
2019年 31日 武漢市内の原因不明の肺炎について

12月 中国が世界保健機関（WHO）に通報

1日 武漢市内の「華南海鮮卸市場」を閉鎖

7日 武漢市の肺炎患者から、中国当局が

新型のコロナウイルスを検出

12日 中国で初の死者を確認

16日 武漢市からの帰国者（30代中国人

20日 中国政府の専門家グループ長が、ヒト 男性）からウイルスを検出

2020年 からヒトへの感染が認められると発表

1月 21日 米国内で初の感染者確認

23日 武漢市を封鎖 （ワシントン州シアトル）

28日 日本人の新型コロナウイルス感染者

を確認。武漢市から来たツアー客を

乗せたバスの運転手

29日 武漢市からチャーター機第1便到着

31日 WHOが緊急事態宣言を発表

 1日 中国湖北省滞在歴のある外国人の

入国を拒否

 5日 ダイヤモンド・プリンセス号の感染

11日 WHOがCOVID-19と命名 を確認、船内待機へ

8日 武漢在住の日本人が新型コロナ

ウイルスに感染して死亡

13日 国内初の新型コロナウイルス死亡者

17日 ダイヤモンドプリンセス号乗船のアメ 17日 2機のチャーター機のうちの1機が

リカ市民がチャーター機で米国に到着 サンアントニオ統合基地に着陸

19日 ダイヤモンドプリンセス号から新型

23日 ベネチアで開催中のカーニバルが コロナウイルス感染が確認されな

中止に かった約500人の下船を開始

26日 今後2週間の大規模イベントの中止や

延期を要請

27日 全国の小中高等の臨時休校を要請

29日 米国内で初の死者を確認、ワシント （3/2から春休みまで）

ン州非常事態宣言

1日 CERA Week（3/9-13）が中止を決定

  5日 カリフォルニア州非常事態宣言 5日 テキサス州で初めて感染者確認

ハリス郡でも感染者確認を発表

6日 SXSW（3/13-22）の中止を決定

  7日 ニューヨーク州非常事態宣言

9日 イタリアがロックダウンを開始 9日 ユナイテッドの成田便が運休開始

11日 WHOがパンデミック宣言 11日 ターナー市長が緊急事態宣言発令、 11日 ジャパンフェスティバル（5/2-3）の
開催中のロデオが中止 延期が決定

12日 NBA, NHLがシーズン中断決定、 12日 ピクニック（5/17）の延期が決定

MLBが開幕戦延期を発表

13日 トランプ大統領が国家非常事態宣言 13日 アボット知事が、州全土に対し災害 13日 新型コロナウイルス対策として特別

宣言を発出、HISDやSpring Branch  措置法の一部改正法が成立

ISDの現地校が休校となる

OTC（5/4-7）が延期を決定

日本

2月
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14日 日本語補習校での卒園・卒業・修了

証授与式を中止、以後休校

15日 ヒューストン市が海外から入国者に

16日 トランプ大統領が今後15日間を目処と 14日間の自己隔離を要請

して、感染が広がっている州におけるレ

ストラン・バー・学校等の閉鎖を州知事

に呼び掛け

17日 フランスがロックダウンを開始 17日 サンフランシスで外出禁止令 17日 ハリス郡及びヒューストン市は今後15日
間、バーの営業停止、レストランの営業

をテイクアウト・ドライブスルー・デリバ

リーに限り営業を認めると発表

18日 ヒューストン北西エリアにドライブスルー

方式の検査場が開設

19日 イタリアの死者数（3,405人）が中国 19日 国務省は米国民に対して全ての海外 19日 アボット知事は4/3まで10人以上の集

（3,249人）を上回って世界最多に 渡航の中止を勧告（レベル4） 会の禁止、レストラン営業制限、休校 20日 ソフトボール大会、テキサス会、セ 20日 感染者数が1,000人を突破

等の措置を発表 ミナーの延期が決定

21日 米国疾病予防管理センター（CDC）
は日本に対する旅行健康情報の

レベルをレベル2からレベル3（不要

な渡航延期勧告）に引き上げ

22日 ニューヨーク州で実質外出禁止令 22日 外務省が米国全土に対して感染症危

険レベルを2（不要不急の渡航は止め

てください）に引き上げ

23日 英国がロックダウンを開始 23日 ダラス郡は同日深夜からテキサス州初 23日 日本政府は、水際対策強化の一環と

となる自宅待機命令を発出（4/3まで） して日本時間3月26日（木）午前0時
以降に米国を出発し、日本に到着する

米国からの入国者に対する検疫の強

化（日本到着後の自宅、ホテル等で

14日間待機）を決定

24日 ハリス郡で同日深夜から自宅待機 24日 東京オリンピックの延期承認

命令を発出（4/3まで）

25日 スペインの死者数（3,434人）が中国 25日 上院で個人への現金給付を含む大型 25日 米国連邦政府によるテキサス州大規 25日 三水会センター図書館が臨時休館 25日 外務省は全世界に対するレベル2の
（3,281人）を上回ってイタリアに次いで 支援策を可決 模災害宣言 危険情報を発出

