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リオ五輪に沸き、東京五輪に希望を託した「金」（キン）と、政治と「金」（カネ）問題に揺れた年 

スポーツ界に新たな金字塔、マイナス金利初導入、シンガーソングライターの金色衣装などにも注目集まる 

(応募者が「金」を選んだ理由の概要) 

 

2016 年 12 月 12 日 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

全国 153,562 票の応募の結果、今年の世相を表す漢字一字が決定！ 

2016 年「今年の漢字®」第１位は 「金」 
～ 「金（キン・コン／かね・かな／こがね）」が表す 2016 年とは ～ 

 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部：京都市東山区／会長：髙坂 節三・理事長：久保 浩史）

は、皆様に漢字の奥深い意義を再認識いただくための活動の一環として、毎年年末に今年一年の世相を

表す漢字一字とその理由を全国から募集し、最も応募数の多かった漢字を、京都・清水寺の森清
せい
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により発表しています。 

本年も、11 月 1 日（火）から 12 月 5 日（月）までの期間、2016 年の世相を表す漢字一字とその理由を全

国から募集した結果、153,562 票の応募をいただき、「金」が 6,655 票（4.33％）を集めて 1 位となりました。 

� リオオリンピックにおける日本人選手の「金」メダルラッシュで、日本中が感動と興奮に包まれた年。 

4 年後の東京オリンピックへの期待、明るい日本への願いを込めた漢字として「金」が最多に 

ブラジル リオデジャネイロで開かれた、第31回夏季オリンピックで、日本人選手が12個の「金」メダルを含

む、史上最多のメダルを獲得。人々に感動を与えた一年でした。 

� 前東京都知事の政治資金問題、築地市場の豊洲移転問題、東京オリンピックの巨額経費問題など、

政治と「金」（カネ）に絡む問題が次々と浮上した年 

舛添要一・前東京都知事による政治資金私的流用疑惑や、築地市場移転問題の混迷化、東京オリンピッ

クの開催費が当初の想定を大幅に上回るなど、政治とカネの問題による政治不信が高まりました。 

� イチロー選手のメジャー通算 3,000 本安打達成やレスリング・伊調馨選手の五輪４連覇などスポー

ツ界の「金」字塔。マイナス「金」利の初導入、米大統領選を制したドナルド・トランプ氏から連想され

る「金」髪、「金」色の衣装を身に着けたピコ太郎さんの『PPAP』がSNSを通じて世界的大ヒットを記録 

大リーグ・マーリンズ所属のイチロー選手が今年 8 月、メジャー通算 3,000 本安打を達成。日本では、25 年

ぶりにセ・リーグ優勝を成し遂げた広島東洋カープの黒田投手が日米通算 200 勝を達成しました。リオオリ

ンピックでは、レスリング女子個人で伊調馨選手が史上初の五輪 4 連覇を達成するなど、スポーツ界の「金」

字塔が多数打ち立てられました。 

また、日本銀行によるマイナス「金」利政策の導入が決定し、アメリカ大統領選では、「金」髪が印象的な共

和党のドナルド・トランプ氏が勝利。さらに、シンガーソングライター・ピコ太郎さんが「金」色の衣装で歌う

「ペンパイナッポーアッポーペン」のフレーズが世界的な大ヒットとなった一年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「金」（キン・コン／かね・かな／こがね） 

意味 ①かなもの。鉄・銅などの鉱物の総称。「金属」「合金」 ②きん。こがね。おうごん。「金塊」「純金」 ③りっぱな。美し

い。「金言」「金剛」 ④ぜに。通貨。おかね。「金額」「貯金」 ⑤五行の一つ。 ⑥七曜の一つ。金曜。 ⑦将棋の駒(こま)の

「金将」の略。     （（公財）日本漢字能力検定協会発行 『漢検 漢字辞典 第二版』・Ｗｅｂサイト「漢字ペディア®」より） 



 

 

