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2021 年 1 月  

月 火 水 木 金 
水星逆行 1/31-2/21 

中国 PMI（NBS）1/31 

交通事故死者数発表 1/4 

菅総理伊勢神宮参拝 1/4 

阪神大震災から 26 年

1/17 

河井案里被告判決 1/21 

グラミー賞授賞式 1/31 

初詣行くなら 

開運・北極星信仰の寺 

「能勢妙見山」 

難関突破を祈願 

「湊川神社」 

火の神に家庭商売繁栄

を祈る「清荒神」 

疫病厄災を祓う祇園さん 

「八坂神社」 

相場師やプロ選手が勝運

祈願に行く寺「勝尾寺」 

入試合格・学業成就なら

「北野天満宮」  縁結び

美麗祈願「下鴨神社」 

王将戦 3 局 1/30-31 

ライスボウル 1/3 

関学ファイターズ vs オ

ービックシーガルズ 

箱根駅伝 1/2～3 

大阪国際女子マラソン

1/31 大阪長居発着 

選抜高校野球大会出場

校選考委員会 1/29 

1 元旦  
FTA 暫定発効（英 EU） 

日英経済連携協定発効 

天皇杯決勝（国立） 

川崎 vs ガンバ大阪 

雪組宝塚大劇場公演開始 

4  

大発会 

OPEC プラス会議 

中国財新 PMI 

トルコ CPI,PPI 

ルヴァンカップ決勝 

柏 vsF 東京（国立） 

 

5   

国内新車登録台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

経済 3 団体新年祝賀パ

ーティー＆トップ会見 

 

6 
中国サービス業 PMI 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

FOMC 議事録  

ADP 雇用統計 

世界遺産二条城の早春 

1/4-25 特別入室 

 

7  
豪貿易収支 

ユーロ CPI 

米貿易収支 

新規失業保険申請件数 

ISM 非製造業景況指数 

カナダ貿易収支 

阪 急 三 番 街 バ ー ゲ ン

1/2-31 

8   
景気動向指数速報 

米雇用統計 

米卸売在庫 

米消費者信用残高 

カナダ雇用統計 

十日戎 1/9-11 

福男選び中止、福笹の授

与は 1/31 まで延長 

11  成人の日 

豪小売売上高 

中国 PPI,CPI 

トルコ雇用統計 

GoTo トラベル停止期限 

大学ラグビー決勝 

高校サッカー決勝 

大相撲初場所 1/10～24 

王将戦 1 局 1/10-11 

12  

EIA 月例報告 
USDA 需給報告 
USDA 四半期在庫報告 

景気ウォチャー調査 

南ア製造業生産 

講書始の儀 

IT見本市ＣＥＳ1/11-14 

13 新月 

トルコ国際収支 

トルコ鉱工業生産 

南ア小売売上高 

米財政収支、米 CPI 

ベージュブック 

柔道マスターズ 1/11-13 

14  

OPEC 月例報告 
シカゴ大豆納会 

中国貿易収支 

2020 年独 GDP 統計 

新規失業保険申請件数 

日銀さくらリポート 

卓球全日本 1/11～17 

15  

上海ゴム納会 

英貿易収支 

商務省小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

NY 連銀製造業景況指数 

ミシガン大信頼感速報 

米 PP1、企業在庫 

歌会始の儀 

18 キング牧師生誕記

念日（米国休場） 
中国 GDP 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

大 学 入 学 共 通 テ ス ト

1/16-17 

上賀茂武射神事 1/16 

門戸厄神厄除大祭 

1/18-19 

19  

IEA 月例報告 

独 CPI 

ZEW 景況感 

カナダ卸売売上高 

灘中、六甲合格発表日 

20 

WTI 原油納会（NYMEX） 

日銀金融政策決定会合 

英 CPI,PPI 

南ア CPI 

カナダ CPI 

カナダ政策金利 

ジョー・バイデン氏が大

統領就任 

21 

トルコ政策金利 ECB

理事会 南ア政策金利 

日銀総裁会見 

豪雇用統計 

国内貿易収支速報 

トルコ消費者信頼感 

米住宅着工許可件数 

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況指数 

新規失業保険申請件数 

22 

NZCPI 全国 CPI 

中古住宅販売統計 

英小売売上高 

「にじいろカルテ」1/21

スタート 

シン・エヴァンゲリオン

劇場版 1/23 公開 

王将戦 2 局 1/23-24 高槻 

25 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

ゴム RSS3 納会 

IFO 景況感 

国公立 2 次願書受付開

始 1/25-2/5 

世界経済フォーラム・ダ

ボスアジェンダ 

26 

小豆納会 

日銀金融政策決定会合

議事要旨 

英雇用統計 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

FOMC～1/27 

27  
NY 貴金属納会 

豪 CPI 

景気動向指数改定値 

中国工業利益 

米耐久財受注 

FOMC 声明 1/28 4：00 

日銀「主な意見」1/29 

28 
NZ 貿易収支 

国内貿易収確報 

南ア PPI 

米新築住宅販売 

米 GDP 速報値 

バトミントンワールド

ツアーファイナル 1/27

～31 バンコク 

29 満月 
東京原油①取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

独 GDP,仏 GDP 

南ア貿易収支 

個人所得個人支出 

米景気先行指数 

シカゴ購買部景況指数 

ミシガン大信頼感確報 