世界で2番目に 26日 米国の感染者数が世界最多に

アイダホ、コロラド、ケンタッキー、メイン

、オレゴン各州、およびプエルトリコ

でも、自宅待機命令施行

27日 スペインがロックダウンを開始 27日 米国の感染者数10万人突破 27日 ニューヨーク州等からテキサス州へ

英首相官邸がジョンソン首相から陽性 到着する者に対する自主隔離命令

反応が出たと発表 が発令

モントゴメリー郡は同日深夜から自宅 29日 コメディアンの志村けんが新型コロナ

29日 ロシアがロックダウンを開始 待機命令を発出（4/12まで） ウイルス感染が原因で死亡

30日 ワシントンで外出禁止令

メリーランド州で自宅待機命令

31日 アリゾナ州で自宅待機命令 31日 ハリス郡自宅待機命令を4月末まで 31日 外務省が米国を含む49か国・地域に

延長 対して感染症危険情報レベルを3
（渡航は止めてください）に引き上げ

3月
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 1日 ANAの羽田便が運休開始

 2日 世界の感染者数100万人突破

3日 ジョージア州で自宅待機命令 3日 在日米国大使館が永住でない米国人

CDCが医療用でないマスクの着用を の帰国を促す内容をHPに掲載

5日 英国ジョンソン首相が入院 推奨

6日 英国ジョンソン首相が集中治療室 6日 米国の死者数1万人突破

（ICU）へ移動。   7日 安倍首相7都府県に緊急事態宣言

8日 中国武漢の都市封鎖が解除 8日 死者数が100人を突破

 9日 感染者が5,000人を突破

10日 世界の死者数10万人突破

11日 米国の死者数（1万8,860人）がイタリア 11日 COVID-19オンライン勉強会を開催

12日 英国ジョンソン首相が退院 （1万8,849人）を上回って世界最多に

13日 原子力空母セオドア・ルーズベルトで 16日 緊急事態宣言を全国に拡大

15日 世界の感染者数200万人突破、死者数 500人以上の感染者を確認、乗組員

20万人突破 1人が死亡 17日 ユナイテッド運休期間延長

18日 補習校リモート授業開始 18日 日本国内の感染者が1万人を突破

20日 総領事館領事窓口受付時間短縮

（午前中のみ）

22日 ハリス郡4/27から30日間のマスク着用

義務化を発表

23日 ANA運休期間延長 23日 COVID-19 商工会会員限定ビジネス 23日 女優の岡江久美子が新型コロナ

24日 米国の死者数5万人突破 応援キャンペーン開始 ウイルスによる肺炎で死亡

27日 世界の感染者数300万人突破 27日 アボット知事は5/1からの段階的ビジ

28日 米国の感染者数100万人突破 ネス再開計画を発表 28日 ジャパンフェスティバル前夜祭コン

サートの中止決定 30日 国民一律10万円現金給付を柱とした

補正予算が可決

1日 抗ウイルス薬レムデシビルを重症入院 1日 テキサス州の経済が再開（フェーズ1）

患者を対象に緊急時の使用を許可 ハリス郡が自宅待機命令の改訂版を

2日 米国の死者数6万人突破 発出（5/20まで）

4日 COVID-19募金協力の受付開始 4日 全国に出されていた5月6日までの緊急

事態宣言の5月末までの延長を発表

7日 米国の死者数7万人突破 6日 Blue Angelsがヒューストン上空を飛行

9日 世界の感染者数400万人突破 7日 抗ウイルス薬レムデシビルが特例承認

11日 英国・フランスでロックダウンの一部

緩和

12日 ロシアの感染者数（23万2000人）が

米国に次いで世界で2番目に 13日 ANA及びユナイテッド運休期間延長

ロシアでロックダウンの一部解除

14日 世界の死者数30万人突破 14日 米国の死者数8万人突破 14日 世界石油会議（12/6-10@Houston） 14日 47都道府県のうち39県で新型コロナウ

15日 アリゾナ州で自宅待機命令が解除 の1年延期が決定 イルス対策の緊急事態宣言を解除

18日 イタリア・スペインでロックダウンの一部 18日 米国の感染者数150万人突破 18日 テキサス州が経済再開計画フェーズ2 18日 ターナー市長にCOVID-19関連の寄付

緩和 モデルナ社が開発中のワクチンが臨床 への移行を発表 についての書簡を直接手渡し

ブラジルの感染者数（25万4220人）が 試験第一段階で有望な結果

英国を抜いて世界で3番目に

19日 タイ航空が経営破綻 20日 コネチカット州の制限緩和により50州 20日 夏の全国高校野球が戦後初の中止を

全てで経済活動が部分的に再開 決定

5月

4月
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21日 世界の感染者数500万人突破 21日 ハリス郡が自宅待機命令の改訂版を 21日 大阪、京都、兵庫の緊急事態宣言を

22日 ブラジルの感染者数（33万890人）が 22日 米国の死者数9万人突破 発出（6/10まで） 解除

ロシアを抜いて世界で2番目に 23日 レストランの人数制限を50%に引き上げ

24日 ブラジルの1日の死者数（653人）が 25日 緊急事態宣言を全国で解除

米国（633人）を上回る

27日 米国の死者数10万人突破 28日 ヒダルゴ長官にCOVID-19関連の寄付

30日 世界の感染者数600万人突破 についての書簡を直接手渡し

31日 プロスポーツの練習再開

1日 ビル内で感染者が出たと通知あり

2日 ヒューストン中心部で6万人規模の黒人 2日 東京都の新規感染者が増加傾向となり

差別抗議デモが開催 「東京アラート」が発動

ユナイテッド運休期間延長

3日 イタリアが欧州からのみ観光客の受け 3日 テキサス州が経済再開計画フェーズ3

入れを再開 への移行を発表

7日 世界の感染者数700万人突破 全てのビジネスの人数制限を50%に

世界の死者数40万人突破 8日 ニューヨーク市が感染拡大後初めて 引き上げ

24時間に世界で13万6000人以上の 経済活動を再開 9日 ANA運休期間延長

新規感染者が確認され、感染が始まっ 10日 米国の感染者数が200万人を突破 11日 ハリス郡で新たな警戒レベルを導入し、 10日 週に2日間予約制で課題図書のみ 11日 東京都が「東京アラート」の解除を発表

て以降最多を記録 現状をLevel 2と発表 貸し出しを開始

12日 ブラジルのコロナ死者数が4万1828人 12日 レストランの人数制限を75%に引き上げ 12日 事業継続・雇用維持を柱とした第2次

になり英国を上回り世界2位に 13日 米国の死者数11万人突破 UHがスポーツ選手6名の感染を発表し 14日 COVID-19に関する第2回オンライン 補正予算が成立

全ての練習を停止 勉強会を開催

15日 世界の感染者数800万人突破 15日 テキサンズが複数の選手の感染を発表

フランスがEU加盟国からの入国を

認める

16日 1日あたりの感染者数が過去最多を 16日 全米オープンテニスの無観客での開催 16日 Houstonを含む州内9都市の市長が 16日 2020年テキサス州六者交流会（於：エル

更新し、約14万人となる が決定（8/31-9/13） 州知事宛てにマスク着用に関する規則 パソ）無期延期決定

英国の大学がデキサメタゾンで死亡率 を、各市の裁量で制定する権限を認め 17日 対ダラス戦ソフトボール大会中止決定

が低下したとする研究結果を発表 るようレターを発出 ビル内で2人目の感染者が出たと通知

ドイツが隣接する国からの入国を許可 18日 カリフォルニア州で外出時のマスク着用 あり

19日 WHOが「世界は新たな、危険な局面に が義務化 19日 ハリス郡がフェイスカバー着用命令を 19日 第2回宇宙セミナー開催中止 19日 都道府県をまたぐ移動自粛緩和