12 月 12

いただき、清水寺のご本尊・清水型十一面千手観音像に奉納する儀式を行いま

託された今年の世相が清められ、これから迎える新年が明るい年になることを願ってやみません。

当協会は、本年も「今年の漢字」を実施でき

に漢字の素晴らしさを伝え、漢字への興味・関心を喚起し、日本語や漢字文化の継承・普及に

いります。 
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歴代の「今年の漢字」を一堂に展示！「
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応募総数 153,562 票
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2016 年「今年の漢字®」に「金」を選んだ理由 

※応募者の記述をご紹介します。 

� 何といってもリオでの金メダル。また舛添前都知事の税金の私的流用。イチローの安打の金字塔。 

 （愛知県／68 歳／男性） 

 

� リオデジャネイロのオリンピックで史上最高のメダルをとった事と、政務活動費や舛添、オリンピックの費

用等お金に関する事柄が多かったから。                         （大阪府／67 歳／男性） 

 

� 今年の話題で一番取り上げられたであろういい話題は、なんと言ってもオリンピックのメダルの話題だか

ら。                                                （島根県／60 歳／男性） 

 

� リオオリンピックで過去最高のメダル獲得で国民に希望を与えた。同時に東京オリンピック絡みの高額な

お金の使い方で競技場の白紙、舛添前都知事のお金の問題での辞職と小池氏の新都知事当選、そして

豊洲に絡むお金の問題、東京五輪の競技施設のお金の問題と「お金」絡みが多かった。 

（福井県／58 歳／男性） 

 

� オリンピック年で、金メダルラッシュでしたのも、まだ記憶に新しく、舛添さんはじめ、政治資金の問題で職 

  を退く議員が続出したり、お隣の韓国でも、まさに金絡みで騒動となっていますので、金を選びました。 

（秋田県／56 歳／女性） 

 

� 今年は、オリンピックで沢山の金メダルを獲得したから。不倫や薬物などの話題がありましたが、今年を振

り返った時に「やはり、良い 1 年だった」と思える「金」がいいのでは。        （静岡県／55 歳／男性） 

 

� 理由を言うまでも無く、オリンピックでは過去最多の「金」メダル獲得。都知事による金の私的流用。イチロ

ーの大リーグ記録で金字塔。                                （静岡県／51 歳／男性） 

 

� 暗いニュースが多い中、オリンピック関連のニュース、特にメダル獲得にはとても元気をもらったから。 

                              （愛知県／48 歳／男性） 

 

� リオオリンピックの体操 内村選手の個人総合、最後の鉄棒はしびれました。久しぶりに鳥肌が立ちまし

た。今年はやっぱり金メダルが印象的です。4 年後の東京も楽しみです。     （岐阜県／47 歳／男性） 

 

� オリンピックの金。株価が上昇した金。ピコ太郎さんの衣装の金。ブラックフライデーの金曜日。築地移転

費用でもめている金。                                             （広島県／43 歳／男性） 

 

� リオ五輪でレスリングの伊調選手やバドミントンのタカマツペアなどが金。PPAP で世界的人気のピコ太郎

は衣装が金。                                          （大阪府／41 歳／男性） 

 

� オリンピックもあったし、ピコ太郎の衣装やトランプタワーが金ぴかなので。    （東京都／40 歳／女性） 

 

� オリンピックで金メダルを沢山とったから。選手の頑張り、応援している人の気持ちが通じあってのメダル

だと思う。                                            （群馬県／35 歳／女性） 
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� オリンピックの感動と、日本勢のメダル快挙にとても感動したため。また、マイナス金利となったことも印象

的だったため。                                         （大阪府／34 歳／女性） 

 

� やっぱりオリンピックでの選手の活躍がすごかった！伊調選手の 4 連覇はすごすぎるので！！ 

（富山県／32 歳／女性） 

 

� リオオリンピックの金が印象的だったのと、やはりお金の問題が多かった一年だったと思います。政治か

ら五輪に関わる費用など、ニュースでも目につきました。               （静岡県／31 歳／女性） 

 

