を紹介】

【原州、｢民主化運動の聖地｣と呼ばれる】

【｢原州パルグム信用協同組合｣創立】

1972 【原州の農村で協同組合運動拡大】

10月維新(国会解散 政党活動全面禁止)　 

維新憲法(大統領終身任期制)公布　独裁体制強化

1973 ｢重化学工業開発政策｣宣言

KBS(韓国放送公社）発足

キムデジュン 日本の雑誌｢世界｣に “憤りをもって

韓国の現状を訴える”を発表。

キムデジュン グランドパレス(東京)で拉致 『ＫＴ』(阪本順治監督作品】【02】

反パクチョンヒ運動激化

1974 全国民主青年学生総連盟(民青学連)結成

｢民青学連事件｣発生　パクチョンヒ｢政府転覆に

よる労農政権の樹立｣を企てたとして180名を起訴

キムジハ　｢民青学連事件｣で起訴、死刑判決

池明観(チミョングァン)  “T・K生”名義で｢世界｣に

『韓国からの通信』を連載　－　1980年まで

パクチョンヒ暗殺未遂事件　陸英修夫人死亡

1975 パクチョンヒ、反共集会に百数十万人動員 「黄金のリンゴ」(05)

反政府活動全面禁止

1976 キムデジュンら知識人12名、｢民主救国宣言｣を

発表し、パクチョンヒ退陣を要求

1978 パクチョンヒ退陣と民主憲法制定を要求する 第2の 『マルチュク青春通り(マルチュク通り残酷史)』【04】

｢民主救国宣言｣発表

76年の｢民主救国宣言｣で逮捕されたキムデジュン

釈放　74年に死刑判決を受けたキムジハ 懲役20

年に減刑

1979 パクチョンヒ KCIAキムジェギュ部長により暗殺 『朴大統領暗殺(その時その人々)』【05】

チェギュハ 大統領に選出(ソウルの春)

12.12クーデター(粛軍クーデター)　チョンドゥファン

などの新軍部が韓国軍の実権を掌握
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1980 5.15ソウル駅学生デモ　舎北事態（労働争議） 『風吹くよき日』【80】 「田園日記」【80～02】

5.17クーデター（チョンドゥファンが指揮）

キムデジュン逮捕に抗議する学生を鎮圧しようとした軍 『つぼみ(花びら)』【96】 「砂時計」【95】

に市民が反発して立ち上がった「光州民衆抗争」発生 『ペパーミントキャンディ－』【99】, 『光州5･18』【07】

チェギュハ 大統領を辞任

チョンドゥファン 大統領に選出　

1981 光州民衆抗争を操ったとして死刑が確定したキム

デジュン 無期懲役に減刑

サルトルや大江健三郎らの活動でキムジハ釈放

1982 キムデジュンの刑執行停止、アメリカへ

夜間通行禁止令 34年ぶりに全面解除

1983 中曽根首相　現職首相として初めて韓国訪問

1984 チョンドファン大統領 現職大統領として初めて日本訪問 『鯨捕り』【84】

1985 【韓国最初の生協、原州ハンサルリム生協と安養消費者

協同組合 創立】

キムデジュン アメリカから帰国

1986 チョンドゥファン　ソウル大｢容共左頃派｣摘発、｢民

主統一民衆運動連合｣等30団体を弾圧、建国大

生虐殺、14の労働者組織 40の民主団体に解散

命令。　　　空前の好況 ｢檀君景気｣と呼ばれる。

1987 ソウル大生の拷問致死で反政府デモ拡大

延世大生 催涙弾の直撃を受けて死亡

反軍政市民行動 全国に拡大 37都市で180万人が

国民平和大行進に参加

チョンドゥファン　戒厳令施行を主張して孤立

ノテウ大統領候補｢6.29民主化宣言｣(大統領直接

選挙制とキムデジュンの復権を認める等)発表

大韓航空機爆破事件　キムヒョンヒを ソウルへ移送

【韓国女性民友会創立】

1988 ノテウ 大統領に就任

大韓航空機爆破事件を北朝鮮の爆弾テロと断定

ソウルオリンピック開催 『ホリデイ』【06】

1989 済州島で41年ぶりに四・三事件の犠牲者を追悼

（ベルリンの壁崩壊）  

【韓国女性民友会生協創立】

1990 ソ連との国交樹立

1991 南北朝鮮が国連に同時加入

元従軍慰安婦35名 東京地裁に提訴

(ソ連崩壊、ロシア連邦成立)

【生活クラブ連合会 ｢韓国スタディツアー｣を開始】
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1992 中華人民共和国との国交樹立 『われらの歪んだ英雄』【92】