入っている」と、警戒を呼びかけ 発出（6/22～30） 9月に延期されたジャパン・フェスティバ 接触確認アプリの利用開始

ブラジルの1日あたりの新規感染者数が アストロズが選手の感染を発表 ルの野外開催中止に伴い、バーチャル プロ野球が無観客で開幕

5万4771人と過去最高となり、累計感染 20日 トランプ大統領がオクラホマ州タルサで 版開催の検討を開始 ベトナムとの入国制限を緩和で合意

者数が100万人を超える 大規模選挙集会を開催

21日 スペインが非常事態宣言を解除し、

大部分の欧州諸国からの渡航を解禁

22日 世界の感染者数900万人突破 22日 トランプ大統領が米国民の雇用確保を

目的に、一部ビザの新規発給を年末 23日 テキサス州の新規感染者数が5,000人

23日 ジョコビッチ選手が陽性を発表 まで停止する大統領令に署名 を超えて過去最多に

6月
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24日 カリフォルニア州ディズニーランド営業 24日 ニューヨーク州など東部3州がテキサス

再開（7月17日）の無期延期を発表 州を含む南部・西部8州からの訪問者に

ニューヨークシティマラソンの中止を 14日間の自主隔離を要請

発表

25日 エッフェル塔が100日ぶりに営業を再開 25日 米国内の1日あたりの新規感染者数が 25日 アボット知事が経済再開のプロセスを 25日 入国制限の緩和後 初の日本からの

約4万人となり、過去最多に 一旦停止すると発表 臨時便がベトナム到着

メディカルセンターのICU使用率が

100%に到達

26日 WHOの専門家が英国アストラゼネカと 26日 米国の死者数12万人突破 26日 ハリス郡が警戒レベルをLevel 1に引き 26日 国内の新規感染者が5月9日以来となる

オックスフォー大が開発するワクチンが 上げ 100人超え

現時点で最有力候補だと発言 テキサス州でバーの営業が禁止、レスト

ランの収容人数を75%から50%に縮小

Space Center Houstonが再開（7月1日）

27日 米国の感染者数が250万人を突破 延期を発表

28日 世界の感染者数1,000万人突破 28日 ヒダルゴ長官が6月22日に感染者に 28日 補習校が教材のカーブサイドピック

世界の死者数50万人突破 接触した可能性があり、自主隔離を アップを実施

行う事を公表

30日 ヒダルゴ長官の検査結果が陰性と発表 30日 国内初となるワクチンの臨床試験が

テキサス州の新規感染者数が6,975人 開始

となり過去最多に

1日 世界の1日あたりの新規感染者数が 1日 米国の1日あたりの新規感染者数が 1日 図書館の臨時休館継続 1日 東京ディズニーランド／ディズニーシー

21.8万人となり、過去最多を記録 初めて5万人を超える 2日 アボット知事が公共の場所での10歳 が営業を再開

EUが日本など15か国からの渡航解禁 EUの渡航解禁対象に米国は含まれず 以上のマスクの着用を義務付け

（違反者は$250以下の罰金）を発令

テキサス州の1日あたりの死者数が 4日 サッカーJ1リーグが無観客で再開

初めて100人超え

5日 インドがロシアを抜いて感染者数が ユナイテッドの成田便が9月7日までの

世界で3番目に 運休延長を発表

6日 9月からの新年度の授業を全てオン 6日 テキサス州の累計感染者数が20万人を

ライン授業とする大学・高校などに 超える

ついては外国人留学生に対する査証

（ビザ）発給を行わないと発表

7日 ブラジルのボルソナロ大統領の陽性 7日 米国の1日あたりの新規感染者数が 7日 テキサス州の新規感染者が1万人を 7日 国内の感染者数が2万人を突破

が判明 初めて6万人を超える 超える

来年7月6日のWHO脱退を正式通知 テキサス州の1日あたりの死者数が

カリフォルニア州で新規感染者数が 初めて150人超え

1万人を超えて、過去最多に

8日 世界の感染者数が1,200万人を突破 8日 米国の感染者数が300万人を突破 8日 7/16にヒューストンで予定されていた

ユナイテッド航空が米従業員の45% テキサス共和党集会がキャンセルとなる

に当たる3.6万人に解雇リスクを通知 9日 東京都の新規感染者が224人と過去

ブルックス・ブラザーズが破産法申請 最多を更新
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10日 5,000人規模のイベントが解禁され、

11日 米国の死者数が13万人を超える プロ野球・サッカーJ1が観客を入れての

フロリダでディズニー・ワールドが再開 試合を開始

12日 サンアントニオでコロナパーティーに

13日 世界の感染者数が1,300万人を突破 参加した男性が新型コロナウイルス

に感染して死亡

テキサス州の累計死者数が5,000人を

超える

14日 留学生へのビザ（査証）発行を制限 14日 ANAの羽田便が8月末までの運休延長

するとした6日の決定を撤回 を発表

カリフォルニア州全域で一部ビジネ

スの屋内営業を禁止する措置が発表

モデルナ社が第１段階の臨床試験で、

被験者全員に免疫反応を確認したと

発表

15日 オクラホマ州知事が感染を発表 15日 HISDが9/8から新学期の開始を発表

アメリカン航空が全従業員の約2割に 最初の6週間はオンライン授業のみ

当たる2万5000人を10月以降に削減

する可能性があると社内に通知

16日 ブラジルの感染者数が200万人を超える 16日 米国の1日あたりの新規感染者数が

インドの感染者数が100万人を超える 初めて7万人を超える

米国の感染者数が350万人を突破

17日 世界の感染者数が1,400万人を突破 17日 米・カナダ間の不要不急の渡航制限を 17日 テキサス州の累計感染者数が30万人を 17日 7月度理事委員会をWeb会議形式で

8/21まで延長 超える 開催

18日 世界の死者数が60万人を突破 18日 米国の死者数が14万人を超える

カリフォルニア州で外出時のマスク着用

が義務化

19日 世界の1日当たりの感染者数が過去 19日 Space Center Houstonが再開

最多の26万人となる

20日 ウォルマートが全ての買い物客にマスク 20日 国内の死者（クルーズ船含む）が

着用を要請 1,000人を超える

21日 カリフォルニア州の感染者数がニュー 21日 厚生労働省が坑炎症薬「デキサメタ

ヨーク州を超えて、全米最多に ゾン」を治療薬として認定

トランプ大統領がマスク着用を呼びかけ

米政権がテキサス州ヒューストンにある

中国総領事館の閉鎖を要求

22日 世界の感染者数が1,500万人を突破 22日 全米での1日の死者が1,000人を超える 22日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議 22日 東京都を除いてGo Toトラベルキャン

