
世界史用語出題事例

第１章 先史時代
原始社会

7人類 近畿大学2018

7アフリカ 慶應大学2017

4類人猿

7直立二足歩行 立命館大学2020 駒澤大学2014

7道具

7猿人

3ラミダス猿人 立命館大学2020 南山大学2020 中央大学2013

6アウストラロピテクス 立命館大学2020 中央大学2017

3オルドヴァイ渓谷

7石器

7打製石器

7原人 駒澤大学2014

7火の使用 立命館大学2020 駒澤大学2015

6言語の使用

5握斧

5ハンドアックス 関西大学2016

5ホモ=エレクトゥス 南山大学2020

3ホモ=ハビリス 駒澤大学2014 駒澤大学2014

6ジャワ原人 学習院大学2016 関西学院大学2010

7北京原人

7旧人

7埋葬

7ネアンデルタール人 立命館大学2020 南山大学2020 南山大学2020 早稲田大学2020 中央大学2017

7新人 関西大学2021 関西大学2016
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世界史用語出題事例
6現生人類

7洞穴絵画

6クロマニョン人 立命館大学2020 上智大学2019 中央大学2018

5周口店上洞人 駒澤大学2015

3周口店 南山大学2022 立命館大学2020 立教大学2019 関西学院大学2015

6ホモ=サピエンス

3ホモ=サピエンス=サピエンス 駒澤大学2014

6氷期 京都府立大学2021 立教大学2019 明治大学2019

7旧石器時代

7打製石器 立命館大学2020

5礫石器 中央大学2013

5剝片石器

3石刃 法政大学2011

3細石器

7骨角器 駒澤大学2015

7採集・狩猟・漁労

6獲得経済 新潟大学2018

7狩猟・採集 中央大学2017

6氏族

5先史時代 京都大学2020

4女性裸像

7アルタミラ 名古屋大学2020 中央大学2018 関西大学2018 慶應大学2017

6ラスコー 立教大学2018 早稲田大学2018 中央大学2017 早稲田大学2017 中央大学2016

7新石器時代

7磨製石器 立命館大学2021 立教大学2016 中央大学2013

5磨製石斧
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世界史用語出題事例
5石臼

3織物

7土器 駒澤大学2015

6生産経済 中央大学2016

3食糧生産革命 高崎経済大学2017

3新石器革命

7農耕・牧畜

7麦の栽培 京都府立大学2021

7彩文土器 立教大学2022 立教大学2019

4金属器

7青銅器 早稲田大学2016 関西大学2016 駒澤大学2015

3青銅器文化

6歴史時代

7オリエント 南山大学2021 明治大学2016

4肥沃な三日月地帯 早稲田大学2019 学習院大学2019 中央大学2017

7灌漑農業 関西大学2020 立教大学2019 立教大学2016

7都市国家

4階級

7文字の発明 駒澤大学2015

7メソポタミア文明 中央大学2018

4エジプト文明

7インダス文明

3黄河文明

7人種

3ネグロイド

3コーカソイド
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世界史用語出題事例
6モンゴロイド

4黄色人種

7語族

3アメリカ諸語

7オーストロネシア語族 南山大学2021 中央大学2020

3オーストロアジア語族

7民族

第２章 オリエント世界
オリエント世界

7ナイル川 関西大学2020

6「エジプトはナイルのたまもの」 和歌山大学2018

7ヘロドトス 中央大学2020 上智大学2020 立教大学2019 明治大学2019 南山大学2019

3エジプト語系

4上エジプト

4下エジプト

5ノモス 学習院大学2021 中央大学2020 上智大学2020 京都産業大学2016 法政大学2013

7ファラオ 西南学院大学2021 中央大学2020 明治大学2019 成城大学2016

6メンフィス 立教大学2020 中央大学2020 上智大学2020 関西大学2020 早稲田大学2018

6古王国 関西大学2016

7ピラミッド

4ギザ 立命館大学2021 西南学院大学2021 立教大学2018 高崎経済大学2017

5クフ王 中央大学2020 西南学院大学2018

3カフラー

7「死者の書」 高崎経済大学2017

6中王国 早稲田大学2021 関西大学2017

6テーベ 明治大学2022 西南学院大学2021 学習院大学2021 中央大学2020 上智大学2020
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世界史用語出題事例
7ヒクソス 法政大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 上智大学2020 立教大学2019

6新王国 立命館大学2016

6アメンホテプ４世 同志社大学2020 京都大学2019 明治大学2018 近畿大学2018

6アトン 立教大学2018 早稲田大学2017 高崎経済大学2017

5アマルナ 上智大学2020 京都大学2010

5イクナートン

3アマルナ美術 西南学院大学2021 中央大学2016 京都大学2010

3ラメス２世

オリエント世界
7ティグリス川 京都大学2022 関西大学2020 京都大学2003

7ユーフラテス川 関西大学2020 関西大学2017 京都大学2010

3ザグロス山脈

4肥沃な三日月地帯 学習院大学2021 立命館大学2016

7メソポタミア文明 明治大学2017

4ナツメヤシ

7シュメール人 明治大学2021 法政大学2021 南山大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2019

6ジッグラト 西南学院大学2022 法政大学2021 北海道大学2018 南山大学2017 高崎経済大学2017

7楔形文字 南山大学2022 学習院大学2019 東京大学2011

7ウル 長崎大学2022 慶應大学2021 西南学院大学2018

7ウルク 立教大学2020 明治大学2016

4ラガシュ 立教大学2022 西南学院大学2022 明治大学2020

7アッカド人 西南学院大学2022 関西大学2022 法政大学2021 早稲田大学2021 関西大学2020

6セム語系 東京都立大学2021 法政大学2020 学習院大学2018 成城大学2017 高崎経済大学2017

4サルゴン１世 西南学院大学2022 法政大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2021 立教大学2020

3ウル第３王朝 早稲田大学2016

7古バビロニア

6アムル人 法政大学2021 早稲田大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 関西大学2020
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世界史用語出題事例
7バビロン 早稲田大学2022 東京都立大学2019 北海道大学2018 京都大学2010 京都大学2003

5バビロニア

6バビロン第１王朝 高崎経済大学2017 関西大学2017 学習院大学2017 九州大学2015

7ハンムラビ王 法政大学2021 明治大学2019 早稲田大学2016 関西大学2016

7ハンムラビ法典 立命館大学2017 早稲田大学2016 新潟大学2010

7ヒッタイト 立命館大学2022 西南学院大学2022 立教大学2021 東京都立大学2021 早稲田大学2021

7アナトリア

7鉄器 学習院大学2021 同志社大学2019

6カッシート 明治大学2022 南山大学2021 南山大学2019 立教大学2018 法政大学2018

6ミタンニ 南山大学2021 南山大学2019 同志社大学2019 西南学院大学2017

6「海の民」 早稲田大学2016

オリエント世界
6「海の民」 学習院大学2021 上智大学2020 高崎経済大学2017 関西大学2017 学習院大学2017

7アラム人 同志社大学2021 明治大学2020 関西大学2020 同志社大学2019 早稲田大学2019

7ダマスクス 成城大学2016 京都大学2010

3ラクダ

7アラム語・文字 西南学院大学2022

3隊商

7フェニキア人 法政大学2022 同志社大学2021 慶應大学2021 名古屋大学2020 北海道大学2020

6シドン 南山大学2022 京都大学2019 法政大学2015 東京大学2001

6ティルス 南山大学2021 東京都立大学2021 慶應大学2020 関西大学2020 上智大学2019

7カルタゴ 長崎大学2022 同志社大学2019 北海道大学2017 慶應大学2017 京都大学2016

5レバノン杉

7フェニキア文字 同志社大学2020 明治大学2019 新潟大学2010

7ヘブライ人 法政大学2018 立命館大学2017

5イスラエル人 立命館大学2021 西南学院大学2017 成城大学2017 東洋大学2016

7モーセ 立教大学2020 立命館大学2019 近畿大学2018 高崎経済大学2017
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5出エジプト 成城大学2017 福井大学2011

6ダヴィデ 慶應大学2020 立命館大学2019 京都大学2019 西南学院大学2017 関西大学2017

7イェルサレム 学習院大学2021 関西学院大学2016

6ソロモン 早稲田大学2020 立命館大学2019 中央大学2017 同志社大学912016

6イスラエル王国 京都府立大学2022 慶應大学2020 南山大学2019 同志社大学2019

6ユダ王国 京都大学2022 立命館大学2019 明治大学2017 同志社大学772016

7バビロン捕囚 京都府立大学2022 早稲田大学2020 立命館大学2016 東京大学2000

7預言者

7ユダヤ教 高崎経済大学2022 明治大学2019

オリエント世界
7アッシリア 京都府立大学2022 早稲田大学2020 立命館大学2019 同志社大学2019 京都大学2019

7ニネヴェ 早稲田大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2022 立命館大学2021 関西学院大学2021