� 野球賭博問題、舛添前都知事や富山市議での政務活動費の不正が相次ぎ発覚。リオ五輪ではメダルラ

ッシュとなり、レスリングの伊調馨選手が女子個人で世界初となる4連覇を達成し、国民栄誉賞を受賞。球

界ではイチロー選手が 3,000 本安打達成、25 年ぶりにセ・リーグ優勝した広島カープの黒田投手が日米

通算200勝し、各界金字塔を打ち立てた年。                       （埼玉県／30歳／男性） 

 

� リオ五輪での内村選手、伊調選手の連覇に沸いた年だった。甘利、舛添などの政治とカネ問題もあった。 

（福島県／29 歳／女性） 

 

� イギリスの EU 離脱や米国大統領選挙で共和党のドナルド・トランプ氏が当選し、世界の金融市場を揺る

がした。リオデジャネイロオリンピックで日本人選手が金メダル 12 個と大活躍。 （東京都／28 歳／男性） 

 

� 今年のオリンピックは金メダルが多く、日本史上最多のメダル数だったのが記憶に残ったので。また、この

オリンピックのおかげで四年後に日本で行われるオリンピックが楽しみになった方も多くなったのではない

かと思い、未来に続く年になったのではないかと思いました。            （奈良県／25 歳／女性） 

 

� リオ五輪での大量金メダルと東京五輪に関する予算の莫大な金額が印象的な年だったので金を選びまし

た。                                                （新潟県／21 歳／男性） 

 

� リオオリンピックで日本代表選手が金メダルをたくさんとったから。         （青森県／19 歳／女性） 

 

� 豊洲や国立競技場や、都知事の問題など、お金の問題が多かった。リオオリンピックのメダルも。 

 （愛知県／18 歳／男性） 

 

� オリンピックで勝ち取った金、そしてオリンピック建設問題や豊洲建設問題での金銭問題などがあったた

め。                                                （東京都／16 歳／女性） 
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2 位から 10 位までの漢字を選んだ理由 

 

2 位「選」を選んだ理由 

米大統領選、英国のEU離脱の是非を問う国民投票、東京都知事選、18歳選挙権が導入されて初めての国政

選挙が行われるなど、「選」挙に関する話題が続いた。家庭用の電力自由化が4月に始まり、個人の「選」択が

問われる年となった。また、リオオリンピックにて、史上最多のメダルを獲得した「選」手達の活躍に感動した。 

 

 

◆ 今年ほど国内外の選挙あるいは選択に関心が深まった年はないし、新聞紙面に「選」の文字が躍った年

はない。米国の大統領選挙、EU 離脱の是非を問う英国の国民投票、フランスの大統領選挙など。日本国

内では18歳選挙権施行、参議院議員選挙、東京都知事選、ノーベル賞の選考の結果、大隅さんの受賞、

リオ五輪での日本選手の活躍など。                            （茨城県／65 歳／男性） 

 

◆ 天皇の退位への選択、都知事選、オリンピック競技場の選択、米大統領選。来年への決定と期待が込め

られている。                                         （神奈川県／65 歳／女性） 

 

◆ 米大統領当選・都知事選・リオ五輪の選手たちがメダルラッシュ・紅白歌合戦でのベテラン落選者等から

「選」と選びました。                                                 （京都府／58 歳／男性） 

 

◆ 18 歳選挙権施行。トランプかヒラリーか、米大統領選。イギリス、ユーロ離脱か残留か、国民投票で一人

一人が選びました。電力全面自由化で電力会社を個人が選ぶ時代になった。 

  （群馬県／55 歳／女性） 

 

� 選挙で都知事に選ばれた小池氏。豊洲問題でのいろいろな問題は、選択ミス・人選ミスも多かったと思い

ます。年明けから話題の多かった「不倫問題」はパートナーの選択ミス。選ぶ力は大切だと思わされた一

年でした。                                            （北海道／43 歳／女性） 

 

� 今年は選挙について、いろいろと考えることが多かった年に感じます。参院選や都知事選。海外では、イ

ギリスのEU離脱やアメリカ大統領選など、一筋縄ではいかない選挙が多かった気がします。他には、オリ

ンピックがあり、感動を与えてくれた「選手達」。ということで、今年を表現する漢字に「選」をえらびました。  

(宮城県／33歳／女性） 

 