米首都ワシントンで外出時のマスク着用 形式で開催 ペーンが開始

を義務化する市長令が発出 全国で795人の感染を確認し、4月11日

の720人を超えて過去最多

7月
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23日 米国の感染者数が400万人を突破

大リーグが無観客で開幕

トランプ大統領がフロリダ州で8月24～

27日に予定していた共和党全国大会の

中止を発表

24日 英国で店舗やスーパー内での買い物客 24日 石油サービス大手のシュルンベルジェ

のマスク着用を義務化 が従業員のおよそ2割に当たる

2万1,000人を削減すると発表

25日 世界の感染者数が1,600万人を突破 25日 フロリダ州の感染者数がニューヨーク州

ブラジルのボルソナロ大統領が4度目の を超えて、カリフォルニア州に次いで

PCR検査の結果で陰性に 全米2番目に

26日 北朝鮮が初の新型ウイルス感染者の 26日 国内の感染者数が3万人を突破

疑いを発表

27日 WHOが「パンデミックは加速し続けて 27日 オブライエン大統領補佐官が新型

いる」と述べる コロナウイルスの検査で陽性の結果が

出たと発表

モデルナ社のワクチンがPhase 3の試験

を開始

マーリンズで新型コロナウイルスの感染

者が多数出たことを受けて3試合の延期

を発表

28日 米国の死者数が15万人を超える 28日 国内の死亡者数が1,000人を突破

29日 世界の感染者数が1,700万人を突破 29日 テキサス州の累計感染者数が40万人を 29日 成田空港と羽田空港で唾液を使った

超える 抗原検査を導入

1日あたりの新規感染者数が初めての

1,000人超え

30日 NBAがシーズンを再開 岩手県で初めての感染者を確認

31日 世界の1日当たりの感染者数が過去 31日 米国の感染者数が450万人を突破 31日 1日あたりの新規感染者数が初めての

最多の29万人となる カリフォルニア州の感染者数が50万人 1,500人超え

を突破 米製薬大手ファイザーが開発中の

緊急対応失業保険給付が失効 ワクチンについて、2021年6月末までに

供給を受けることで基本合意

1日 テキサス州の累計死亡者数が1万人を 1日 沖縄県が独自の「緊急事態宣言」発出

2日 世界の感染者数が1,800万人を突破 2日 テキサス州の感染者数がニューヨーク 超える 2日 ソフトバンク選手が新型コロナ感染で

州を超えて、カリフォルニア州、 1試合が中止に

フロリダ州に次いで全米3番目に 3日 国内の感染者数が4万人を突破

4日 世界の死者数が70万人を突破 4日 Unitedの成田便が9月末までの運休

フィリピンで首都マニラと隣接する4つ 延長を発表

の州で再び外出制限 5日 フロリダ州の感染者数が50万人を突破 5日 ANAの羽田便が9月末までの運休

延長を発表
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6日 世界の感染者数が1,900万人を突破 6日 米国の死者数が16万人を超える

インドの感染者数が200万人を突破 ワシントン大の保健指標評価研究所が

米国の死者数が12月1日までに累計で

30万人に達するとする予想を公表

8日 ブラジルの感染者数が300万人を突破 8日 議会での合意なしに、トランプ大統領が

ブラジルの死者数が10万人を突破 失業給付を増額する措置の延長を含む

大統領令に署名

9日 ニュージーランドの市中感染がゼロ 9日 米国の感染者数が500万人を突破

になってから100日目を迎える

10日 世界の感染者数が2,000万人を突破 10日 甲子園高校野球交流試合が開幕

9月開催予定だったG7について、議長

国の米国が11月の大統領選挙後への

延期を発表

11日 ニュージーランドで102日ぶりに感染者 11日 テキサス州の累計感染者数が50万人を

を確認、オークランドが再びロックダウン 超える 12日 J1サガン鳥栖のチーム内でクラスター

ロシアがワクチンを世界で初めて承認 発生

したと発表

14日 世界の感染者数が2,100万人を突破

スペインで、ディスコ・ナイトクラブ

を閉鎖、人と距離が取れない場合の

屋外の飲食や喫煙の禁止を発表

15日 英国でフランスなどからの入国者に

隔離を義務付ける措置を再開

16日 インドの死者数が5万人を突破 16日 米国の死者数が17万人を超える

18日 世界の感染者数が2,200万人を突破

19日 米国の感染者数が550万人を突破

20日 感染症学会が「流行はピークに達した

21日 WHOが新型コロナウイルスの世界的な 21日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議 とみられる」と発表

流行を「2年未満で終わらせるという 形式で開催

希望を持っている」と述べる

22日 世界の感染者数が2,300万人を突破

世界の死者数が80万人を突破 23日 米国食品医薬品局（FDA）が回復者の

インドの感染者数が300万人を突破 血漿を利用した治療法について緊急

使用許可を発行 24日 テキサス州の累計感染者数が60万人を

25日 ウサイン・ボルトが新型コロナウイ 25日 CDCが無症状者の感染検査は不要と 超える

ルスへの感染を発表 検査ガイドラインを変更

26日 世界の感染者数が2,400万人を突破

インドの死者数が6万人を突破 27日 米国の死者数が18万人を超える 27日 テキサス州の感染者が50人に1人の

割合になる

28日 フランス政府がパリ全域での屋外での 28日 テキサス州の累計感染者数が60万人を 28日 8月度常任委員会をメールによる書 28日 安倍首相が辞意を表明

マスク着用を義務付け 超える 面決議で開催 (次年度役員改選) 9月末に期限を迎える雇用調整助成金

29日 ブラジルの死者数が12万人を突破 特例措置等の12月末までの延長を発表

30日 世界の感染者数が2,500万人を突破

8月
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2日 世界の感染者数が2,600万人を突破 2日 ユナイテッド航空が10月1日以降に

従業員1万6千人を削減する方針を

社内に通知

3日 ブラジルの感染者数が400万人を突破 3日 日経平均株価が新型コロナウイルス

4日 フランスの新規感染者数が過去最多を 感染拡大による急落前の水準に回復

更新

6日 世界の感染者数が2,700万人を突破

7日 インドの累計感染者数がブラジルを

抜き、米国に次ぎ世界で2番目に多い

国となる

8日 アストラゼネカがオックスフォード大と 8日 米サウスダコタ州で8月に行われた 8日 HISDがオンラインでの新学期を開始 8日 マレーシアやカンボジア、台湾など、