5アッシュルバニパル 立命館大学2022 西南学院大学2022 京都大学2022 法政大学2021 早稲田大学2021

3世界帝国 新潟大学2010

7４王国分立

7新バビロニア 同志社大学2252017

5カルデア 法政大学2018 京都大学2003

3ネブカドネザル２世 立教大学2021 同志社大学2021 立命館大学2019 立命館大学2019 同志社大学2019

7バビロン捕囚

7リディア 西南学院大学2022 愛知教育大学2022 明治大学2021 中央大学2021 関西大学2021

5金属貨幣 中央大学2021

7メディア 愛知教育大学2022 同志社大学2021 関西大学2021 同志社大学2019 京都大学2019

7イラン

7イラン人

7ペルシア人

7アケメネス朝 立教大学2021 名古屋大学2021 学習院大学2020 京都大学2019 立命館大学2017

4キュロス２世 早稲田大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2020 京都府立大学2020 同志社大学2019
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7ダレイオス１世 立教大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 法政大学2021 法政大学2019

6王の道 愛知教育大学2022 京都府立大学2020 同志社大学2019 立命館大学2016 立教大学2016

6スサ 愛知教育大学2022 早稲田大学2021 関西学院大学2017 青山学院大学2016 東京大学2008

3サルデス 慶應大学2021 南山大学2020 明治大学2018 南山大学2018 立命館大学2016

7駅伝制 名古屋大学2021 慶應大学2021

7サトラップ 西南学院大学2022 立命館大学2021 立教大学2018

6王の目・王の耳

7ペルセポリス 西南学院大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2019 上智大学2019 西南学院大学2018

7ダレイオス３世 南山大学2022 同志社大学2021 南山大学2020 上智大学2019 立教大学2018

7ペルシア戦争

オリエント文化
3『ギルガメシュ叙事詩』 西南学院大学2022 立命館大学2021 学習院大学2021 立教大学2020 京都大学2020

7ゾロアスター教 京都府立大学2020 成城大学2017

5アフラ=マズダ 西南学院大学2022 関西学院大学2022

5アーリマン

7最後の審判

7救世主

7粘土板 聖心女子大学2017

7楔形文字 九州大学2022 東京大学2005

6印章 上智大学2020

3ローリンソン 関西大学2022 明治大学2021 法政大学2021 明治大学2018 関西学院大学2016

3ペルシア文字

6太陰暦 明治大学2020

4太陰太陽暦

4閏月

4七曜制

3１週７日制
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7六十進法 学習院大学2012

3占星術

6「目には目を，歯には歯を」 学習院大学2019

7同害復讐法 中央大学2017

7ラー 西南学院大学2021 中央大学2020 立教大学2016

7オシリス 中央大学2020 立教大学2018 法政大学2018

7ミイラ 新潟大学2018

7「死者の書」 中央大学2020 九州大学2020 京都大学2020 立命館大学2017 早稲田大学2017

6スフィンクス

4アモン 学習院大学2017 学習院大学2009

5アモン=ラー

7神聖文字 中央大学2020

7ヒエログリフ 明治学院大2016 成城大学2016

5民用文字

5デモティック 西南学院大学2021

7パピルス 聖心女子大学2014

7ロゼッタ=ストーン 立教大学2022 新潟大学2022 九州大学2022 西南学院大学2021 中央大学2020

6シャンポリオン 関西大学2022 中央大学2021 西南学院大学2021 中央大学2020 立教大学2019

7太陽暦 成城大学2016

5ユリウス暦 中央大学2020

6測地術 中央大学2012

7ユダヤ教

7アラム語・文字 九州大学2022 京都大学2021 早稲田大学2010 京都大学2003

5ソグド文字 青山学院大学2022 中央大学2021 明治大学2020 上智大学2010 京都大学2003

6突厥文字

7ウイグル文字
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7フェニキア文字 立命館大学2021 学習院大学2019 中央大学2011

3カナーン文字

7アルファベット

6キリル文字 同志社大学2021 西南学院大学2020

第３章 ギリシア世界
ギリシア世界

5地中海性気候 関西大学2020

6エーゲ文明 関西大学2017 法政大学2013

7クレタ文明 東京都立大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 関西大学2017

4ミノア文明 青山学院大学2017

7クノッソス 青山学院大学2020 西南学院大学2020 南山大学2018 学習院大学2016

5線文字A 駒澤大学2015

4エヴァンズ 西南学院大学2020 法政大学2019 学習院大学2018 立命館大学2017 青山学院大学2017

7ミケーネ文明 立教大学2021 同志社大学2019 立教大学2018 立命館大学2017 明治学院大2016

7ミケーネ

7ティリンス 明治大学2022 早稲田大学2021 同志社大学2016

4貢納王政 学習院大学2021 学習院大学2016

6「海の民」

5ドーリア人 早稲田大学2021 慶應大学2017 立教大学2016

6シュリーマン 学習院大学2021 明治大学2019 法政大学2019 上智大学2019 南山大学2018

5線文字B 東京都立大学2021 明治大学2019 立命館大学2017 京都大学2017 京都大学2003

4ヴェントリス 立命館大学2022 高崎経済大学2022 東京都立大学2021 立教大学2020 学習院大学2019

7トロイア 学習院大学2021

4トロイア戦争 明治大学2022 立教大学2021 立命館大学2019 学習院大学2016

7ホメロス 学習院大学2021 学習院大学2019 学習院大学2016

5『イリアス』 龍谷大学2018
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ギリシア世界

7ギリシア人

5アイオリス人 明治大学2016

5イオニア人 法政大学2022 南山大学2022 関西大学2022 関西大学2020 京都大学2017

5ドーリア人 法政大学2022 西南学院大学2020 同志社大学22016

5暗黒時代 学習院大学2021 関西大学2017 学習院大学2016

7ポリス 立教大学2018 学習院大学2018 成城大学2016

7オリーヴ

7ブドウ

6集住

6シノイキスモス 西南学院大学2020 学習院大学2019

7アクロポリス 学習院大学2021 南山大学2020 同志社大学2020 明治大学2019 神戸学院大学2018

5アゴラ 学習院大学2022 明治大学2019 学習院大学2018 慶應大学2016

6ヘレネス 高崎経済大学2022 愛知教育大学2022 南山大学2020 同志社大学2020 京都大学2020

6バルバロイ 慶應大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2021 立教大学2020 立命館大学2019

7オリンピアの祭典 立命館大学2021 立命館大学2021 京都大学2021 同志社大学2020 中央大学2018

5デルフォイの神託 明治大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 早稲田大学2020 関西学院大学2020

6植民市 関西大学2018

5マッサリア 関西大学2022 慶應大学2018 同志社大学12016

4ネアポリス 立命館大学2022 早稲田大学2020 学習院大学2018 学習院大学2017

7スパルタ 学習院大学2022 立教大学2021 学習院大学2017

6ペリオイコイ 明治大学2022 関西大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2021 東京大学2014

7ヘイロータイ 京都大学2021 明治大学2020 西南学院大学2020 関西大学2020 学習院大学2019

5リュクルゴス 関西学院大学2021 学習院大学2019 北海道大学2017 同志社大学122016 関西大学2016

ギリシア世界
3貴族政治

3貨幣の使用
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6ファランクス 中央大学2018

7重装歩兵 立命館大学2017 中央大学2017

7アテネ

4ドラコン 高崎経済大学2022 関西大学2022 西南学院大学2020 立命館大学2017

6ソロン 高崎経済大学2022 明治大学2021 関西大学2021 立教大学2020 東京大学2020

4ソロンの改革

5財産政治 立命館大学2017

5債務奴隷

6ペイシストラトス 関西大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020 明治大学2019 立命館大学2017

7僭主政 中央大学2017 明治学院大2016

6クレイステネス 高崎経済大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2021 西南学院大学2020

7オストラキスモス 立教大学2019 京都大学2014

7オストラコン 西南学院大学2020 明治大学2016

4デーモス 学習院大学2022 青山学院大学2018 立命館大学2017 立教大学2016

7ペルシア戦争 明治大学2022 同志社大学2021 大阪大学2019 名古屋大学2007

7イオニア植民市 東京学芸大学2016

4ミレトス 学習院大学2022 愛知教育大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020

7マラトンの戦い 東洋大学2018

7サラミスの海戦 学習院大学2021 学習院大学2020 法政大学2017 立命館大学2016 京都大学2016

7テミストクレス 明治大学2022 北海道大学2022 学習院大学2022 愛知教育大学2022 明治大学2021

6プラタイアの戦い 学習院大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 学習院大学2020 明治大学2018

