
年　　表

山口大学の出来事 学長 山口県内の出来事 世界および日本の出来事

1949
(昭和24）

山口大学発足
（文理・教育・附属学校・経済・工学・農学・附属図
書館）(5.31）
初代学長松山基範着任(6.1)
本部仮事務室を経済学部内に設置(7.12)
第1回入学式(7.15)
山口大学学則制定（8.24）
開学式挙行(於経済学部講堂)(11.5)

松山基範
山口県立医科大学開設(4)
山口市から分離して小郡町が成立 (11)

新制大学制度発足(5)
大学教授のレッドパージ始まる(9)
中華人民共和国成立(10)
湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞 (11)

1950
（昭和25）

「山口大学学報」第1号発刊 (2.21)
山口高等学校廃止(3.31)
開学記念式（於経済学部講堂)(6.1）
開学記念祭(11.2-12)
山口市主催、山口大学後援の学都祭挙行(12.1-5)

県営厚東ダム完成 (3)
山口女子短期大学開校(山口市宮野)(5)

公職選挙法施行(5)
文化財保護法公布(5)
朝鮮戦争勃発(6)
レッドパージ始まる(7)

1951
(昭和26)

山口師範学校・山口青年師範学校・山口経済専門
学校・宇部工業専門学校廃止 (3.31)

八海事件発生(1)
山口県第1回芸術文化奨励賞の授賞式(4)

第1回アジア競技大会、インドニューデリー
で開催(3)
対日講和条約、日米安保条約調印(9)

1952
（昭和27）

山口獣医畜産専門学校廃止 (3.31)
農学部附属農場開場 (11.1)

岩国錦川で鵜飼い開始 (6)
山口カトリック教会サビエル記念聖堂献堂
式　(10)

琉球中央政府発足(4)
血のメーデー事件、死者2人、逮捕者1230
人(5)

1953
（昭和28）

第1回卒業式（於経済学部講堂 3.28）
教育学部附属防府高等学校廃止(3.31）
大学本部を経済学部構内から新道庁舎に移転
(6.26)
初の学長選挙により松山基範氏学長就任（7.1）
農学部附属家畜病院設置（7.1）
工業短期大学部併設（機械科・工業化学科）（8.1）
学生健康相談所開設（教育学部時雍寮内）（9.11）
学生相談室開設 (経済学部校内)( 11.16)

佐波川大橋完工(9)
山口県地方史学会・山口県考古学会創立
(11)

ソ連首相スターリン没(3)
日米友好通商航海条約調印 (4)
朝鮮戦争休戦協定調印(7)
ソ連、水爆保有を発表(8)

1954
（昭和29）

経済学専攻科・経済学部高等学校商業教員養成
課程設置 (4.1)
創立5周年記念祭(6.1-3)
文理学部が山口市糸米から後河原に移転 （8.27）
湯川秀樹博士学術講演(12.30)

関門国道トンネル開通(2)
町村合併により美祢市、長門市、柳井市
を設立　(3)

米・ビキニ環礁で水爆実験、漁船第五福龍
丸被爆 (3)
防衛庁設置法・自衛隊法公布(6)

1955
（昭和30）

教育学部時雍寮１棟焼失(2.28)
陸上自衛隊、山口市に駐屯　(10)
秋吉台・北長門海岸を国定公園に指定
(11)

アジア・アフリカ会議、バンドンで開催(4)
第1回原水爆禁止世界大会（広島）(8)

1957
（昭和32）

教育学部光分校廃止(3.31)
佐波川ダム完成　(3)
山口県青少年保護育成条例公布(12)

南極観測隊、昭和基地を設営 (1)
ソ連、人口衛星スプートニク打ち上げ成功
(10)

1958
（昭和33）

故松山基範学長大学葬(2.4)
工学部電気工学科・工学専攻科設置（4.1）
工学専攻科設置（機械工学専攻、鉱山学専攻、工
業化学専攻、土木工学専攻)(4.1)
田中晃学長就任(6.14)