共同開発しているワクチンの米国での オートバイ愛好家らの大規模な集会 ANAが10月からの羽田直行便運航 5つの国と地域との間で入国制限措置

治験が中断していると報道 が、新たに26万人の新型コロナウイルス 再開（週3便）を発表 を緩和

感染を引き起こした可能性を指摘する

研究結果が発表

9日 世界の死者数が90万人を突破 9日 米国の死者数が19万人に到達 9日 ヒューストン市がイベントの再開計画

を発表、会場が管理されているライブ

イベントは25％の収容人数での開催を

許可、管理されていないイベントは

年内の開催を承認しない

Unitedが成田直行便の11月1日までの

運休延長を発表

10日 世界の感染者数が2,800万人を突破 10日 NFLが開幕 10日 定例講演会「トランプ政権の通商 10日 NHKが年末の紅白歌合戦を無観客で

フランスで新規感染者が過去最多を 政策」をウェビナーで開催 行うと発表

更新

12日 アストラゼネカがオックスフォード大と

共同開発しているワクチンの治験

を再開

13日 世界の感染者数が2,900万人を突破 13日 米国の感染者数が650万人を突破 13日 第567回テキサス会「United 杯」

14日 インドの死者数が8万人を突破 ゴルフコンペ中止 14日 ユナイテッド航空の成田の客室乗務員

拠点閉鎖方針が報道

15日 インドの感染者数が500万人を突破 15日 東京都の飲食店などに対する午後10時

までの営業時間短縮要請が終了

16日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議 16日 菅首相が誕生

17日 世界の感染者数が3,000万人を突破 形式で開催

18日 9月度理事委員会をWeb会議形式で

20日 世界の感染者数が3,100万人を突破 開催 20日 正月の箱根駅伝について無観客での

21日 スペインの首都マドリードで通勤・ 21日 テキサス州がレストラン・ジム・図書館・ 開催を発表

通学などを除いて原則外出を禁止 美術館の営業について収容人数の

75%まで緩和

22日 米国の死者数が20万人に到達 22日 テキサス州の累計感染者数が70万人を

24日 世界の感染者数が3,200万人を突破 超える

9月
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25日 ブラジルの死者数が14万人を突破 25日 米国の感染者数が700万人を突破 25日 定例講演会「コミュニケーションに対する

新しい理解が組織を変える」をウェビナー

で開催

27日 世界の感染者数が3,300万人を突破 27日 補習校が前期末の教材のカーブサイ

インドの感染者数が600万人を突破 ドピックアップを実施

28日 世界の死者数が100万人を突破

29日 ウォルト・ディズニー が2万8000人解雇

の方針を決定

30日 ロイヤル・ダッチ・シェルが7,000～ 30日 ニューヨーク市内のレストランでの屋内

9,000人の従業員を2022年末までに 飲食が解禁

減らすと発表

1日 世界の感染者数が3,400万人を突破 1日 ANAが羽田直行便運航再開（週3便） １日 図書館再開、予約制で週3回 1日 全世界からのビジネスや留学などの

(30分間に1組入館可） 中長期滞在者を対象にした入国制限

2日 トランプ大統領が新型コロナウイルス 2日 ホワイトハウスの大統領側近スタッフ を緩和

への感染を発表、米軍医療センター 30名以上の感染を確認 東京都を発着とするGoToトラベルが

に入院 3日 補習校後期をリモート授業継続で 開始

インドの死者数が10万人を突破 開始 GoToイートが開始

4日 世界の感染者数が3,500万人を突破

5日 米国の死者数が21万人に到達

6日 トランプ大統領、未承認薬の投薬治療

を受けて退院

7日 世界の感染者数が3,600万人を突破 7日 米国の感染者数が750万人を突破 8日 韓国とビジネス目的の往来再開

ブラジルの感染者数が500万人を突破 9日 ウェビナー「空の旅を安全に～新型

10日 世界の感染者数が3,700万人を突破 コロナ時代の空路安全対策、日米双

インドの感染者数が700万人を突破 方の最新状況～」を開催

12日 J&Jのコロナワクチン臨床試験中断 12日 テキサス州で収容人数の50%でバーを

再開

ハリス郡は引き続きバーの営業は禁止

13日 世界の感染者数が3,800万人を突破 13日 テキサス州の累計感染者数が80万人を

14日 イタリアとポルトガル、チェコで新規 14日 米疾病対策センター（CDC）がワクチン 超える

感染者の過去最多を更新 について、年内に限定的な供給が開始

フランス政府が、3か月ぶりに公衆衛生 されるとの見通しを示す

上の非常事態を宣言

15日 ドイツで新規感染者の過去最多を更新 15日 エルパソで、感染者が急増

エッセンシャルビジネス以外のオフィス

16日 世界の感染者数が3,900万人を突破 16日 米国の感染者数が800万人を突破 では50％の人数制限の他、レストラン 16日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議

世界の死者数が110万人を突破 や集会にも規制 形式で開催

17日 パリを含むフランスの主要都市で4週間 17日 図書館の利用予約増加のため、

の夜間(午後9時～翌午前6時）の外出 30分間に2～3組入館可と変更

禁止令が出される

英国ではロンドン市民の行動制限を

強化し、屋内で別の家族と交流する

ことを禁止 18日 米国の死者数が22万人に到達

10月
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19日 世界の感染者数が4,000万人を突破 19日 HISDが登校を開始 19日 Go To商店街が順次スタート