ギリシア世界
7アテネ

6直接民主政 立教大学2020 成城大学2018

7デロス同盟 高崎経済大学2022 慶應大学2022 立教大学2021 京都大学2021 学習院大学2021

7三段櫂船 京都大学2013

6無産市民
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世界史用語出題事例
7ペリクレス 高崎経済大学2022 学習院大学2022 関西学院大学2021 法政大学2019 西南学院大学2018

6将軍

7民会

4市民権

4アテネ市民権

3在留外人

7奴隷

5家内奴隷

7陶片追放

6陪審員

4民衆裁判所 学習院大学2017 学習院大学2017 学習院大学2017

6抽選 西南学院大学2018

7ペロポネソス戦争 慶應大学2022 明治大学2021 明治大学2018 青山学院大学2016 学習院大学2016

5ペロポネソス同盟 立命館大学2021

3デマゴーゴス 立教大学2019 立命館大学2017

4煽動政治家

6テーベ 明治大学2021 立教大学2019 同志社大学2422018

7傭兵

主権国家体制の形成
7傭兵 神戸市外国語大

学
2022

ギリシア世界
7マケドニア 愛知教育大学2022 立命館大学2017

7フィリッポス２世 愛知教育大学2022 立命館大学2021 東京学芸大学2021 慶應大学2020 京都府立大学2020

6カイロネイアの戦い 高崎経済大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 東京学芸大学2021 中央大学2017

4ヘラス同盟 明治大学2022 高崎経済大学2022 東京学芸大学2021 東京都立大学2019

5コリントス同盟 青山学院大学2019 東京学芸大学2016

7アレクサンドロス大王 京都府立大学2022 立命館大学2021 南山大学2021 東京学芸大学2021 明治大学2018
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世界史用語出題事例
7ヘレニズム時代 南山大学2020 京都府立大学2020

7東方遠征 京都大学2011

6イッソスの戦い 南山大学2022 同志社大学2021 京都大学2021 学習院大学2019 南山大学2018

5ディアドコイ 明治大学2022 同志社大学2021 京都府立大学2020 学習院大学2018 法政大学2015

7マケドニア王国 東京学芸大学2021 立教大学2018

6アンティゴノス朝 関西学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2017 同志社大学2262017 法政大学2015

7シリア王国 学習院大学2022

7セレウコス朝 立教大学2019 東京都立大学2019 京都大学2019 成城大学2018 関西学院大学2018

4アンティオキア 慶應大学2016

7バクトリア 明治大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 上智大学2019 明治大学2018

7パルティア 学習院大学2022 上智大学2019

3ペルガモン王国 法政大学2015

7エジプト王国

7プトレマイオス朝 同志社大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 関西大学2021

7アレクサンドリア 立命館大学2022 中央大学2020 上智大学2020 立命館大学2019 九州大学2019

7ヘレニズム文化 中央大学2021 京都大学2021

5コイネー 南山大学2020 立教大学2019

ギリシア文化
7ギリシア神話

6オリンポス12神

4アポロン 高崎経済大学2022 関西学院大学2018

3ヘルメス 明治大学2018

3ディオニュソス 成城大学2018

7オリンピアの祭典

7ホメロス 中央大学2022 同志社大学2020 同志社大学2382018

5『イリアス』 学習院大学2021 上智大学2020 上智大学2019 関西学院大学2017

5『オデュッセイア』 立命館大学2021
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世界史用語出題事例
5ヘシオドス 立教大学2022 中央大学2022 学習院大学2022 同志社大学2020 関西大学2020

5『労働と日々』

5『神統記』 西南学院大学2020

5サッフォー 中央大学2022 学習院大学2022 中央大学2017 明治大学2016

3ピンダロス 明治大学2022 明治大学2022 早稲田大学2022

6アイスキュロス 明治大学2022 立教大学2020 中央大学2020 立命館大学2019 立教大学2018

3『アガメムノン』

6ソフォクレス 立教大学2016

3『オイディプス』 成城大学2018

6エウリピデス 学習院大学2022 立教大学2020 立命館大学2016 明治学院大2016

3『メデイア』

6アリストファネス 学習院大学2022 南山大学2021 関西学院大学2021 関西大学2020 京都大学2019

3『女の平和』 立教大学2016 明治大学2016

7ヘロドトス 慶應大学2022 学習院大学2022 南山大学2021 学習院大学2021 名古屋大学2020

5『歴史』 名古屋大学2020 関西大学2019

7トゥキディデス 早稲田大学2022 慶應大学2022 立命館大学2021 南山大学2021 京都大学2021

4『歴史』

5ヒッポクラテス 学習院大学2018 関西学院大学2017

4フェイディアス 明治大学2022 早稲田大学2022 関西学院大学2020 明治大学2019 法政大学2017

6「アテナ女神像」

4プラクシテレス 立命館大学2016

3ドーリア式 関西学院大学2022 立命館大学2016 東京大学2012

7パルテノン神殿 早稲田大学2022 同志社大学2020 立命館大学2019

3イオニア式

3コリント式

6自然哲学
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世界史用語出題事例
6タレース 立教大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 南山大学2020 成城大学2018

3ヘラクレイトス 立教大学2022 南山大学2020 中央大学2020 西南学院大学2017 南山大学2016

3「万物は流転する」 上智大学2020

6ピタゴラス 早稲田大学2022 立命館大学2021 明治大学2021 学習院大学2010

4デモクリトス 高崎経済大学2022 成城大学2018 学習院大学2016

6ソフィスト 立教大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2017 立命館大学2016

6プロタゴラス 南山大学2022 中央大学2020 学習院大学2020 南山大学2018 青山学院大学2018

6「人間が万物の尺度」 上智大学2020

7ソクラテス 中央大学2022 学習院大学2022 立命館大学2019 成城大学2018

7プラトン 中央大学2022 京都大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2020 西南学院大学2020

6イデア論 学習院大学2020 成城大学2018 学習院大学2018

3『国家論』 立教大学2022

7アリストテレス 同志社大学2022 中央大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 東京外国語大学2019

6スコラ学

ヘレニズム文化
7世界市民主義 同志社大学2020 同志社大学3512010

7コスモポリタニズム 同志社大学2021 東京大学2019

5コイネー 明治大学2016 九州大学2016

7ガンダーラ美術 同志社大学2021 立教大学2019

7敦煌

7雲崗 同志社大学2021

7竜門 明治大学2020

4飛鳥

6ムセイオン 同志社大学2021 京都大学2021 同志社大学2019 立命館大学2017 明治大学2017

7エウクレイデス 中央大学2022 立教大学2019 京都大学2018

4ユークリッド

4エラトステネス 中央大学2022 高崎経済大学2022 中央大学2020 明治大学2019 関西大学2019
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世界史用語出題事例
4アリスタルコス 中央大学2022 関西大学2021 南山大学2020 同志社大学2020 南山大学2017

7アルキメデス 中央大学2022 立命館大学2021 法政大学2020 青山学院大学2020 関西学院大学2020

7ストア派 成城大学2018

5ゼノン 関西大学2021 立命館大学2019

7エピクロス派

5エピクロス 学習院大学2020 成城大学2018

5「ミロのヴィーナス」 青山学院大学2020 駒澤大学2017

4「ラオコーン」 中央大学2022 立教大学2004

第４章 地中海世界
古代ローマ

7ローマ 名古屋大学2020 関西大学2017

6イタリア人

7ラテン人 慶應大学2017

5ティベル川（テヴェレ川） 立教大学2019 慶應大学2018 高崎経済大学2017 関西大学2017

6エトルリア人 慶應大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 立教大学2019 立命館大学2017

6ウェルギリウス 南山大学2021

5『アエネイス』 東京都立大学2022 関西学院大学2021

7共和政 東京学芸大学2020

5パトリキ 札幌大学2017

5プレブス 関西大学2021 関西大学2018 学習院大学2016

6コンスル 学習院大学2022 明治大学2021 青山学院大学2018 関西大学2018 高崎経済大学2017

7統領

5ディクタトル 学習院大学2022 早稲田大学2020 高崎経済大学2017 東京学芸大学2007

6独裁官 学習院大学2020 津田塾大学2016

7元老院 立教大学2020 関西大学2018 成城大学2017 成城大学2016 京都大学2011

7護民官 京都府立大学2020 青山学院大学2018 北海道大学2017 高崎経済大学2017 京都大学2009
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世界史用語出題事例
4民会

7平民会 学習院大学2021

6十二表法 立教大学2022 学習院大学2022 京都府立大学2020 早稲田大学2019 青山学院大学2018

6リキニウス=セクスティウス法 学習院大学2022 明治大学2021 高崎経済大学2017 成城大学2016 東京学芸大学2013

6ホルテンシウス法 中央大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021 早稲田大学2020 京都府立大学2020