� 東京都知事選、米国大統領選の盛り上がりが凄かったこと。そして、EU 離脱の国民投票があったため。

選択が迫られたような空気があったから。                              (愛知県／31 歳／女性） 

 

� 都知事、米大統領「選」挙／政治家の不正で国民が問われる「選」別の目／保育園に「選」ばれず困惑す

る母親たち／ようやく「選」ばれた東京五輪エンブレム。                （岡山県／26 歳／女性） 

 

� 18 歳選挙権、イギリスが EU 離脱を選ぶ、アメリカ国民がトランプ氏を新大統領に選ぶ、小池東京都知事

がオリンピック会場を選べない。                             （神奈川県／18 歳／男性） 

 

� 選挙権が 20 歳から 18 歳に変わって自分の代から投票できるようになり、選挙に対する意識が高くなった。                                                        

（大阪府／17 歳／男性） 
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3 位「変」を選んだ理由 

英国の EU 離脱、米大統領選でのトランプ氏当選など世界情勢の「変」化に伴い、株価が激しく「変」動。日本で

は、初の女性都知事就任による都政の「変」革に注目が集まった。また、熊本・鳥取地震や東北・北海道での

大雨被害など、天「変」地異が起こった。 

 

� イギリスの EU 離脱や、アメリカの大統領選で予想を覆して、共和党の候補が当選するなど、今までの世

界情勢に明らかな変化が見られると思うから。                     （兵庫県／64 歳／女性） 

 

� イギリスの EU 離脱投票結果、アメリカの大統領選挙結果、韓国大統領の身辺問題など、「へん」な結果に

揺れる 1 年でしたね。                                    （山口県／57 歳／男性） 

 

� アメリカ大統領にトランプ氏が当選、かけつけ警護開始による自衛隊の変化、そして熊本地震や台風が北

海道に連続で上陸など、天変地異が連続した年でした。               （大阪府／42 歳／男性） 

 

� Brexit（ブレグジット）やトランプ氏大統領選勝利など、大きな変化を求める人の心の叫びやパワーをひし

ひしと実感せざるを得ない年でした！                           （東京都／35 歳／女性） 

 

� 地震が全国でおこったり、気温が冬になっても下がらなかったり、地球が変である。アメリカの大統領も変

わった。又、運転者の病気等による、変な事故も多かった。良い意味でも悪い意味でも、「変」な年だった。  

（宮崎県／28 歳／女性） 

 

4 位「震」を選んだ理由 

東日本大「震」災から 5 年の節目の年に、熊本県や鳥取県、福島県で大きな地「震」が相次ぎ発生した。著名

人の不倫騒動や国民的人気アイドルグループの解散報道、米大統領選でトランプ氏が当選するなど、激「震」

が走る出来事が多かった。一方、リオオリンピックでは国民が感動し、心が「震」えた。 

 

� 今年は、熊本県、鳥取県、福島県などで大きな地震があり日本のあちらこちらで、国民皆さんが震える

日々を過ごしていたと思います。関東では、11 月に雪がふり、54 年ぶりの初雪を観測し、寒さで震えまし

た。国外では、アメリカの大統領選挙でトランプ氏が当選し、予想外の展開に賛成の人々、反対の人々と

世界中が色々な意味で震えました。今年は、全体的に震える年だったと思います。 

（東京都／49 歳／女性） 

 

� 今年は熊本や各地で地震が起き、東京都知事選では女性知事が誕生し、アメリカでは異端の大統領が

誕生と世界が震えた一年だったから。                           （福岡県／46歳／男性） 

 

� 熊本地震、鳥取地震と地震が相次ぎました。またリオオリンピックで日本中が応援し、心を震わせました。 

（山形県／38 歳／男性） 

 

� 世界が“震”撼したアメリカ大統領選挙。国民を脅かした地“震”。多くの不倫騒動で“震”えた年。これらを

総合し、震という漢字にしました。                             （愛知県／20 歳／女性） 

 