20日 HISDの16校が、新型コロナ感染のため

21日 世界の感染者数が4,100万人を突破 一時的に閉鎖

23日 世界の感染者数が4,200万人を突破 23日 米国の1日あたりの新規感染者数が8万

人を突破して過去最多に

FDAがレムデシビルを新型コロナ

24日 ポーランドのドゥダ大統領が感染 治療薬として承認

25日 イタリアの1日あたりの新規感染者数が

初めて2万人を突破

スペインでほぼ全土にわたり非常事態

を宣言し、夜間の外出を禁止

26日 世界の1日あたりの新規感染者数が

50万人を突破

世界の感染者数が4,300万人を突破

イタリアで飲食店の営業を原則として

午後6時までに制限し、スポーツ施設 28日 10月度常任委員会をメールによる書 28日 北海道が警戒ステージを2に引き上げ

や映画館などを閉鎖（11/24まで） 29日 エルパソで2週間のStay at home order 面決議で開催 29日 国内での感染確認者が、横浜港の

が発令 総会をWeb会議形式で開催 クルーズ船を含め、10万人を超える

30日 フランス全土で、少なくとも12月1日 30日 米国の1日あたりの新規感染者数が

まで外出を制限 99,321人となり、インドの9/17の記録

欧州の感染者が1,000万人を超える （97,894人）を抜いて全世界で

過去最多に

米国の感染者数が900万人を突破

米国の死者数が23万人に到達 31日 テキサス州の累計感染者数が90万人を

超え、カリフォルニア州を抜いて

全米第一位に

1日 世界の死者数が120万人を突破 1日 短期出張者などの帰国時待機措置を

免除

2日 ドイツが飲食店や娯楽施設などの営業 中国、韓国、台湾など11カ国・地域

を禁止 3日 米国大統領選挙投票日 からの入国者の空港でのウイルス検査

米国の1日あたりの新規感染者数が が不要に

5日 英国でロンドンを含むイングランドの 123,056人となり、過去最多を更新

全域で1か月間の外出制限などの措置

イタリアが全土で夜間外出禁止

6日 世界の1日あたりの新規感染者数が 6日 ハワイ州が観光客などの検疫の基準 6日 テキサス州六者交流会無期延期

60万人を突破 を緩和し、ウイルス検査で事前に陰性 (於：エルパソ）

が確認されていれば14日間の自主隔離

は求めないことに 7日 北海道が警戒ステージを3に引き上げ

8日 世界の感染者数が5,000万人を突破 ススキノで営業時間短縮など要請

9日 ファイザーが開発中のワクチンの治験 9日 米国の感染者数が1,000万人を突破

で予防の有効性が90%を超えたとする 10日 米国の死者数が24万人に到達 10日 政府の分科会が、適切な対策が講じ

初期データを発表 られなければ「急速な感染拡大に至

る可能性が高い」とする緊急提言
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11日 ニューヨーク州でレストランやバー、 11日 テキサス州の累計感染者数が100万人 11日 1日の新規感染者数が8月8日以来と

フィットネスジムの営業を午後10時 に達する なる1,500人を超える

までとする新たな規制を発表 全米で100万人を超えた州はテキサス

12日 カリフォルニア州の感染者数が100万人 が初めて

に達する

シカゴ市が住民に対して30日間外出

を控え、感謝祭の期間にも自宅に

友人や親せきなど人を招かないよう

勧告を発する

デトロイト市が公立学校の対面授業を

来年1月11日まで中止する事を発表

13日 世界の死者数が130万人を突破 13日 米国の1日あたりの新規感染者数が

177,224人に及ぶ

カリフォルニア州が州外から来た

観光客に対して14日間の自主隔離を 14日 1日の新規感染者数が、過去最多の

求める渡航勧告を出す 1,737人に

15日 米国の感染者数が1,100万人を突破 15日 テキサス州の累計死亡者数が2万人を

16日 モデルナが開発中のワクチンについて 超える

95％近い有効性を示す初期結果の

データが得られたと発表

17日 オーストリアで外出・面会制限、店舗内 17日 北海道が札幌市に外出・往来自粛要請

営業禁止に

18日 ファイザーが開発中のワクチンについて 18日 米国の死者数が25万人に到達 18日 11月度理事委員会をWeb会議形式で 18日 1日の新規感染者数が2,000人を超えて

最終分析での予防効果が95%に達した ニューヨーク市で公立中学校の通学 開催 過去最多に

と発表 を中止 第568回テキサス会「商工会会長杯」

無期延期

19日 補習校運営委員会でリモート授業の 19日 東京都が警戒レベルを最高に引き上げ

継続を年度末までとすることが決定

20日 ファイザーは、開発中のワクチンの緊急 20日 米国の1日あたりの新規感染者数が 20日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議 20日 新たに2,427人の新規感染者が確認

使用許可を米食品医薬品局（FDA） 196,004人となり、過去最多を更新 形式で開催 され、3日連続で過去最多を更新

に申請 米国の感染者数が1,200万人を突破 感染者増加に伴い札幌・大阪をGo To

23日 アストラゼネカがオックスフォード大と 23日 テキサス州の感染者数が110万人を トラベルの対象から除外

共同開発しているワクチンについて、 超える

治験の最終段階で平均70%の効果が

確認されたと発表

27日 米国の新規感染者数が20万人を突破

28日 新たに2,684人の新規感染者が確認

され、過去最多を更新

30日 モデルナが開発中のワクチンの緊急 30日 中国とビジネス目的の往来再開

使用許可をFDAに申請

11月
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1日 ファイザーとビオンテックは、ワクチン 1日 10月より引き続き図書館を予約制にて

の使用許可をEUの医薬品庁（EMA） 開館

に申請

2日 イギリスの医薬品・医療製品規制庁 2日 CDCが隔離措置を14日間から10日間

（MHRA）がファイザーのワクチンを に、検査で陰性が確認されていれば

承認 7日間に短縮すると発表

3日 世界の死者数が150万人を突破 3日 大阪府が「医療非常事態宣言」を発表

5日 ロシアの首都モスクワで、自国産ワクチン

「スプートニクＶ」の大規模接種を開始

6日 カリフォルニア州の一部で外出制限を

実施

7日 米国の累計感染者数が1,500万人を

突破

8日 イギリスでファイザーのワクチン接種開始 8日 ロデオの5/4-23への延期が発表 8日 「Doing Business with Houston」

米国ヒューストン ビジネスウェビナー共催

9日 カナダ保健省がファイザーのワクチンを

緊急承認

10日 世界の感染者数が7,000万人を突破 11日 ファイザーのワクチンについて、FDAが

緊急使用を許可

12日 世界の死者数が160万人を突破 12日 米国の死者数が30万人に到達 12日 １日あたりの感染者数が初めて3,000人

韓国の新型コロナウイルスの新規感染者 を超える

が初めて1,000人を超える

13日 ドイツ・メルケル首相が、12月16日から

1月10日まで生活必需品を販売する店

を除くほとんどの小売店の営業を禁止

すると発表

14日 ファイザーのワクチン接種が開始 14日 ファイザーのワクチンがMD Anderson 14日 12月28日～1月11日にGoToトラベルを

ニューヨーク市内の飲食店の店内営業を Cancer Centerへ到着 全国で一斉に停止へする事を発表

禁止 テキサス州のワクチン接種として医療

従事者が対象となる（Phase 1A）

16日 12月度理事委員会をWeb会議形式で

開催

17日 マクロン仏大統領が新型コロナウイルス

への感染を発表

18日 南アフリカ保健省が新規変異種の割合 18日 モデルナのワクチンについて、FDAが 18日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議 18日 ファイザーがワクチンを厚生労働省に

が80~90%に増加していると報告 緊急使用を許可 形式で開催 承認を求める申請を提出

ペンス副大統領がファイザーのワクチン

を接種
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20日 イギリスで感染力の強い変異ウイルスの 20日 総額9000億ドルの追加経済対策が合意