1993 キムヨンサム 大統領に就任(文民大統領誕生) 『あの島に行きたい』【93】

『風の丘を越えて』【93】

1994 ソウルの聖水大橋 手抜き工事により崩壊 『太白山脈』【94】　 「愛の挨拶」【94】, 「ポリス」【94】　

1995 大邱の地下鉄工事現場でガス爆発 『灼熱の屋上(犬の日のような午後）』【95】 「砂時計」【95】, 「若者のひなた」【95】

ソウルの三豊百貨店 手抜き工事により崩壊 ｢海風｣【95】, ｢風の息子｣【95

1996 02年サッカーワールドカップ韓日共同開催決定 『祝祭』【96】, 『つぼみ(花びら)』【96】　 ｢初恋｣【96】, ｢パパ｣【96】

江陵に北朝鮮武装スパイ潜入 『豚が井戸に落ちた日』【96】,  『ナヌムの家』【96】 ｢北の駅から 第1・2部｣【96】

1997 IMFの管理下に入る。深刻なIMF不況の始まり 『グリーン･フィッシュ』【97】, 『接続』【97】 ｢私が生きる理由」【97】, 「あなた、そして私」【97】

｢ウェディング ドレス｣【97】

1998 キムデジュン 大統領に就任 『江原道の力』【98】, 『八月のクリスマス』【98】 ｢白夜｣【98】, 「裸足の青春」【98】

キムデジュン大統領の日本訪問を契機に、韓国 『ディナーの後に 』【98】, 『スプリング イン ホームタウン』【98】 ｢ずっと会いたい｣【98～99　273話】, ｢嘘｣【98】

での日本映画上映、コンサート上演等が相次ぐ。 『美術館の隣の動物園』【98】, 『静かな家族』【98】

1999 【生活クラブ連合会・韓国女性民友会・台湾主婦 『シュリ』【99】, 『恋風恋歌』【99】 「愛の群像」【99】, 「Happy Together」【99】

連盟環境保護基金会が　｢三姉妹提携｣締結】 『ペパーミントキャンディ』【99】, 『カル』【99】　 「インビテーション 招待」【99】, 「青春の罠」【99】

2000 ｢南北共同宣言｣　(キムデジュンとキムジョンイル) 『イルマーレ』【00】, 『魚と寝る女』【00】、 「秋の童話」【00】

キムデジュン ノーベル平和賞受賞 『ＪＳＡ』【00】, 『春香伝』【00】

参与連帯が落選運動を展開 『ほえる犬は噛まない(フランダースの犬)』【00】

『アナーキスト』【00】, 『純愛譜』【00】

2001 インチョン国際空港開港 『受取人不明』【01】, 『子猫をお願い』【01】 ｢守護天使｣【01】, ｢ピアノ｣【01】

（ニューヨーク同時多発テロ） 『バンジージャンプする』【01】, 『春の日は過ぎゆく』【01】 ｢美しき日々｣【01】, ｢ホテリアー｣【01】

『ラスト プレゼント』【01】, 『猟奇的な彼女』【01】, 『黒水仙』【01】

『私にも妻がいたらいいのに』【01】, 『ライバン』【01】, 『火山高』【01】

2002 サッカーワールドカップ韓日共同開催 『永遠の片想い』【02】, 『オアシス』【02】 ｢ガラスの靴｣【02】, ｢大望 テマン｣【02】, ｢孤独｣【02】

イミョンバク  ソウル市長に選出 『おばあちゃんの家』【02】, 『純愛中毒』【02】, 『二重スパイ』【02】 ｢冬のソナタ｣【02】, ｢I LOVE ヒョンジョン｣【02】

『酔画仙』【02】, 『ＫＴ』(阪本順治監督作品】【02】 ｢ただいま恋愛中｣【02】, ｢星を射る｣【02】

2003 ノムヒョン 大統領に就任 『ラブストーリー』【03】, 『シルミド(実尾島)』【03】 「チャングムの誓い｣【03】, ｢威風堂々な彼女｣【03】

大邱の地下鉄で放火　爆発炎上事故 『天国からの手紙』【03】,  『英語完全征服』【03】, 『箪笥』【03】 「チェオクの剣(茶母)｣【03】, ｢1％の奇跡｣【03】