4ノビレス 関西大学2018

7アッピア街道 西南学院大学2020 東京大学2008

4分割統治 学習院大学2017

3同盟市 京都大学2021

7ポエニ戦争 明治大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 京都大学2021

7カルタゴ 南山大学2021 成城大学2016 京都大学2013

6シチリア島 明治大学2022 学習院大学2022 東京都立大学2021 西南学院大学2021 近畿大学2017

7属州 上智大学2019 学習院大学2018 立教大学2017

7ハンニバル 南山大学2021 同志社大学2021 立教大学2019 同志社大学2532018 近畿大学2017

3カンネーの戦い 同志社大学2021 西南学院大学2021 早稲田大学2016

5大スキピオ 関西大学2021 上智大学2019 高崎経済大学2017 慶應大学2017 成城大学2016

3ザマの戦い 南山大学2021 同志社大学2021 上智大学2019 学習院大学2018 立命館大学2016

5ヒスパニア 法政大学2020

7ラティフンディア 立教大学2022 東京学芸大学2022 西南学院大学2021 愛知教育大学2021 上智大学2019

4騎士

3徴税請負 立命館大学2021 関西大学2021 高崎経済大学2017

7中小農民 東京学芸大学2022 学習院大学2018

6パンと見世物 慶應大学2021 学習院大学2018 成城大学2016

古代ローマ
6内乱の１世紀

7グラックス兄弟 東京学芸大学2022 学習院大学2022 同志社大学2442018 学習院大学2018 高崎経済大学2017

5護民官 学習院大学2022 西南学院大学2021
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世界史用語出題事例
5閥族派 明治大学2021 早稲田大学2020 学習院大学2020

5平民派 成城大学2016

5マリウス 明治大学2022 東京学芸大学2022 学習院大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2021

5スラ 学習院大学2022 明治大学2021 学習院大学2020 関西大学2018 学習院大学2018

4同盟市戦争 明治大学2022 東京大学2011 明治大学2010 京都大学2009

4ローマ市民権 東京都立大学2022

7スパルタクスの反乱 東京都立大学2022 学習院大学2022 中央大学2020 学習院大学2020 学習院大学2017

7剣闘士

6クラッスス 立教大学2022 学習院大学2022 関西大学2021 早稲田大学2020 東京学芸大学2018

7ポンペイウス 明治大学2022 西南学院大学2021 早稲田大学2020 立命館大学2019 早稲田大学2019

7三頭政治 関西大学2019

7カエサル 西南学院大学2021 同志社大学2662018 学習院大学2018 京都大学2010

7ガリア遠征 学習院大学2022 東京学芸大学2020 東京学芸大学2020 東京学芸大学2020 青山学院大学2019

4ブルートゥス 関西大学2018

7三頭政治

6レピドゥス 立教大学2022 関西大学2020 関西学院大学2020 学習院大学2020 京都大学2007

7アントニウス 立命館大学2022 関西大学2018 関西大学2016

7オクタウィアヌス 立教大学2022 同志社大学2021 上智大学2020 学習院大学2020 立教大学2019

7アクティウムの海戦 早稲田大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 同志社大学2019 立教大学2017

7クレオパトラ 早稲田大学2022

古代ローマ
6元首政 青山学院大学2020 近畿大学2017 北海道大学2011

4プリンキパトゥス 京都大学2021

7アウグストゥス 慶應大学2022 立命館大学2021 早稲田大学2021 愛知教育大学2021 関西大学2020

5プリンケプス 近畿大学2013

7尊厳者

5ネロ 慶應大学2021 成城大学2017
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世界史用語出題事例
7五賢帝時代

5ネルウァ 関西大学2019 成城大学2017 明治大学2012

6トラヤヌス 同志社大学2022 明治大学2021 南山大学2021 同志社大学2021 関西大学2021

4ダキア 南山大学2021 早稲田大学2021

5ハドリアヌス 早稲田大学2021 関西大学2021 慶應大学2019 学習院大学2018 学習院大学2017

5アントニヌス=ピウス

5マルクス=アウレリウス=アントニヌス 中央大学2022 西南学院大学2022 京都府立大学2022 立命館大学2021 愛知教育大学2021

5『自省録』 成城大学2017 関西学院大学2016

5パクス=ロマーナ 成城大学2017 京都大学2011

7ローマの平和

3ギリシア系商人

7季節風貿易

3３世紀の危機 東京学芸大学2010

6軍人皇帝 学習院大学2018

6カラカラ帝 学習院大学2022 立教大学2021 立教大学2021 明治大学2021 東京学芸大学2021

4軍人皇帝時代 京都大学2021 九州大学2015

7コロヌス 立命館大学2021 西南学院大学2018

5コロナートゥス 西南学院大学2022 関西大学2021 愛知教育大学2021 上智大学2019 南山大学2018

3パリ

3ロンドン

3ウィーン 同志社大学2022 明治大学2021

6専制君主政

5ドミナトゥス 立命館大学2021 愛知教育大学2021

7ディオクレティアヌス 同志社大学2022 青山学院大学2022 明治大学2021 明治大学2021 青山学院大学2021

5皇帝崇拝 北海道大学2019 京都大学2002

7四帝分治 同志社大学2022 明治学院大2016 京都大学2011
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世界史用語出題事例
5キリスト教徒大迫害 青山学院大学2022

7コンスタンティヌス帝 立教大学2019 立教大学2018 明治学院大2016

7ミラノ勅令 中央大学2018

7ニケーア公会議 学習院大学2022 関西学院大学2017 関西学院大学2017

7ビザンティウム 立教大学2021 愛知教育大学2021 同志社大学52016 東京大学2006

7コンスタンティノープル 明治大学2022 関西大学2019 明治学院大2016

6コロヌス移動禁止令 青山学院大学2012

4ソリドゥス金貨 西南学院大学2022 早稲田大学2021 立教大学2020 法政大学2019 南山大学2019

6テオドシウス帝 同志社大学2022 関西大学2022 青山学院大学2021 関西大学2021 法政大学2020

7キリスト教国教化 京都大学2021

7ローマ帝国の東西分裂 西南学院大学2022 愛知教育大学2021

7西ローマ帝国の滅亡 同志社大学2022 関西大学2022

キリスト教の成立と発展
7ユダヤ教

4一神教

7ヤハウェ 京都府立大学2022 明治大学2021 早稲田大学2020 関西大学2020 立命館大学2019

7選民思想 同志社大学2019 同志社大学792016

4律法 立教大学2017

7メシア 西南学院大学2022 立命館大学2019 学習院大学2019

7旧約聖書 京都府立大学2022 慶應大学2020 立教大学2017

4ヘブライ語 青山学院大学2020

7イエス 関西大学2020 関西学院大学2020

7パレスチナ 同志社大学2022 関西大学2020

7アウグストゥス

4パリサイ派 立命館大学2019 学習院大学2019 中央大学2017 早稲田大学2016 関西学院大学2016

6隣人愛 学習院大学2020

4ピラト 立命館大学2019 学習院大学2019 西南学院大学2017 立教大学2016
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世界史用語出題事例
7十字架

7キリスト教 同志社大学2021 関西大学2020

7キリスト 学習院大学2015

7使徒

7ペテロ

7パウロ 京都大学2021 学習院大学2020 立命館大学2019 立命館大学2019 学習院大学2019

7『新約聖書』 高崎経済大学2022 立命館大学2018

6コイネー 九州大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2019 学習院大学2019 中央大学2018

4福音書 慶應大学2018 立命館大学2016

5ネロ 立命館大学2019 明治大学2017 同志社大学922016

5殉教 東京大学2013

7カタコンベ 同志社大学2022 慶應大学2021 九州大学2020 立命館大学2019 立教大学2016

5キリスト教徒大迫害

7ディオクレティアヌス 立命館大学2019 北海道大学2019 学習院大学2019 東京都立大学2018 京都大学2002

7コンスタンティヌス帝 立教大学2022 同志社大学2020 京都大学2020 北海道大学2019 中央大学2017

7ミラノ勅令 近畿大学2017 北海道大学2007

7ニケーア公会議 立教大学2021 中央大学2021 立命館大学2019 同志社大学2019 関西大学2019

4アタナシウス 立教大学2022 同志社大学2019

7アリウス派 西南学院大学2022 愛知教育大学2021 同志社大学2020 青山学院大学2020 学習院大学2020

7異端

7三位一体説 成城大学2017 早稲田大学2016

5ユリアヌス 立命館大学2022 明治大学2022 西南学院大学2022 中央大学2017 近畿大学2017

7キリスト教国教化 同志社大学2022 東京大学2000

6エフェソス公会議 同志社大学2022 北海道大学2021 同志社大学2021 京都大学2020 立教大学2019

6ネストリウス派 青山学院大学2022 愛知教育大学2021 青山学院大学2020 関西大学2020 学習院大学2018

7景教 立教大学2021 西南学院大学2021 九州大学2016 京都大学2008
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世界史用語出題事例
5カルケドン公会議 青山学院大学2020 慶應大学2020 慶應大学2017 京都大学2017