急速な感染拡大により、ロンドンは事実上

のロックダウン

欧州各国はイギリスからの旅客機受け

入れを停止

世界保健機関が、英国で感染が急増して

いるウイルスの変異種が、オランダ、

デンマーク、オーストラリアで確認

されたと発表

21日 世界の死者数が170万人を突破 21日 バイデン次期大統領がファイザーの

EUがファイザーなどが開発のワクチンの ワクチンを接種

販売を許可 モデルナのワクチン接種が開始

22日 ファウチ所長がモデルナのワクチンを 22日 アボット知事がファイザーのワクチンを

接種 接種

23日 英国で南アフリカで発見されたウイルスの 23日 東京都を対象に大規模イベントの人数

変異株に感染した2人を確認 制限の上限を再び5,000人に

24日 出入国緩和策の対象から英国を除外

25日 フランスでコロナ変異株の感染報告 25日 英国からの到着者からコロナ変異株の

感染者を5例確認

26日 世界の感染者数が8,000万人を突破 26日 空港検疫以外で英国からの帰国者に

変異種確認

27日 現職の国会議員がコロナ感染で死去

28日 CDCがイギリスからの航空便の乗客全員 28日 全世界からの外国人の新規入国を

について、出発前72時間以内に検査を 2021年1月末まで停止

受けた陰性証明を義務付け 南アからの到着者からコロナ変異株を

確認

29日 北京市の一部でコロナ感染拡大により 29日 ハリス次期副大統領が、モデルナの 29日 テキサス州のワクチン接種対象者が

ロックダウン ワクチンを接種 65歳以上もしくは基礎疾患保有者まで

コロラド州で英国のものと同じ新型コロナ 拡大（Phase 1B）

の変異株を確認

ルイジアナ州選出の次期下院議員が

新型コロナで死去

カリフォルニア州の看護師がファイザー

のワクチンの接種を受けてから1週間後

にコロナに感染

30日 世界の死者数が180万人を突破 30日 カリフォルニア州で英国のものと同じ 30日 検疫の強化の対象国・地域にアメリカ

英国がアストラゼネカとオックスフォード 新型コロナの変異株を確認 合衆国（コロラド州）、カナダ（ケベック州）

大のワクチンを世界初承認 が追加指定

31日 中国の国家薬品監督管理局がシノ 31日 米国の累計感染者数が2,000万人を 31日 都内で最多の1,300人余の感染を確認

ファームが開発するワクチンの販売を 突破

条件付きで承認 米国の累計死者数が35万人に到達

フランスで南アフリカのコロナ変異株を

確認

12月
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1日 検疫の強化の対象国・地域にアメリカ

合衆国（フロリダ州）が追加指定

2日 １都３県の知事が政府へ緊急事態宣言

発出を要請

5日 英国イングランドで3度目のロックダウン 5日 横綱・白鵬が新型コロナに感染

6日 EUがモデルナが開発したワクチンを 6日 新規感染者が初めて6,000人を突破

条件付きで承認 7日 テキサス州で初めての変異種をハリス郡 7日 1月8日から2月7日まで東京、神奈川、

で確認 千葉、埼玉の1都3県に緊急事態宣言の

発令を発表

8日 変異種の確認に伴う検疫強化の対象

地域としてテキサス州を追加

9日 世界の死者数が190万人を突破

中国河北省の省都、石家荘市で大規模

な都市封鎖

10日 世界の感染者数が9,000万人を突破 10日 テキサス州での死亡者数が3万人を突破 10日 ブラジルから羽田空港に到着した男女

4人から英国や南アフリカで報告されて

いるウイルスと異なる変異種を確認

12日 空路で米入国を希望する渡航者全員に

新型コロナウイルス感染検査の陰性証明

提示を義務付けるとCDCが発表

13日 1月14日から2月7日まで大阪、兵庫、

京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県

に緊急事態宣言の発令を発表

14日 世界の死者数が200万人を突破

16日 インドでワクチンの接種が開始 16日 米国の死者数が40万人に到達 16日 第1回オンライン読み聞かせ会開催

20日 バイデン大統領が就任 20日 厚生労働省がファイザーと2021年中に

死亡者数が40万5,400人となり、第2次 1億4,400万回分のワクチン供給を受ける

世界大戦による米軍の死者数を超える 契約を締結

21日 1月度常任委員会をWeb会議形式で開催

「新大統領の誕生とアメリカ政治の行方」

ウェビナー講演会開催

図書館予約制見直し（時間割の変更）

22日 世界の死者数が210万人を突破 22日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議

形式で開催

23日 米国の累計感染者数が2,500万人

を突破

24日 メキシコAMLO大統領が感染を発表

25日 ミネソタ州でブラジルを起源とする

変異種の感染者を確認したと発表

26日 世界全体の感染者数が1億人となる 26日 ハリス郡で一般人のワクチン接種に

関するリスト登録受付を開始

2021年
1月
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27日 テキサス州内の感染者が200万人を

超え、1日の死亡者数が最多の426人

を記録

28日 EUが日本からの渡航の原則禁止を発表 28日 サウスカロライナ州で南アフリカで確認

された変異株の感染を確認

29日 世界の死者数が220万人を突破 29日 CDCが2月1日夜から全ての公共交通

EUがワクチンの輸出制限の導入を発表 機関でマスクの着用を義務付けると発表

31日 フランスが変異株対策としてEU域外と

の出入国を禁止

1日 米国の死者数が45万人に到達

2日 栃木県を除く10都府県に対して緊急

事態宣言の3月7日まで1か月の延長

を発表

3日 ロデオのキャンセルが決定 3日 新型コロナ特措法などの改正案が成立

4日 ジョンソン・エンド・ジョンソンがワクチン

の緊急使用許可をFDAに申請

5日 世界の死者数が230万人を突破 5日 アストラゼネカがワクチンの製造販売

承認を厚生労働省に申請

7日 南アが変異株への効果が小さいとの

研究を受けてアストラゼネカのワクチン

接種を停止

少なくとも1回のワクチン接種者が世界で

1億人超える

8日 ヒューストンで南アフリカで感染が 8日 栃木県の緊急事態宣言が解除

広がっている変異株が発見される

13日 新型コロナウイルス対策の改正特別措置

法で「まん延防止等重点措置」が新設

14日 世界の死者数が240万人を突破 14日 厚生労働省がファイザーのワクチンの

製造販売を特例承認

18日 世界の感染者数が1億1,000万人を突破

19日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議

形式で開催

21日 米国の死者数が50万人に到達

25日 世界の死者数が250万人を突破 25日 FDAがファイザー製ワクチンの保管温度 25日 2月度理事委員会をWeb会議形式で開催

の基準を緩和

26日 カナダ医薬品当局がアストラゼネカの

ワクチンを承認

韓国でアストラゼネカのワクチン接種が

開始

27日 ジョンソン・エンド・ジョンソンが開発した

ワクチンについてFDAが緊急使用を

許可

28日 第1回宇宙セミナー（オンライン）開催

2月
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1日 6府県（大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、