田中晃
関門国道トンネル開通(3)

米・人工衛星打ち上げ成功 (1),
東京タワー完成, １万円札発行 (12)

1959
（昭和34）

農学専攻科（農学専攻・獣医学専攻）設置（4.1)
山口県文書館設立(4)
NHK防府放送局からテレビ放送開始(6)
ラジオ山口(現KRY)、テレビ局を開設(9)

キューバ革命(1)

1960
（昭和35）

教育学部防府分校廃止(3.31)
鈴木大拙公開講演会(教育学部講堂)(10.21)

香川学園短大（現宇部短大）開校(4)
萩市三島MP学術調査始まる(8)

1962
(昭和37)

工学専攻科に電気工学専攻科設置(4.1)
市川禎治学長就任(6.14)

市川禎冶
国立宇部工業高等専門学校開校(4)
下関市立大学開校(4)

1963
（昭和38）

工学部生産機械工学科設置(4.1)
下関農林省水産講習所、水産大学校とし
て発足(1)
第18回国民体育大会夏季大会開催(9)

ケネディ大統領暗殺 (11)

1964
(昭和39)

山口県立医科大学を移管して医学部設置 (4.1)
教育学部教育専攻科設置(4.1)
工学部鉱山学科を資源工学科と改称(4.1)
第162回評議会において平川地区に統合移転を決
定 (9.9)

山口-東京間電話即時通話開始(3)
東海道新幹線開通(10)
東京オリンピック開会 (10)

1965
(昭和40)

第1回山口大学名誉教授称号授与式(3.23)
工業短期大学部電気科増設(4.1)
経済学部創立60周年記念式（於経済学部講堂）
(12.10)

柳井-松山間にフェリー就航(6)
青海大橋完工(10)

朝永振一郎、ノーベル物理学賞を受賞 (10)

1966
(昭和41)

文理学部を改組して教養部設置 (4.1)
大学院工学研究科設置(4.1)
工学専攻科廃止(4.1)
教育学部養護学校教員養成課程設置(4.1)
教育学部附属幼稚園設置(4.1)
工業短期大学部土木科増設(4.1)
統合移転用地買収完了(4.30)
農学部移転完了(10.25)

市川禎冶
県営宇部空港開港(7)
県営菅野ダム完成(11)

日本でメートル法完全施行(4)
中国文化大革命始まる(5)
ビートルズ来日（6月30日から3日間日本武道
館で公演）

1967
(昭和42)

教養部移転完了(3.31)
農学部農芸化学科設置(4.1)
大学院医学研究科設置(4.1)
大学院工学研究科生産機械工学専攻設置(4.1)
医学部附属病院設置(6.1)
医学部附属看護学校、医学部附属衛生検査技術
学校設置(6.1)
吉田遺跡調査団発足(6.8)

宇宙通信衛星基地、山口市仁保に起工
(12)

欧州共同体（EC）発足 (7)
東南アジア諸国連合（ASEAN)発足 (8)
公害対策基本法公布(8)

1968
(昭和43）

福利厚生施設として白石荘開設(2.15)
山口県立医科大学・大学院廃止(3.31)
文理学部移転完了 (10.24)
事務局、学生部移転完了 (11.2)

県農業試験場完成(3)
山口芸術短期大学が開校(4)
徳山－竹田津に周防灘フェリー就航(10)

郵便番号制度実施(7)
札幌医大で日本初の心臓移植手術(8)
川端康成、ノーベル文学賞受賞 (10)

1969
(昭和44)

農学専攻科廃止(3.31)
工学部化学工学科設置(4.1)
大学院農学研究科(農学専攻、獣医学専攻)設置
(4.1)
工業短期大学部学科制となる(4.1)
「山大広報」第1号発刊(12.15)

田中弘道
(学長事務取扱)

国際電電、山口衛星通信所開所式(5)
宇部に初の大気汚染注意報がでる(6)

アポロ11号、月面着陸 (7)
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1970
(昭和45)

附属図書館落成式 (3.10)
理学専攻科設置(4.1)
保健管理センター設置(4.17)