5単性論 同志社大学2020 立教大学2018 早稲田大学2018 成城大学2018 立命館大学2016

5コプト教会 近畿大学2018 明治大学2017

4アルメニア教会 立教大学2021 立命館大学2017 京都大学2017

3シリア教会

6教父

6アウグスティヌス 法政大学2022 立命館大学2021 中央大学2021 慶應大学2020 京都大学2020

5『神の国』 立教大学2021 北海道大学2019 学習院大学2019 東京都立大学2018 関西大学2017

4『告白録』 立命館大学2016 京都大学2002

7教会 学習院大学2020

ローマ文化
5キケロ 明治大学2021 法政大学2020 慶應大学2020 学習院大学2020 学習院大学2019

3『国家論』 京都大学2020

7ラテン文学 明治大学2022 立教大学2011

6ウェルギリウス 明治大学2022 中央大学2021 青山学院大学2021 立命館大学2019 明治大学2018

5『アエネイス』 上智大学2020 関西学院大学2017 京都大学2001

4ホラティウス 西南学院大学2021

4オウィディウス 立命館大学2019

5セネカ 同志社大学2021 関西大学2021 法政大学2020 上智大学2019 関西大学2019

4エピクテトス 立命館大学2019

5『自省録』 立教大学2020 同志社大学2020

4ポリビオス 明治大学2022 東京都立大学2022 明治大学2018 慶應大学2018 学習院大学2018

3『歴史』 早稲田大学2019

3政体循環史観

7カエサル 明治大学2018

7『ガリア戦記』 立命館大学2022 明治大学2022 京都府立大学2022 西南学院大学2021 京都大学2009

5リウィウス 学習院大学2022 早稲田大学2021 西南学院大学2020 立命館大学2019 明治大学2018
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世界史用語出題事例
5『ローマ史』

7タキトゥス 南山大学2021 長崎大学2021 立教大学2020 関西大学2019 明治大学2018

7『ゲルマニア』

3『年代記』 早稲田大学2020 南山大学2019

7プルタルコス 京都府立大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2021 立命館大学2019 関西大学2019

7『対比列伝』 明治大学2022 学習院大学2020

5『英雄伝』

6プトレマイオス 立命館大学2022 同志社大学2022 学習院大学2022 南山大学2020 京都大学2018

5ストラボン 京都府立大学2022 西南学院大学2021 立教大学2020 立教大学2018 立命館大学2016

5『地理誌』

4プリニウス 立命館大学2022 明治大学2021 関西大学2021 早稲田大学2020 関西大学2020

4『博物誌』 立命館大学2019 明治大学2019 早稲田大学2018 明治大学2016

7ローマ法

4市民法

6万民法 学習院大学2022 明治大学2021 立教大学2020 学習院大学2017 学習院大学2016

7『ローマ法大全』 京都大学2022

4フォロ=ロマーノ

4パンテオン 学習院大学2019 学習院大学2016

7浴場

4公共浴場

3バシリカ

7コロッセウム 南山大学2019 慶應大学2018 学習院大学2018 立命館大学2016 東京大学2016

6凱旋門

6ガール水道橋 慶應大学2021 学習院大学2018 成城大学2017 早稲田大学2016

7アッピア街道 慶應大学2021

4ミトラ教

24



世界史用語出題事例
7ラテン語 学習院大学2016

3ローマ字

7太陽暦 早稲田大学2020

5ユリウス暦 立教大学2019 同志社大学2019

7カエサル

7グレゴリウス暦 立教大学2022 中央大学2020 立教大学2016 中央大学2016

第５章 イラン世界と中央アジア
イラン世界と中央アジア

7パルティア 明治大学2022 関西学院大学2022 京都府立大学2020 近畿大学2018 同志社大学2272017

5アルサケス 愛知教育大学2022 法政大学2015

4アルサケス朝

5安息 愛知教育大学2022 南山大学2021 東京学芸大学2021 中央大学2021 学習院大学2020

7クテシフォン 西南学院大学2020 関西大学2020 同志社大学2019 北海道大学2016 京都大学2010

イラン世界と中央アジア
7ササン朝 同志社大学2022 青山学院大学2022 西南学院大学2022 法政大学2021 京都大学2021

5アルダシール１世 関西大学2022 慶應大学2020 南山大学2019 近畿大学2018 関西学院大学2018

7ゾロアスター教 関西大学2022 学習院大学2022 同志社大学2020 関西大学2020 同志社大学2019

7マニ教 同志社大学2022 名古屋大学2021 同志社大学2020 東京都立大学2010

6シャープール１世 愛知教育大学2022 西南学院大学2020 慶應大学2020 東京大学2017 近畿大学2017

4ウァレリアヌス 早稲田大学2021 京都府立大学2020 立教大学2019 明治大学2018 早稲田大学2018

7クシャーナ朝 南山大学2021 京都大学2003

7エフタル 京都大学2022 愛知教育大学2022 立命館大学2020 上智大学2019 近畿大学2018

6ホスロー１世 愛知教育大学2022 南山大学2021 青山学院大学2020 上智大学2019 成城大学2018

5ニハーヴァンドの戦い 愛知教育大学2022 立教大学2017

7ゾロアスター教 関西大学2020 南山大学2018 学習院大学2017 立命館大学2016

5アフラ=マズダ 駒澤大学

5アーリマン 中央大学2021 青山学院大学2020
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世界史用語出題事例
7最後の審判

6『アヴェスター』 愛知教育大学2022 立命館大学2021 立教大学2020 成城大学2018 近畿大学2017

7マニ教 東京学芸大学2021 関西大学2020 学習院大学2020 立教大学2019 北海道大学2019

5マニ

6ササン朝美術

4ガラス器

7法隆寺 明治大学2018

7正倉院 中央大学2021

6獅子狩文錦 愛知教育大学2022

6漆胡瓶

イラン世界と中央アジア
3カレーズ 高崎経済大学2020

4中央ユーラシア

6タリム盆地 立教大学2020 同志社大学1762017

4アラル海 愛知教育大学2020

6アム川 高崎経済大学2020

4シル川 関西大学2018

4ソグディアナ 立命館大学2019

7オアシス都市

4カナート 同志社大学2022 立教大学2020 立教大学2017 立教大学2016

7バクトリア 法政大学2021 明治大学2016 上智大学2016

5月氏 立命館大学2022

7大月氏

3クシャーン人

7クシャーナ朝 立命館大学2021 立教大学2019 京都大学2016

3プルシャプラ 青山学院大学2020 西南学院大学2020

7エフタル 同志社大学2021 明治大学2018
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世界史用語出題事例
3西突厥

7タラス河畔の戦い 法政大学2022 立教大学2021 学習院大学2020 立命館大学2019 法政大学2019

第６章 南アジア世界
南アジア世界（古代インド）

7インダス文明 上智大学2020

7インダス川 東京学芸大学2021 京都大学2014

6パンジャーブ 明治大学2019 法政大学2015

7ハラッパー 京都府立大学2021 同志社大学2020 上智大学2020 南山大学2019 京都大学2005

7モエンジョ=ダーロ 長崎大学2022 立命館大学2021 中央大学2021 学習院大学2021 上智大学2020

3ドーラーヴィーラー 南山大学2021 西南学院大学2006

7ドラヴィダ人 立命館大学2021 成蹊大学2005

7インダス文字 中央大学2021

6印章 上智大学2020

7牛の神聖視 学習院大学2020

3ヴェーダ時代 明治大学2018 西南学院大学2018

7アーリヤ人 京都府立大学2021 同志社大学2020 南山大学2019 中央大学2019 近畿大学2018

3カイバル峠 上智大学2020

3パンジャーブ 明治大学2018 同志社大学3172018 関西大学2018

5ヴェーダ 明治大学2019 中央大学2019 法政大学2015 東京外国語大学2015

7『リグ=ヴェーダ』 南山大学2021 京都府立大学2021 同志社大学2020 上智大学2020 中央大学2018

7ガンジス川 東京学芸大学2021 同志社大学2020

7ヴァルナ 立命館大学2021 上智大学2020 明治大学2019 同志社大学3222018 中央大学2018

7バラモン教 南山大学2021 青山学院大学2019

7バラモン 関西大学2020

7クシャトリヤ 立命館大学2020 上智大学2020 南山大学2019 近畿大学2017

7ヴァイシャ 明治大学2021 上智大学2020
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7シュードラ 法政大学2021 関西大学2016