福岡）の緊急事態宣言を解除

2日 アボット知事がマスク着用義務や経済

活動の人数制限を10日にも撤廃すると

発表

3日 テキサス州のワクチン接種対象者に教員

・保育士が含まれる

5日 東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に

発令している緊急事態宣言の21日まで

再延長を発表

6日 古本市を予約制で開催（～13日)

8日 世界の死者数が260万人を突破

10日 テキサス州の経済活動が100%再開し、

マスク着用義務を撤廃。

11日 少なくとも1回のワクチン接種者が世界で

2億人を超える

デンマークの保健省がアストラゼネカが

開発したワクチンについて2週間接種を

見合わせて調査を行うと発表

Novavaxのワクチンが英国における最終

治験で96.4％の有効性を示すデータが

得られたと発表

12日 ワクチン接種が1億回を突破 12日 フィリピンで報告の変異株が 国内で

初めて検出された事を発表

13日 補習校中学部・高等部の卒業式

（オンライン）

14日 補習校幼稚部・小学部の卒園・卒業式

（オンライン）

15日 世界の感染者数が1億2,000万人を突破 15日 テキサス州のワクチン接種対象者が 15日 図書館棚卸（～26日）

50歳以上まで拡大（Phase 1C）

16日 変異ウイルス感染者が国内で初めて死亡

17日 テキサス州の16歳以上の4人に1人が 17日 3月度理事委員会をWeb会議形式で開催

少なくとも1回目のワクチン接種が終了

19日 世界の死者数が270万人を突破 19日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議

形式で開催

20日 東京オリンピックの海外観客受け入れ

見送りを決定

21日 東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に

発令されていた緊急事態宣言が解除

23日 ドイツ政府がロックダウンの3週間延長を

発表

3月
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24日 米国の累計感染者数が3,000万人

を突破

25日 インドで「二重変異株」を確認 25日 バイデン大統領がワクチン接種回数の 25日 ハリス郡での自宅待機令が発令されて

従来の目標を倍増し、4月末までに米国 1年が経過

内で2億回の接種を目指すと表明

27日 補習校カーブサイド教材配布

28日 第3回COVID-19オンライン勉強会

29日 カナダでアストラゼネカ社のワクチン接種 29日 米国の死者数が55万人に到達 29日 テキサス州のワクチン接種対象者が

を一時中断 16歳以上まで拡大

英イングランドでロックダウンを緩和

30日 世界の死者数が280万人を突破

31日 フランスのマクロン大統領が4月3日から

の全土で外出制限、5日からの学校休校

を発表

2日 世界の感染者数が1億3,000万人を突破 2日 CDCがワクチン接種者は米国内の旅行が 2日 ソフトボール大会 無期延期

安全とされるものの、不要不急の旅行

には反対する見解を提示

3日 ロシア製ワクチン「スプートニクＶ」の接種 3日 インドで確認された二重変異株を 3日 補習校始業式（オンライン）

を完了していたアルゼンチン大統領が カリフォルニアで確認

新型コロナ感染を発表

4日 インドの1日あたりの新規感染者数が 4日 補習校入園・入学式（オンライン）

初めて10万人超え

5日 大阪府、兵庫県、宮城県へまん延防止等

重点措置を適用

6日 アストラゼネカのワクチン 17歳以下の

臨床試験停止

ブラジル の1日の死者が4,000人を超える

7日 ヨーロッパ医薬品庁がアストラゼネカの

ワクチン接種と血栓症の関連の可能性を

認める調査結果を発表

アストラゼネカのワクチンについて英国

では18～29歳については接種を推奨

しないと発表

8日 世界の死者数が290万人を突破

9日 ファイザーがアメリカの規制当局に対して 9日 国内の新型コロナ感染者数の累計が

ワクチンの緊急使用許可について 50万人を突破

12～15歳への拡大を申請

10日 第2回オンライン読み聞かせ会開催

12日 インドが累計感染者数でブラジルを 12日 東京都、京都府、沖縄県へまん延防止等

抜いて世界2位に 重点措置を適用

英国政府が全ての50歳以上および

高リスクと判断された人に1回目の

ワクチンを提供したと発表
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13日 CDCとFDAがジョンソン・エンド・ジョンソン

のワクチン接種を中断するよう勧告

14日 インドの1日あたりの新規感染者数が 14日 アストロズが新型コロナウイルスに関する

初めて20万人超え プロトコルに従って5選手を負傷者リスト

に登録

15日 ファイザー社CEOが1年以内に3回目の 15日 ワクチン接種完了者のうち約5,800人が

接種が必要になる可能性が大きいと発言 新型コロナに感染し、74人が死亡している

事を、CDCがインタビューで回答

16日 ガルフストリーム編集会議をWeb会議

形式で開催

17日 世界の感染者数が1億4,000万人を突破

世界の死者数が300万人を超える

インドの1日あたりの新規感染者数が

初めて25万人超え

19日 NRGスタジアムで予約なしのワクチン接種

が始まる

22日 インドでの新規感染者が31万人を 22日 インドで確認された二重変異株を5件確認

超えて1日では世界最多を更新

23日 CDCとFDAがジョンソン・エンド・ジョンソン

のワクチン接種一時停止を解除すると

発表

24日 新型コロナのワクチン接種が世界で

10億回を超える

25日 世界の累計感染者数が1億5千万人突破 25日 補習校カーブサイド教材配布 25日 東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象

中国製ワクチンを接種していたペルーの にした緊急事態宣言の期間が開始

元大統領が新型コロナに感染

26日 4月度常任委員会をWeb会議形式で開催

27日 CDCがガイドラインをアップデート、

ワクチン接種完了者は屋外でマスク着用

を不要とする

28日 テキサス州の成人の3人に1人がワクチン 28日 神奈川県、千葉県、埼玉県へまん延防止

接種完了者となる 等重点措置を適用

30日 インドでの 新規感染者が40万人を超える 30日 全米のワクチン接種完了者が1億人に 30日 インドで確認された二重変異株を 30日 モデルナ製ワクチン第1便が関空に到着

インドからの渡航制限を発表（5月4日～） ヒューストンで4件確認 クルーズ船「飛鳥」で感染者が確認され、

カリフォルニア州のディズニーのテーマ 横浜港に引き返す

パークが営業を再開

4月