� 熊本・福島・鳥取・ニュージーランド・イタリア地震、イギリス EU 離脱、アメリカ大統領選挙、天皇陛下生前

退位発言、福岡県道路陥没、SMAP 解散報道など、様々なニュースが世界を震わせたから。 

（熊本県／16 歳／女性） 
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5 位「驚」を選んだ理由 

天皇陛下のお気持ち表明、国民的人気アイドルグループの解散、米大統領選でのトランプ氏当選、豊洲市場

の移転延期、著名人の不倫騒動など、「驚」愕する出来事が多かった。一方、リオオリンピックで選手達の「驚」

異的な活躍に、日本中が感動の渦に包まれた。 

 

� まさかと思ったマイナス金利、イギリスの EU 離脱、天皇陛下の生前退位の意向、アメリカのトランプ氏が

大統領当選と、それに続く株と為替の予想と真逆の暴騰、こんなに「驚き」の多かった年も珍しいと思いま

す。                                                （東京都／62 歳／女性） 

 

� アメリカ大統領選でトランプ氏当選、イギリス国民投票で EU 離脱、オリンピックで日本人選手の驚異の大

活躍など、驚くことがたくさんあった一年だったから。                （神奈川県／52 歳／男性） 

 

� 突然のスマップの年内解散、様々な欠陥による豊洲市場への移転延期、まさかのトランプ氏のアメリカ次

期大統領当選など、想定外の驚愕すべきニュースが多かった。           （長野県／42 歳／女性） 

 

� リオ五輪での史上最多メダル獲得と嬉しい驚きもありましたが、SMAP の解散や 2 度の大地震、ピコ太郎

の世界的ヒットなど驚く事が多かったので。                        （群馬県／35 歳／女性） 

 

� 芸能人の不倫問題、覚せい剤問題、熊本地震、舛添前都知事の不正疑惑、SMAP解散、ポケモンGO、海

外では EU 離脱、米大統領選挙など、いい事も悪い事も驚くことが多すぎたので、この漢字を選びました。 

（兵庫県／27 歳／男性） 

 

6 位「米」を選んだ理由 

オバマ大統領が、「米」国の現職大統領として初めて広島を訪問。「米」大統領選にてトランプ氏が当選、TPP

協定交渉による「米」の関税撤廃など農業への影響が取り沙汰された。また、南「米」のブラジルでオリンピック

が開催され、大いに盛り上がりを見せた。 

 

� 次期アメリカ大統領がトランプ氏になり、TPP の問題もあり、農業改革もあり、全てにおいて日本人の基本

となる米が関係しているから。                                （三重県／50 歳／男性） 

 

� 南「米」のオリンピック、「米」国の大統領の広島訪問と大統領選。TPP の問題で「米」農家も揺れ、熊本の

震災ではお「米」も被害に遭いました。ポケ GO！もボブ・ディランも「米」国生まれ・・・。 

 （東京都／44 歳／女性） 

 

� 伊勢志摩サミット終了後の、オバマ大統領の広島訪問が印象的だったのと、この度のアメリカ大統領選が

波乱に富み、今後の日本の行く末も左右しそうだから。                （愛知県／43 歳／女性） 

 

� 米国で、全世界が注目したトランプ氏とクリントン氏の大統領選が行われ、世界中に衝撃が走ったため。  

                                       （山口県／35 歳／女性） 

 

� 青森県で新種の米が発売され、話題になったこと。アメリカ大統領選挙があり、過激な発言で話題を起こ

していたトランプ氏が勝利したことで世界的な話題をよんだこと。           (宮城県／12 歳／男性） 
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7 位「輪」を選んだ理由 

リオ五「輪」が開催され、メダル獲得数は史上最多記録を更新。4 年後に東京五「輪」を控えて、会場見直しや

エンブレム問題など、五「輪」に関する話題が多かった。熊本・鳥取地震で全国から支援の「輪」が広がった。 

 

� リオ五輪で日本が活躍した年。TPP では国と国、地震の被災地でも人と人の輪が重要だった年だから。    

                                          （高知県／54 歳／男性） 

 

� 今年はリオ。4 年後は東京。良くも悪くも五輪関連のニュースを目にする事が多かったと思います。4 年後

もリオ同様の感動を期待しています。                         （神奈川県／52 歳／女性） 

 