力武一郎
 (学長事務取

扱)

テレビ山口本放送開始(4)
下関－釜山間関釜フェリー就航(6)
南陽町から新南陽市へ(11)

国産初の人工衛星打ち上げ成功 (2)
廣中平祐フィールズ賞受賞 (9)
沖縄、初の国政選挙参加(11)

1971
(昭和46）

一部学生による本学学長室及び事務局長室占拠
(2.23-3.21)
大学院農学研究科農芸化学専攻設置(4.1)
力武一郎学長就任(4.1)
(吉田地区)放射性同位元素総合実験室設置(4.13)

力武一郎 私立徳山大学の新設決定　(2)
沖縄返還協定調印 (6)
環境庁発足(7)

1972
(昭和47)

山口大学電子計算機室設置 (3.14)
文学専攻科設置(4.1)
教育学部移転完了(8.4)

欽明路バイパス開通(3)
県、公害局発足(4)

山陽新幹線岡山まで開通 (6)
 田中角栄「日本列島改造論」(6)

1973
(昭和48)

経済学部移転完了 (1.13)
中村正二郎学長就任(4.1)
山口大学統合移転記念式挙行(11.18)

中村正二郎

山口県立図書館移築(5)
出光石油化学徳山工場が爆発炎上(7)
関門橋完成　(10)
維新百年記念公園完成(11)

江崎玲於奈、ノーベル物理学賞受賞（10）

1974
(昭和49)

工業短期大学部情報処理工学科増設（4.1）
医学部創立30周年記念式(於渡辺翁記念館）
(11.22)

県公害センター開設(1)
徳山工業高等専門学校開設　(1)
中国自動車道（小月－小郡間）開通(7)

米、ニクソン大統領ウォーターゲート事件で
辞任(8)

1975
(昭和50)

教育学部幼稚園教員養成課程設置 (4.1)
工学部電子工学科設置(4.1)
大学院経済学研究科(経済学専攻)設置(4.1)
教員養成百周年記念式典(10.19)

山口女子大学開校(短大から4年制へ)(4)
山口で初の原爆死没者追悼平和式典開く
(9)

新幹線、博多まで全線開通 (3)
ベトナム戦争終結(4)
廣中平祐、文化勲章受章(11)

1976
(昭和51)

大学院工学研究科化学工学専攻設置(4.1) ロッキード事件発覚(2)

1977
(昭和52)

埋蔵文化財資料館竣工 (3.28)
経済学部国際経済学科設置(4.1)
故中村正二郎学長大学葬(12.19)

戸田光敬
(学長事務取扱)

県原発対策室を設置(8)
大学入試センター発足(5)
日航機ハイジャック事件(9)

1978
(昭和53)

小西俊造学長就任(3.25)
文理学部を改組して、人文学部、理学部設置
(6.17)

小西俊造 県農業大学校開校　(4)
国連、初の軍縮特別会総会開催(5)
成田空港開港 (5)

1979
(昭和54)

大学院工学研究科電子工学専攻設置(4.1)
教育学部附属養護学校設置 (4.1)
山口大学創立30周年記念式典(於経済学部大講
義室)(6.1)
医療技術短期大学部設置(.10.1)

県内海水産試験場竣工(6)
山口線にSL-C57 「貴婦人」が復活　(8)
県立美術館開館　(10)

第2次石油危機(1)
第1回国公立大学共通１次学力試験実施
(1.13-14)
米スリーマイル島で原子力発電所事故(3)

1980
(昭和55）

山口大学標章（シンボルマーク）制定 (4)
経済学部経済法学科設置(4.1)
工学部建設工学科設置(4.1)

宇部空港にジェット機就航(4)
山口市にパークロード完成(7)

モスクワ五輪、日本を含め59カ国ボイコット
(7)
イラン・イラク戦争勃発 (9)

1981
(昭和56）

医学部附属動物実験施設設置(4.1)
情報処理センター設置 (7.28)
山東大学から初の交換留学生来学 (12.23)