7ジャーティ 学習院大学2021 成城大学2016

7カースト制 学習院大学2022 東京学芸大学2021 関西大学2020

5不可触民 明治大学2021 学習院大学2018

6マガダ国 早稲田大学2021 慶應大学2021 同志社大学2020 上智大学2020 高崎経済大学2016

5コーサラ国 中央大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 同志社大学3182018 中央大学2018

7『マハーバーラタ』

7『ラーマーヤナ』

6ウパニシャッド哲学 明治大学2019 明治大学2016 明治学院大2016 法政大学2015

3梵

3アートマン 同志社大学2020 西南学院大学2018

3梵我一如 明治大学2019

6輪廻 立教大学2022

3業 同志社大学2020

3カルマ 西南学院大学2018

7ジャイナ教 東京学芸大学2021 同志社大学2020 明治学院大2016 京都大学2011 法政大学2005

7ヴァルダマーナ 上智大学2020 明治大学2019 西南学院大学2018 九州大学2017 近畿大学2017

3マハーヴィーラ

7仏教 同志社大学2020

7ガウタマ=シッダールタ 東京都立大学2020 明治大学2016 明治学院大2016 京都大学2011

7ブッダ 同志社大学2020 明治大学2019 立命館大学2018

4八正道 上智大学2020

南アジア世界（古代インド）
7マウリヤ朝 東京学芸大学2021 早稲田大学2020 上智大学2020 立命館大学2018 西南学院大学2018

6チャンドラグプタ 同志社大学2022 明治大学2021 法政大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020

6パータリプトラ 中央大学2021 上智大学2020 明治大学2019 同志社大学3192018 中央大学2018

7アショーカ王 関西学院大学2022 法政大学2021 京都府立大学2021 同志社大学2020 早稲田大学2020
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世界史用語出題事例
7ダルマ 同志社大学2020 西南学院大学2020 同志社大学3232018 中央大学2018 高崎経済大学2016

7石柱碑 東京都立大学2019 立命館大学2018

6磨崖碑

4ストゥーパ 西南学院大学2018

4サーンチー

7上座部仏教 関西大学2021 立命館大学2020 法政大学2017 京都大学2011

4部派仏教

3小乗仏教

7仏典結集

5スリランカ布教 立命館大学2020 近畿大学2018

7スリランカ 東京都立大学2020 青山学院大学2019 関西大学2017

3サカ人 南山大学2021 西南学院大学2020

7バクトリア 東京都立大学2019 関西大学2018

6チョーラ朝

7サータヴァーハナ朝 明治大学2021 法政大学2021 東京学芸大学2021 中央大学2021 慶應大学2021

7季節風貿易 上智大学2019

7季節風

6モンスーン 立教大学2019

3ナーガールジュナ 立命館大学2020 南山大学2019 明治大学2018 京都大学2005

3竜樹

7クシャーナ朝 明治大学2021 法政大学2021 京都府立大学2021 早稲田大学2020 中央大学2018

3クシャーン人 関西大学2018 高崎経済大学2016

3プルシャプラ 慶應大学2020 南山大学2019 法政大学2015

7カニシカ王 東京都立大学2019 中央大学2019 明治大学2018 中央大学2016 京都大学2011

7ガンダーラ 早稲田大学2020 立命館大学2019 青山学院大学2018 青山学院大学2017 成城大学2016

5菩薩 中央大学2009 和歌山大学2008
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世界史用語出題事例
7ガンダーラ美術 西南学院大学2020 東京大学2005

7仏像

7グプタ朝 北海道大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 関西大学2021

6パータリプトラ

3チャンドラグプタ１世 上智大学

7チャンドラグプタ２世 早稲田大学2019 明治大学2016 関西学院大学2016

7エフタル 中央大学2021 明治大学2019 中央大学2018

6サンスクリット語 立命館大学2022 中央大学2022 九州大学2022 西南学院大学2020 青山学院大学2019

5サンスクリット文学 関西大学2016

6カーリダーサ 同志社大学2022 京都府立大学2022 学習院大学2021 法政大学2017 南山大学2017

5『シャクンタラー』 中央大学2021 南山大学2019 成城大学2016

7『マハーバーラタ』 高崎経済大学2016

7『ラーマーヤナ』 立命館大学2022 京都府立大学2022 関西大学2021

7ヒンドゥー教 京都府立大学2022 上智大学2020 明治大学2016 明治学院大2016 関西大学2016

3サラスヴァティー

3弁財天

7ヴィシュヌ神 法政大学2021 西南学院大学2020 近畿大学2017 成城大学2016 関西大学2016

4ラーマ

3シーター

7シヴァ神 立教大学2022 中央大学2022 南山大学2021 立教大学2020 南山大学2019

7『マヌ法典』 成城大学2016 京都大学2011

6ナーランダー僧院 明治大学2022 立命館大学2020 中央大学2018 近畿大学2018 近畿大学2017

7法顕 京都府立大学2021 関西大学2021 京都大学2011 京都大学2001

7グプタ様式 関西大学2021 京都大学2020

7アジャンター石窟寺院 法政大学2022 京都府立大学2022 関西大学2021 法政大学2015

7十進法

30



世界史用語出題事例
7ゼロの概念

7ヴァルダナ朝 南山大学2019 明治大学2016 高崎経済大学2016 九州大学2016

7ハルシャ=ヴァルダナ 立命館大学2020 西南学院大学2020 関西大学2019 同志社大学3212018 近畿大学2018

7玄奘 法政大学2021 近畿大学2018 関西大学2016

3ラージプート時代

3密教 津田塾大学2013

南アジア世界（古代インド）
4ベンガル湾 京都大学2005

4アラビア海

5タミル語 近畿大学2017

6チョーラ朝 青山学院大学2022 中央大学2021 関西学院大学2020 同志社大学2019 上智大学2019

5バクティ運動 西南学院大学2020 中央大学2018 慶應大学2018 成城大学2016 高崎経済大学2016

第７章 東南アジア世界
東南アジア世界

5ドンソン文化 同志社大学2020 西南学院大学2020 関西大学2020 名古屋大学2016 学習院大学2016

6銅鼓 同志社大学2020 中央大学2018 関西大学2017 名古屋大学2016 法政大学2016

5南越 法政大学2022 同志社大学2020 関西大学2017

5カンボジア 同志社大学2020

7扶南 同志社大学2022 関西学院大学2022 南山大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020

7クメール人 中央大学2022 西南学院大学2020 関西学院大学2016

5オケオ 関西学院大学2021 西南学院大学2020 南山大学2017 上智大学2017 明治大学2016

7チャンパー 関西大学2022

5チャム人 関西学院大学2021

6林邑 上智大学2019

6占城 愛知教育大学2021

7港市国家 立命館大学2022 同志社大学2022 立教大学2021 同志社大学2020

7香辛料 東京外国語大学2014 東京大学2011
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世界史用語出題事例
4香料（沈香・白檀など） 中央大学2022 北海道大学2020

5ドンソン文化

7扶南 立命館大学2022 関西大学2019 学習院大学2016

7ヒンドゥー教

7大乗仏教 東京学芸大学2021 関西大学2020 近畿大学2018 立教大学2017 関西大学2016

5マラッカ海峡 早稲田大学2019 関西大学2017 新潟大学2014

東南アジア世界
7大越国 愛知教育大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020

4ハノイ

7李朝 京都府立大学2020 関西大学2019 学習院大学2019 名古屋大学2016 学習院大学2016

6陳朝 立命館大学2021 青山学院大学2019 上智大学2018 慶應大学2018 名古屋大学2016

4字喃 関西大学2020 青山学院大学2019 中央大学2018 明治学院大2016 大阪大学2015

6チュノム 明治大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020 京都府立大学2020 学習院大学2019

7永楽帝 法政大学2021 関西学院大学2021 中央大学2018 東京大学2006

7黎朝 青山学院大学2022 関西大学2022 明治大学2021 同志社大学2020 立命館大学2019

7チャンパー 同志社大学2022 同志社大学2020 京都大学2020 関西大学2019 東京大学2018

6占城 関西大学2020

3鄭氏 法政大学2017

3阮氏 学習院大学2017

5西山の乱 京都大学2019 関西大学2019 明治大学2017 法政大学2017

4タイソンの乱 学習院大学2019 学習院大学2016

7ベトナム

7阮朝 関西大学2022 中央大学2020 中央大学2019 関西大学2019 南山大学2016

5真臘 同志社大学2020 青山学院大学2019 上智大学2018 学習院大学2017

5アンコール朝 同志社大学2022

7アンコール=ワット 関西大学2022 南山大学2020 同志社大学2020 学習院大学2017 青山学院大学2016

4アンコール=トム
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3ドヴァーラヴァティー 西南学院大学2020 慶應大学2020 南山大学2019 立教大学2018 西南学院大学2017