� オリンピックでのメダルラッシュ。また団体競技などでのチームワークから輪を選びました。 

（千葉県／40 歳／女性） 

 

� リオデジャネイロ五輪で感動させてもらったり、2020 年の東京五輪の会場問題が議論になり、良くも悪くも

話題になったから。                                      （北海道／31 歳／男性） 

 

� 各地で地震が起き、人間同士の輪が再注目されたこと。また、リオオリンピックから東京オリンピックへと

バトンが回ってきたにもかかわらず、問題点が再確認され、議論の終結が見えないことから選びました。 

                                              （福岡県／26 歳／女性） 

 

 

8 位「不」を選んだ理由 

芸能界では「不」倫騒動が相次いだ。政界でも、豊洲市場の盛土問題や議員の政務活動費の不正受給等、

次々と「不」正や「不」透明な実態が明らかにされた。また、熊本・鳥取での震災や台風による自然被害に、国

民が「不」安を抱いた。 

 

� 頻発する地震の「不安」や台風の影響による野菜の「不作」。そしてアメリカ新大統領の政策次第による

「不明瞭」な日本の来年。そんな様々な「不」にさらされた 2016 年に感じました。 （三重県／65 歳／女性） 

 

� 男女の仲では【不倫】、政治の話題は【不信】、お隣韓国では【不満】が爆発し学生運動が起こっているの

で。                                                （兵庫県／41 歳／男性） 

 

� 今年は、芸能人の不倫報道、豊洲の汚染土壌などの不透明な問題や地方議員の政治資金不正受給等、

不の内容が多い年に感じた。                                （沖縄県／35 歳／男性） 

 

� 2016 年は、芸能界における多くの“不倫”が表面化しました。また、築地市場の豊洲移転問題における多

くの人々の“不信感”、熊本や鳥取の地震や北海道の台風被害による“不安”。このように今年の出来事を

考えると「不」という漢字が多く使われたため、「不」を今年の世相を表す漢字と私は考えます。     

 （京都府／20 歳／女性） 

 

� 不倫のニュースが多く、東京都の舛添前都知事の不正疑惑や豊洲の地下水の問題で都政の不透明さが

明るみになった。                                      （神奈川県／19 歳／女性） 
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9 位「倫」を選んだ理由 

芸能界や政界での不「倫」騒動、企業の長時間労働問題や政治資金私的流用、運転中のポケモン GO の使用

による交通事故など、「倫」理観が問われる出来事が重なった。 

 

� 今年の前半は政界から芸能界まで不倫報道があいつぎ、後半には都知事の不適切な公費利用や地方

議員による政務活動費の不正など、人としての守るべき道を誤った問題が続いたから。   

（福岡県／63 歳／男性） 

 

� 国会議員の不倫辞職や政務活動費の不正支出、過去の虚偽答弁による都議会の混乱。海外では大統

領候補者の差別発言、別の国では現職大統領の不正をめぐる関係者の逮捕など、様々な分野で人として

の倫理観が問われる事件が多かった。                          （東京都／59 歳／男性） 

 

� 有名人・公人の不倫が相次いだことに加え、スマホアプリゲームのポケモン GO 使用によって、歩きスマホ

や交通規制が必要になるほどの迷惑行為ならびに自動車事故も相次いだ為、倫理観を大切にしてもらい

たく「倫」を選択。                                        （大分県／48 歳／女性） 

 

� 今年は何と言ってもベッキーさんの不倫愛から始まり芸能人の不倫スクープが目立ちました！今一度、日

本人が倫理観を見直すきっかけになりました。また、熊本地震では人倫、仲間による助け合いが目立ちま

した。                                               （大阪府／37 歳／女性） 

 

� 芸能人の不倫のニュースが世間を騒がせ、ブラック企業など倫理観が欠けている状況が当たり前となっ

ている。失われつつある倫(人が守るべきもの)を思い出すべく選んだ。       （愛知県／26 歳／男性） 

 

 