小西俊造 福井謙一、ノーベル化学賞受賞(10)

1982
（昭和57）

医学部附属看護学校廃止(3.31)
理学専攻科廃止(3.31)
電子計算機室廃止(3.31)
大学院理学研究科設置(4.1)
山口大学30年史発行(12.1)

中国電力の上関原発建設計画が表面化
(6)
県、中国山東省と友好協定締結　(8)

500円硬貨発行 (4)
テレフォンカード使用開始 (12)

1983
(昭和58)

医学部附属臨床検査技師学校廃止(3.31)
山口大学と山東大学との学術交流協定締結 (6.2)
工業短期大学部創立30周年記念碑除幕式並びに
記念植樹(8.1)

県教育会館完成、県生涯教育センター開
所(1)
萩焼の１１代三輪休雪、人間国宝に指定
(3)

青函トンネル開通 (1)
中国自動車道が全線開通(3)

1984
(昭和59）

大学院工学研究科建設工学専攻設置(4.1)
粟屋和彦学長就任(5.16)
医学部創立40周年記念式典 (9.23)

県スポーツ文化センター竣工(5)
現県庁舎竣工

1985
(昭和60）

文理学部廃止 (3.31)
大学会館設置 (4.1)
第1回大学院人文科学研究科入学式 (4.25)

エフエム山口本放送開始(12)
東北・上越新幹線上野発着開始(3)
日航ジャンボ機、御巣鷹山に墜落(死者520
人）(8)

1986
(昭和61）

旧制山口高等中学校創設100周年記念会(大学会
館）(9.10)

県流通センター完成(4)
ソ連チェルノブイリ原発事故発生(4)
男女雇用機会均等法施行(4)

1987
(昭和62）

東京理科大山口短大開校(4)
NTT株上場(初値160万円)(2)
利根川進、ノーベル医学生理学賞受賞(10)

1988
(昭和63）

国際交流会館設置 (4.1) 宇宙通信山口局完成(9)
青函トンネル開業(3)
瀬戸大橋開通 (4)
リクルート事件発覚(6)

1989
(平成元）

教育学部総合文化教育課程設置(4.1)
鳥取大学大学院農学研究科に参加(4.1)
山口大学創立40周年記念巡回講演会(11/7-29萩
市,下関市,岩国市,宇部市,山口市)

大内塗が国の伝統工芸品に指定(4)
国立山口徳地少年自然の家開設(10)

昭和天皇崩御、新元号「平成」 (1)
消費税（3％）の導入（4.1）
 ベルリンの壁崩壊 (11)

1990
(平成2）

大学院農学研究科獣医学専攻廃止(3.31)
大学院連合獣医学研究科設置(4.1)
三分一政男学長就任(5.16)
工学部全学科及び工業短期大学部、大学院工学
研究科を改組(10.1)
工学部の全学科及び工業短期大学部改組 (10.1)

三分一政男 山口県国際交流協会設立　(1)
初の大学入試センター試験 (1)
大阪で「花の万国博覧会」開催 (9)
統一ドイツ誕生 (10)

1991
(平成3）

大学院教育学研究科設置 (4.1)
地域共同研究開発センター設置(4.12)

山口市のサビエル記念聖堂全焼(9)
台風19号、県下で猛威(9)

湾岸戦争突入(1)
雲仙普賢岳で大火砕流発生(6)
ソ連邦消滅、独立国家共同体へ(12)

1992
(平成4）

機器分析センター設置 (4.10)
週休２日制の施行に伴う週5日授業の導入 (5.12)

県史編纂室設置　(4)
山陽自動車道開通

欧州連合(EU)結成(2)
国家公務員完全週休二日制(5)

1993
（平成5）

工業短期大学部廃止 (3.31)
人文社会学科、言語文化学科を設置(4.1)
村上悳学長就任(5.16)

村上悳
宇部-札幌便就航(5)
YAB山口朝日放送開局(10)
三隅町香月美術館開館(10)

Jリーグ開幕(5)