4モン人 中央大学2022 関西大学2020 明治大学2019 上智大学2018 法政大学2015

7タイ

7タイ人

4シャム 立命館大学2016

6スコータイ朝 関西大学2020 明治大学2017 立命館大学2016 立教大学2016 明治学院大2016

6上座部仏教 同志社大学2022 学習院大学2021 立命館大学2016

6アユタヤ朝 同志社大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 明治大学2021 法政大学2020

5日本町

6ラタナコーシン朝 関西大学2022 関西大学2018 立命館大学2016 明治大学2016

3バンコク朝

4バンコク 関西大学2022 学習院大学2017

4ピュー 中央大学2022 慶應大学2020

7パガン朝 法政大学2022 東京都立大学2020 学習院大学2020 明治大学2017 名古屋大学2016

7上座部仏教 明治大学2022 関西大学2022 中央大学2020 学習院大学2020 関西大学2017

6トゥングー朝 明治大学2021 関西大学2021 同志社大学2019 立教大学2018 名古屋大学2017

6コンバウン朝 法政大学2022 学習院大学2021 早稲田大学2020 学習院大学2020 京都大学2019

7ビルマ戦争 関西大学2018

東南アジア世界
7シュリーヴィジャヤ王国 立教大学2022 南山大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 立教大学2021

3パレンバン 立命館大学2022 法政大学2022 明治大学2020 西南学院大学2020 近畿大学2017

6マレー人

7義浄 関西大学2020 早稲田大学2019 立教大学2016

3ジャーヴァカ 慶應大学2020

5三仏斉 立命館大学2020 成城大学2017 早稲田大学2013

6チョーラ朝 同志社大学2020 学習院大学2018 学習院大学2016

7ジャワ島 明治大学2019 東京大学2012
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7シャイレンドラ朝 立命館大学2022 中央大学2022 明治大学2021 南山大学2020 関西大学2020

7ボロブドゥール 学習院大学2022 立教大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020 学習院大学2020

4古マタラム 中央大学2022 明治大学2020

3プランバナン寺院群 慶應大学2012

3クディリ朝 慶應大学2020 南山大学2013

4ワヤン 明治大学2021

6影絵芝居

7『マハーバーラタ』

3シンガサリ朝 法政大学2022 法政大学2020

6マジャパヒト王国 青山学院大学2022 法政大学2020 青山学院大学2020 明治大学2019 慶應大学2018

3バンテン王国 南山大学2021 法政大学2020 関西学院大学2020 学習院大学2018

7マラッカ王国 明治大学2021 同志社大学2021 学習院大学2021 法政大学2020 同志社大学2020

4マレー語

5アチェ王国 立教大学2021 法政大学2020 同志社大学2502018 立教大学2017

6マタラム王国 法政大学2020 成城大学2017

5香辛料貿易

第８章 東アジア世界⑴
中国文明の成立

3黄河文明 京都府立大学2021

7黄河 立命館大学2021 立教大学2020

7黄土 明治大学2019

6仰韶文化 南山大学2022 法政大学2019 上智大学2019 西南学院大学2018 福井大学2009

7彩陶 学習院大学2022 学習院大学2022 上智大学2020 京都大学2005

4灰陶 上智大学2019

7アワ 上智大学2017 東京学芸大学2016 成城大学2016

5キビ
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6竜山文化 法政大学2019 東京都立大学2018 西南学院大学2018 立命館大学2017

7黒陶

7長江 関西大学2022 立教大学2020 上智大学2020

3河姆渡遺跡 南山大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 上智大学2020 早稲田大学2018

7邑 立命館大学2020 上智大学2020 立命館大学2017 法政大学2016

3禹 関西学院大学2021 法政大学2019 上智大学2019 京都大学2013

6夏 立教大学2021 西南学院大学2021 上智大学2019 京都大学2015

7殷 東京学芸大学2022 西南学院大学2022 西南学院大学2020 立命館大学2016

7殷墟 明治大学2019 学習院大学2018 立命館大学2017 関西学院大学2017 京都大学2013

6安陽 近畿大学2017 関西大学2016

6商

4神権政治 立命館大学2021 明治大学2016

7甲骨文字 新潟大学2022 九州大学2022 立命館大学2019 学習院大学2018 近畿大学2017

3亀甲・獣骨 東京都立大学2018

7青銅器 立教大学2020

7周 立教大学2020

4易姓革命 西南学院大学2020 近畿大学2017

3放伐 西南学院大学2018

3禅譲

7鎬京 西南学院大学2022 法政大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 立教大学2020

7西安

4渭水 慶應大学2022 明治大学2021 立命館大学2020 京都大学2005

3西周

7封建制 立命館大学2021 学習院大学2021 中央大学2017 中央大学2017 成城大学2017

7諸侯 西南学院大学2018

3貢納・軍役 慶應大学2022
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3宗族 明治大学2020 同志社大学2019 立命館大学2018

5卿・大夫・士 立命館大学2021 京都産業大学2013

6宗法 同志社大学2019 学習院大学2019 西南学院大学2018

4東周 慶應大学2022 学習院大学2021

7洛邑 南山大学2022 東京学芸大学2022 明治大学2021 関西学院大学2021 立命館大学2020

7春秋時代

5『春秋』 早稲田大学2021 立命館大学2016 京都大学2013

3魯 西南学院大学2022 明治大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020

6覇者 早稲田大学2022 明治大学2019 東京都立大学2018 立教大学2017 京都大学2013

3尊王攘夷 西南学院大学2020 同志社大学3302015 東京大学2006

6斉 立命館大学2021 関西大学2021 明治大学2020 関西大学2020 学習院大学2020

4桓公 西南学院大学2022 法政大学2019 学習院大学2018 京都大学2009

5晋

4文公 学習院大学2018 立命館大学2017

6楚 立命館大学2021 中央大学2021 南山大学2020 南山大学2019 近畿大学2017

7秦 関西大学2022 学習院大学2022 学習院大学2020

3晋の分裂 西南学院大学2022 南山大学2020 関西大学2019 立命館大学2018 京都大学2001

6韓

5魏

6趙 西南学院大学2020 明治大学2017 法政大学2016

7戦国時代 新潟大学2022 京都府立大学2021 立命館大学2019 名古屋大学2009

7戦国の七雄 東京都立大学2018 立命館大学2017 京都大学2009

6燕 同志社大学3052018 成城大学2017 関西学院大学2017 京都大学2016 東京大学2005

5魏

7法家 中央大学2022 学習院大学2022 上智大学2019 東京大学2004

7商鞅 中央大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022 京都大学2021
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3変法 立命館大学2019

7郡県制

4役 立命館大学2022

5力役

7政 学習院大学2020 高崎経済大学2012 高崎経済大学2012 関西大学2010

7鉄製農具 青山学院大学2022 九州大学2021

7牛耕農法 九州大学2021 早稲田大学2018 法政大学2016

5氏族 慶應大学2022

7青銅貨幣 青山学院大学2018

7刀銭 成城大学2016

7布銭 法政大学2016

3環銭 西南学院大学2022

4円銭

4蟻鼻銭 法政大学2019

秦漢帝国
7秦 西南学院大学2022 西南学院大学2020 立命館大学2018

7始皇帝 立命館大学2020 立命館大学2018 京都大学2018 立命館大学2017 成城大学2016

7皇帝 立命館大学2019

6咸陽 中央大学2022 学習院大学2022 京都大学2021 関西大学2021 学習院大学2021

5李斯 立命館大学2022 関西学院大学2022 明治大学2019 立命館大学2017 京都大学2004

7法家 立命館大学2021 同志社大学1392017

7郡県制 立命館大学2021 法政大学2021 中央大学2021 立教大学2020 学習院大学2020

4丞相 立命館大学2019

6半両銭 明治大学2021 京都大学2021 法政大学2019 近畿大学2017 京都大学2013

7焚書 立命館大学2022 立命館大学2016

7坑儒

7焚書坑儒 同志社大学2021 中央大学2020 早稲田大学2017 九州大学2015
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7兵馬俑