10 位「乱」を選んだ理由 

地震や噴火、台風などの自然災害による混「乱」、事件や事故で見受けられたモラルの「乱」れ、世界では、 

英国の EU 離脱や米国大統領選で、スポーツ界ではオリンピックやプロ野球でも波「乱」が起こった年。 

 

◆ 英国の EU 離脱選択、米国のトランプ大統領誕生等、想定外のことが発生。世界的な乱世の幕開け。 

（千葉県／52 歳／男性） 

 

◆ 地震、噴火、台風の東北太平洋岸上陸といった自然の「乱」。ポケモン GO にみられるモラルの「乱」れ。プ

ロ野球の日本ハムの大逆転優勝、オリンピックで吉田沙保里選手敗れる、柔道の快進撃、男子体操の大

逆転等の波「乱」の展開、イギリスのEU離脱、米大統領選挙にみる、これまでの社会秩序からの乱れ、民

主主義の乱れ等。                                       （京都府／51 歳／女性） 

 

◆ スマップの解散でファンの心は乱れた。いろんな芸能人の不倫問題。広島カープの活躍で広島カープファ

ンは狂喜乱舞した。米大統領選でトランプ氏が当選。世界が、経済が乱れた。 

 （神奈川県／43 歳／女性） 

 

◆ イギリスの EU 脱退、アメリカの大統領選挙、韓国の大統領問題等、世界で政治が乱れた一年だと思った。

日本国内も株価や為替が情勢に影響を受け乱高下したので。           （埼玉県／35 歳／女性） 
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2016 年「今年の漢字®」 実施概要 

 

募集概要 

◆募集期間 2016 年 11 月 1 日（火）～12 月 5 日（月） 

◆募集方法 ・はがき 

・ウェブサイト（今年の漢字応募サイト http://www.kanken.or.jp/kanji2016/ 等） 

・応募箱 

（清水寺、書店、図書館など全国 900 箇所以上に設置） 

※海外の応募箱設置場所 

・中国： 中国日本商会（北京市） 

・台湾： 台湾日本人会（台北市） 

・団体応募 

◆募集内容 2016 年の世相を表す漢字一字と、選んだ理由 

 

結果発表 

◆発表日 2016 年 12 月 12 日（月） 

◆発表場所 京都・清水寺 

※揮毫により発表された漢字は、12 月 15 日（木）まで、清水寺本堂に展示。 

その後、漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）に場所を移し、12 月 17 日（土）から展示します。 

 

◆応募総数 153,562 票  （参考：2015 年は 129,647 票） 

 

 

 

 

 

 

「今年の漢字」揮
き

毫
ご う

について 

・ 揮毫者 清水寺貫
かん

主
す

 森
も り

 清
せい

範
はん

 様 

・ 色紙 福井県越前和紙（縦 150 ㎝×横 130 ㎝） 

・ 筆  牛耳兼毫筆（ぎゅうじけんごうふで） ※広島県熊野産 

毛…白天尾（しろあまお）長さ 11.5 ㎝ 直径 4.5 ㎝ 

軸…長さ 26 ㎝ （一番太いところの直径は約 5.5 ㎝） 

・ 墨  奈良県産 

 

本行事は 12 月 12 日「漢字の日」の年中行事です 

・ 「漢字の日」 

日本語の中核となる漢字への関心・理解を深めると同時に、日本文化への認識を深める日として制定。毎年、

全国公募によりその年の世相を表す漢字一字を発表することで、一年を振り返りながら、漢字に込められた

奥深い意義を認識する機会を創出します。 

・ 12 月 12 日（いい字一字） 

「いいじいちじ」と読み、毎年「いい字」を少なくとも「一字」は覚えてほしいという願いを込めています。 

内訳 票数  

はがき 3,446 票  

ウェブサイト 6,248 票  

応募箱 59,506 票  

団体応募 84,362 票  

合計 153,562 票  
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≪お問い合わせ先≫ 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

お問い合わせ窓口：   0120-509-315（無料） 

 お問い合わせ時間：月～金 9：00～17：00（祝日・年末年始を除く） 

http://www.kanken.or.jp/ 

 