1994
（平成6）

遺伝子実験施設設置 (6.24)
「医心館」開館記念式 (9.14)

中原中也記念館オープン(2)
山口市で県内観測史上最高の38.4度を観
測(7)

松本市でサリン事件発生(6)
北朝鮮金日成主席没(7)
関西国際空港開港(9)
大江健三郎、ノーベル文学賞受賞(11)

岩城秀夫
(学長事務取扱)

粟屋和彦
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1995
(平成7）

理学部の全学科改組 (4.1)
総合情報処理センター設置 (4.1)
大学院経済学研究科企業経営専攻設置(4.1)
経済学部「商品資料館」竣工記念式 (4.26)

村上悳 山口市、西京スタジアム完成(5)
阪神淡路大震災発生(死者6300人 1.17)
地下鉄サリン事件 (3)

1996
（平成8）

教養部廃止 (3.31)
工学部感性デザイン工学科設置(4.1)
共通教育センター設置 (4.1)
廣中平祐学長就任(5.16)
｢山口大学おもしろプロジェクト」初の公募開始
(9.1)
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー設置 (9.10)

廣中平祐

第1回中原中也賞授賞式(2)
新サビエル記念聖堂起工(3)
山口県立萩美術館・浦上記念館完成(5)
海峡メッセ下関完成（7）

O－157集団感染が発生(5)

1997
（平成9）

附属教育実践総合センター設置 (4.1)
第1回大学院理工学研究科入学式 (4.21)
附属図書館の日曜開館実施 (4.1)

山口市「リサイクルプラザ」完成(1)
宇部-那覇便初フライト(7)

中国鄧小平死去(2)
消費税5％始まる(4)
香港、155年ぶりに中国へ返還(7)
ダイアナ元皇太子、交通事故死(8)

1998
（平成10）

大学院理工学研究科環境共生工学専攻(博士課
程)(独立専攻)設置(4.1)

秋吉台国際芸術村が開村する(8)
明石海峡大橋が開通(4)
日本初の火星探査機「のぞみ」が打ち上げ
に成功(7)

1999
（平成11）

山口大学同窓会連合の結成(1)
山口大学創立50周年記念式典（4.23）
イコール・パートナーシップ委員会発足(5.11)
第２学生食堂竣工記念式典（12.1）

廣中平祐
欧州通貨統合による単一通貨ユーロ誕生
(11)
茨城県東海村で臨界事故発生(9)

2000
（平成12）

時間学研究所開設（4.1）
医学部保健学科設置（10.1）

角島大橋完成(11)
紫式部を肖像とした2千円札の発行　(7)
白川英樹、ノーベル化学賞受賞(10)

2001
（平成13）

東アジア研究科新設（4.1）
アドミッションセンター設置（4.25）
総合研究棟（吉田）竣工記念式典（11.28）

山口きらら博開催(7.14-9.30)

中央省庁再編成(1)
情報公開法施行(4)
米国で同時多発テロ(9)
野依良治がノーベル化学賞受賞(10)

2002
（平成14）

メディア基盤センター、大学教育センター、留学生
センター、産学公連携・創業支援機構設置(4.1)
加藤紘学長就任(5.20)

加藤紘

住民基本台帳ネットワークシステムスタート
(8)
小柴昌俊ノーベル物理学賞、田中耕一ノー
ベル化学賞受賞(10)

2003
（平成15）

医療技術短期大学部の廃止(3.31)
ビジネスインキュベーション施設、総合科学実験セ
ンター、知的財産本部、工学部附属ものづくり創成
センター、エクステンションセンター設置(4.1)

山口情報芸術センター・山口市立図書館
開館(11)

宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」が第75回
アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞(3)

2004
（平成16）

新しいシンボルマーク・シンボルカラーの制定(1.5)
国立大学法人化（4.1）
国際センター、研究推進戦略室(URA)設置(4.1)

山口県の養鶏場で鳥インフルエンザの発
生を確認　(1)
錦帯橋架け替え工事完了(3)