『オールド･ボーイ－パクチャヌク』【03】, 『スキャンダル』【03】 ｢サンドゥ 学校へ行こう｣【03】, ｢スクリーン｣【03】

『殺人の記憶』【03】, 『春の日のクマは好きですか』【03】 ｢オール イン｣【03】, ｢夏の香り｣【03】 

『春夏秋冬そして春』【03】, 『送還日記』【03】 ｢千年の愛｣【03】, ｢ローズマリー｣【03】

2004 日本の大衆文化 全面開放 『ブラザーフッド（太極旗を翻して)』【04】 ｢海神 ヘシン｣【04】, ｢バリでの出来事｣【04】

KTX(新幹線)　開通 『オオカミの誘惑』【04】, 『僕の彼女を紹介します』【04】 ｢ごめん、愛してる｣【04】, ｢12月の熱帯夜｣【04】

『誰にでも秘密がある』【04】, 『大統領の理髪師』【04】 ｢サンシャイン オブ ラブ｣【04】, ｢火の鳥｣【04】

『マルチュク青春通り(マルチュク通り残酷史)』【04】 ｢波乱万丈！ ミス キムの10億作り｣【04】

『私の頭の中の消しゴム』【04】, 『力道山』【04】, 『ファミリー』【04】 ｢フルハウス｣【04】, ｢花より美しく｣【04】

『アラハン』【04】, 『海女のリャンさん』【04】 ｢ラブストーリー イン ハーバード｣【04】
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2005 憲法裁判所 男子優先で戸主を決める戸主制を違法 『朴大統領暗殺(その時その人々) 』【05】, 『王の男』【05】 「ファッション70's」【05】, ｢春の日｣【05】

と判断　 『四月の雪』【05】, 『トンマッコルへようこそ』【05】 「黄金のリンゴ」【05】, ｢弁護士たち｣【05】

清渓川復元 『親切なクムジャさん』【05】, 『甘い人生』【05】 「乾パン先生とこんぺいとう」【05】,  「復活」【05】

『ダンサーの純情』【05】,  『クライング･フィスト』【05】 「悲しみよ、さようなら」【05】, ｢オンリー ユー｣【05】

『ユア マイ サンシャイン』【05】, 『タイフーン』【05】　 「薯童謡 ソドンヨ」【05】, 「プラハの恋人」【05】 

『リンダ リンダ リンダ』【05】, 『恋する神父』【05】, 『マラソン』【05】 「私の名前は キム サムスン」【05】

2006 藩基文(パンギムン) 国連事務総長に当選 『カンナさん、大成功です！』【06】, 『グェムル』【06】 ｢朱蒙 チュモン｣【06】,  「グッバイ ソロ」【06】

『夏物語』【06】, 『浜辺の女』【06】, 『ホリデイ』【06】 「雪の女王｣【06】, 「恋愛時代」【06】

『愛するときに話すこと』【06】,  『サイボーグでも大丈夫』【06】 「キツネちゃん、何してるの？｣【06】, ｢サムデイ｣【06】

『いかさま師(チャタ)』【06】 ｢ファン ジニ 黄真伊｣【06】, 「春のワルツ」【06】

2007 イミョンバク 大統領に選出(保守が政権奪回） 『蜜陽 』【07】, 『光州5･18』【07】 「太王四神記」【07】, ｢エア シティ｣【07】

『なつかしの庭 』【07】 ｢外科医 ポンダルヒ｣【07】, 「ありがとうございます」【07】

｢コーヒープリンス1号店｣【07】, ｢白い巨塔｣【07】,

｢魔王｣【07】, ｢BAD LOVE｣【07】, 「愛に狂う」【07】

｢H.I.T. 女性特別捜査官 ｣【07】

2008 イミョンバク 大統領に就任 『息もできない』【08】, 『アンティーク 西洋骨董洋菓子店』【08】 「風の絵師」【08】, 「風の国」【08】, 「食客」【08】

米国産牛肉輸入 全面開放 『牛の鈴音』【08】, 『映画は映画だ』【08】, 『ミスにんじん』【08】 ｢ベートーベン ウィルス｣【08】, 「オン エア」【08】 

全面開放に反対するろうそくデモ開始(2ヵ月間連日　 「スターの恋人」【08】, ｢いかさま師(チャタ)｣【08】

数千～数万人が参加)

新戸籍法施行

【生活クラブ埼玉 ハンサルリム城南・龍仁と交流開始】

2009 ソウル竜山地区再開発に反対する住民と警察が 『母なる証明』【09】, 『パジュ』【09】, 『冬の小鳥』【09】 ｢僕の妻はスーパー ウーマン｣【09】 

衝突　6名死亡 『君に微笑む雨』【09】, 『小さな池』【09】 「華麗なる遺産」【09】, 「結婚できない男」【09】

ノムヒョン前大統領自殺 「クリスマスに雪は降るの？」【09】

４大江(漢江･洛東江･錦江･栄山江)整備事業マスター ｢カインとアベル｣【09】, ｢アイリス｣【09】

プラン発表 ｢アクシデント カップル｣【09】

キムデジュン元大統領肺炎により死亡

2010 韓国海軍哨戒艦｢天安｣沈没 『アジョシ』【10】, 『哀しき獣(黄海)』【10】, 『ポエトリー(詩)』【10】 「ロード ナンバーワン」【10】, ｢同伊 トンイ｣【10】

北朝鮮　韓国の延坪島を砲撃 「シンデレラのお姉さん」【10】

「パスタ」【10】, ｢神と呼ばれた男｣【10】

2011 パクウォンスン　ソウル市長に選出

キムジョンイル総書記 死去
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