1 1995年 「震」 阪神・淡路大震災や、オウム真理教事件、金融機関の崩壊などに「震えた」年。

2 1996年 「食」 Ｏ１５７食中毒事件や狂牛病の発生、税金と福祉を「食いもの」にした汚職事件の多発。
オー

3 1997年 「倒」
金融機関など経営破たんの続出。
サッカー日本代表が並み居る強豪を倒してＦＩＦＡワールドカップ初出場決定。

4 1998年 「毒」 和歌山のカレー毒物混入事件や猛毒ダイオキシン、環境ホルモンなどが社会問題に。

5 1999年 「末」 世紀末。東海村の臨界事故や警察の不祥事など信じられない事件が続発して、「世も末」と実感。

6 2000年 「金」
シドニーオリンピックでの日本人選手の金メダル獲得や、南北朝鮮統一の実現に向けた“金・金”首脳
会談など。

米国同時多発テロ事件で世界情勢が一変し、対テロ戦争、炭疽菌との戦い、世界的な不況との戦い
など。

8 2002年 「帰」
日本経済がバブル前の水準に「帰り」、昔の歌がリバイバルされ大ヒット。
北朝鮮に拉致された５人が２４年ぶりに帰国。

9 2003年 「虎」 阪神タイガース１８年ぶりのリーグ優勝、「虎の尾を踏む」ようなイラク派遣問題など。

10 2004年 「災」 台風や地震などの記録的な天災や、イラクでの人質殺害や子どもの殺人事件など、人災が多発。

11 2005年 「愛」
紀宮様のご成婚、「愛・地球博」の開催、各界で「アイちゃん」の愛称の女性が大活躍。
残忍な少年犯罪など愛の足りない事件が多発したこと。

12 2006年 「命」
悠仁様のご誕生に日本中が祝福ムードに包まれた一方、いじめによる子どもの自殺、
虐待、飲酒運転事故など、痛ましい事件が多発。ひとつしかない「命」の大切さを痛感した年。

13 2007年 「偽」
身近な食品から政界、スポーツ選手にまで次々と「偽」が発覚して、何を信じたら良いのか、わからなく
なった。

14 2008年 「変」
日米の政界に起こった変化や世界的な金融情勢の変動、食の安全性に対する意識の変化、物価の
上昇による
生活の変化、世界的規模の気候異変など様々な変化を感じた年。

15 2009年 「新」
政権が交代し新内閣が発足、アメリカでも新大統領が就任、スポーツ界ではイチロー選手とボルト選
手の新記録、裁判員制度やエコポイント制度などの新しい制度も始まった。

16 2010年 「暑」
猛暑日の連続で熱中症にかかる人が続出、地球温暖化の警鐘を感じた。チリ鉱山事故による暑い地
中からの作業員生還や、大気圏突入時の猛烈な暑さに耐えた「はやぶさ」の帰還に未来への希望を
得た年。

17 2011年 「絆」
東日本大震災など大規模災害の体験から、身近な人との絆の大切さを再確認した年。ソーシャルメ
ディアを通じて新たな人との絆が生まれ、なでしこジャパンチームの絆には日本中が勇気付けられ
た。

18 2012年 「金」
金環日食や金星観測など天文現象の当たり年、ロンドンオリンピックでは日本史上最多のメダル獲
得、ノーベル賞の受賞など数多くの金字塔が打ち立てられた年。

19 2013年 「輪」
2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催、富士山の世界文化遺産登録が決まり、日本中が輪に
なって歓喜にわいた。また自然災害で多くの支援の輪が広がった。

20 2014年 「税」
消費税率が17年ぶりに引き上げられ「税」について考えさせられた年。日常生活に欠かせない消費財
の買いだめや高額商品の駆け込み消費が増加。公共料金も実質値上がりし、国民生活に大きく影響
を与えた年。

21 2015年 「安」
戦後70年の節目の年に安全保障関連法案の採決を巡り、国論が二分した。世界でテロ事件や異常
気象が発生。建築偽装問題やメーカーの不正が発覚するなど暮らしの安全が揺らいだ。

7 2001年 「戦」
たんそ

過去の「今年の漢字®」と選定理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今年の漢字」は登録商標です。 