アテネオリンピック(8)
新札発行(1000円札：野口英世、5000円札：
樋口一葉)

2005
（平成17）

大学院技術経営（MOT）研究科新設（4.1）
県央部１市４町合併により新「山口市」誕
生　(10.1)

愛・地球博(3-9)
JR福知山線脱線事故(4.25)

2006
（平成18）

「開放授業」開始（4）
長州五傑記念碑除幕式（4.26）
「大学コンソーシアムやまぐち」設置（5.31）
丸本卓哉学長就任(5.16)

丸本卓哉
下関市のJR下関駅が放火により全焼 (1)
第21回国民文化祭・やまぐち2006開催
(11)

ライブドアショック　(1)
新北九州空港開港 (3)
第1回ワールド・ベースボール・クラシックで
日本が優勝 (3)

2007
（平成19）

動物医療センター改称（1.1）
「山口大学憲章」制定（2.15）
「山口大学まんじゅう」発売

4月29日「昭和の日」、5月4日みどりの日に
日本の月探査衛星「かぐや」打ち上げに成
功(9)
郵政民営化スタート(10)

2008
（平成20）

事務局１号館改修（3.）
山口大学東亜経済研究所竣工（5.14）

iPhoneが日本で発売開始(7)
南部陽一郎、小林誠、益川敏英、ノーベル
物理学賞,下村脩、ノーベル化学賞受賞(10)
米・オバマ大統領誕生(11)

2009
（平成21）

山口大学ブランド「純米大吟醸長州学舎」誕生
（3.9）
常盤女子寮竣工（3.23）

豪雨により防府市で土砂災害発生(7.21)
政権交代（自由民主党・公明党→民主党・
社民党・国民新党）(8)

2010
(平成22)

「共育の丘」およびモニュメント「Gravitation」完成
(4)
東アジア研究科・経済学研究科棟が完成(5)
動物医療センター改修記念式典（6.1）
放送大学と包括的連携協力に関する協定を締結
(11.15)

小惑星探査機「はやぶさ」が帰還(6)
参院選挙で民主党が大敗、ねじれ国会に
(7)
鈴木章、根岸英一がノーベル化学賞受賞
(10)

2011
(平成23)

山口県ドクターヘリ運用開始(1.21)
吉田寮1号棟の改修完了(3.29)

丸本卓哉 山口国体・山口大会(10)
東日本大震災発生(3.11)
九州新幹線博多駅～鹿児島中央駅全通(3)
テレビ放送が地デジに移行（7）

2012
(平成24)

共同獣医学部創設(4.1)
第１回創基200周年記念基幹シンポジウム開催
(6.1)
手術支援ロボット「ダヴィンチ」を医学部附属病院
に導入(8.29)
山口大学マスコットキャラクター「ヤマミィ」初登場
(11.22)

岩国錦帯橋空港が開港(12)

東京スカイツリー開業（5）
山中伸弥がノーベル医学・生理学賞受賞
（12）
政権交代（民主党・国民新党→自由民主
党・公明党）(12)

2013
(平成25)

附属山口中学校男子硬式テニス部が団体戦で全
国優勝(2)
創基200周年記念「駐日ペルー共和国特命全権大
使による講演会」開催(5.30)
「世界一大きな郵便ポスト」ギネス記録認定(7.25)
山口大学創基200周年記念　第1回山口大学ホー
ムカミングデーを開催(11.23)

山口島根豪雨(7.28)

安倍首相がTPPへの交渉参加を表明(3)
公職選挙法が改正されネット選挙解禁が決
定(4)
NHKと民放各局、東京スカイツリーからの
本放送開始(5)
富士山が世界文化遺産に登録決定(6)

2014
(平成26)

総合図書館増築・改修竣工記念式典（3.18）
山口講堂跡記念碑除幕式（3.25）
岡正朗学長就任（4.1）

岡　正朗
国家安全保障会議の事務局である国家安
全保障局が発足(1)
冬季オリンピック(2.7－23　ロシアソチ)
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