7万里の長城 学習院大学2020 立命館大学2018

7匈奴 南山大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 関西大学2021 立命館大学2017

6南海郡 学習院大学2022 立命館大学2021 近畿大学2017 学習院大学2017 成城大学2016

5陳勝・呉広の乱 名古屋大学2022 中央大学2022 関西学院大学2022 法政大学2021 南山大学2020

5「王侯将相いずくんぞ種あらんや」

7項羽 立命館大学2021 西南学院大学2021 京都大学2021 立命館大学2017 学習院大学2017

7劉邦 北海道大学2022 法政大学2021 法政大学2021 関西大学2021 学習院大学2021

7漢

7前漢 法政大学2021 法政大学2021 同志社大学2019

7長安 北海道大学2022 立教大学2021 明治大学2020 学習院大学2017

7高祖 学習院大学2022 明治大学2020 学習院大学2020

7郡国制 慶應大学2022 法政大学2021 青山学院大学2020 立命館大学2019 学習院大学2019

6冊封体制 中央大学2020 中央大学2019 関西大学2017

7朝貢貿易

7朝貢 立命館大学2022 中央大学2019 東京外国語大学2016 京都大学2007

7冒頓単于 学習院大学2022 上智大学2020 慶應大学2018

6呉楚七国の乱 立命館大学2021 法政大学2021 中央大学2021 関西学院大学2021 明治大学2020

7武帝 立教大学2022 早稲田大学2021 青山学院大学2020 立命館大学2018 関西学院大学2016

6董仲舒 立命館大学2022 法政大学2021 関西大学2021 関西学院大学2021 南山大学2020

7儒学 新潟大学2022 関西大学2022 関西大学2021

3五経博士

5郷挙里選 慶應大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 北海道大学2021 上智大学2020

7張騫 立命館大学2022 東京学芸大学2022 新潟大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2021

7大月氏 東京学芸大学2022 愛知教育大学2021 上智大学2020 学習院大学2020 南山大学2019

3敦煌郡 学習院大学2020
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6甘粛

7西域

5烏孫 上智大学2020 早稲田大学2018 立教大学2017 中央大学2016 法政大学2015

3大宛 学習院大学2022 学習院大学2020

4汗血馬 立命館大学2019 明治大学2018

5南越 関西大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 愛知教育大学2021 上智大学2020

5日南郡 立命館大学2022 法政大学2021 同志社大学2020 上智大学2019 成城大学2018

4均輸法 学習院大学2022 成城大学2016 学習院大学2007

5衛氏朝鮮 学習院大学2022 法政大学2021 立教大学2016 法政大学2015

4平準法 関西大学2019 学習院大学2018 京都大学2015

7楽浪郡 新潟大学2022 西南学院大学2021 明治大学2019 東京学芸大学2018 立命館大学2016

7塩・鉄・酒の専売 慶應大学2022 上智大学2020 学習院大学2020 早稲田大学2018 近畿大学2017

4五銖銭 立命館大学2022 中央大学2022 慶應大学2022 明治大学2021 早稲田大学2016

7豪族 立命館大学2019

7外戚 京都大学2021 立命館大学2019

7宦官 立命館大学2022 法政大学2021 南山大学2018

7新 関西大学2022 学習院大学2019 南山大学2018 西南学院大学2018 青山学院大学2017

7王莽 早稲田大学2022 学習院大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021

6赤眉の乱 名古屋大学2022 中央大学2022 慶應大学2022 西南学院大学2021 京都大学2021

7後漢

7洛陽 京都大学2021 明治大学2020 南山大学2019 中央大学2017 関西大学2017

7光武帝 立命館大学2022 早稲田大学2022 西南学院大学2021 愛知教育大学2021 京都大学2001

7劉秀 立教大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 早稲田大学2018 学習院大学2016

6漢委奴国王印 北海道大学2022 愛知教育大学2021 青山学院大学2020 慶應大学2011

5奴国

7金印 早稲田大学2022
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7倭

7班超 南山大学2022 西南学院大学2021 早稲田大学2019 成城大学2018

4西域都護 明治大学2018

3甘英

5大秦国

5大秦王安敦 立教大学2022 愛知教育大学2021 立教大学2020 明治大学2020 同志社大学2020

5党錮の禁 学習院大学2022 青山学院大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 南山大学2020

7黄巾の乱 名古屋大学2022 中央大学2022 明治大学2021 学習院大学2021 立命館大学2020

6太平道 名古屋大学2022 愛知教育大学2020 関西大学2018 南山大学2016 京都大学2016

6張角 立命館大学2022 西南学院大学2021 愛知教育大学2020 西南学院大学2018 京都大学2014

3五斗米道 学習院大学2021 学習院大学2021 南山大学2020 早稲田大学2017

魏晋南北朝
6魏晋南北朝 高崎経済大学2017

6魏 立命館大学2022 青山学院大学2021 立命館大学2018 立命館大学2017 京都大学2004

3赤壁の戦い 立命館大学2022 上智大学2020 立命館大学2016

7曹操 学習院大学2021 立命館大学2020 成城大学2018 法政大学2017

6屯田制 立命館大学2022 慶應大学2022 京都府立大学2022 立命館大学2019 立教大学2016

5曹丕 立命館大学2022 京都府立大学2022 関西学院大学2021 慶應大学2019 青山学院大学2018

3九品官人法 名古屋大学2021

7九品中正 京都府立大学2022 成城大学2018 京都大学2018 高崎経済大学2017 九州大学2017

7蜀 西南学院大学2021 学習院大学2021 学習院大学2020 青山学院大学2018 東京都立大学2011

7劉備 関西大学2022 学習院大学2021 京都大学2018

7呉 慶應大学2022 立命館大学2020

7孫権 学習院大学2021 立命館大学2016 京都大学2015

5建業 立教大学2022 立命館大学2016

6六朝

6西晋 慶應大学2022 立命館大学2021 西南学院大学2021 上智大学2020 南山大学2019
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6司馬炎 立命館大学2022 京都府立大学2022 学習院大学2022 南山大学2021 青山学院大学2018

5武帝

4課田法

6八王の乱 立命館大学2022 法政大学2017 明治大学2016 学習院大学2016 京都大学2015

4占田・課田法 立命館大学2019 東京女子大2018

7東晋 京都大学2021 立命館大学2020

5司馬睿 上智大学2020 南山大学2019 法政大学2017 高崎経済大学2017

7建康 立命館大学2022 学習院大学2022 南山大学2021 西南学院大学2021 法政大学2020

4六朝文化

6五胡十六国 早稲田大学2021 立教大学2020 立命館大学2018 成城大学2018 高崎経済大学2017

6匈奴 上智大学2020 学習院大学2020 立命館大学2018 高崎経済大学2017 京都大学2014

6羯 京都大学2016

7鮮卑 明治大学2022 名古屋大学2022 慶應大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021

6氐 成城大学2018 関西大学2016

6羌

7南北朝時代

7北朝

7北魏 名古屋大学2022 南山大学2020 立命館大学2018 近畿大学2017

6拓跋氏 名古屋大学2022 法政大学2022 同志社大学2022 法政大学2020 明治大学2018

5太武帝 関西学院大学2020 近畿大学2018 関西大学2017 関西大学2016 京都大学2005

7寇謙之 法政大学2022 学習院大学2022 関西大学2018 立命館大学2017 高崎経済大学2017

7道教 関西大学2021

7孝文帝 明治大学2022 西南学院大学2021 立命館大学2019 京都大学2018 青山学院大学2017

4三長制 早稲田大学2022 慶應大学2022 立命館大学2019 立命館大学2018 高崎経済大学2017

7平城 法政大学2022 明治大学2020 同志社大学2019 京都大学2014 京都大学2008

7大同 早稲田大学2017
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7洛陽 立命館大学2022 慶應大学2022 西南学院大学2021 関西学院大学2021 南山大学2020

5漢化政策 立命館大学2021

4東魏 京都大学2016

5西魏 立命館大学2018

4北斉 学習院大学2020 青山学院大学2018 青山学院大学2018 立命館大学2017 京都大学2008

4北周 西南学院大学2021 立命館大学2020 高崎経済大学2017

7南朝

7宋 明治大学2016 京都大学2016

5斉 京都大学2014 京都大学2001

5梁 立命館大学2021 学習院大学2016

5陳 南山大学2021 立命館大学2020 立命館大学2019 早稲田大学2019 南山大学2016

7九品中正 同志社大学2022 明治大学2021 関西大学2021 法政大学2020 青山学院大学2020

3九品官人法 立命館大学2019

6中正官

6門閥貴族 立命館大学2018

7均田制 立教大学2022 立命館大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2019 東京女子大2018

7府兵制 立命館大学2022 西南学院大学2021 京都大学2021 早稲田大学2019 京都大学2005

隋唐帝国
7隋 立命館大学2022 学習院大学2021 関西大学2020 立命館大学2017

6大興城 京都大学2021 関西大学2020 上智大学2018 青山学院大学2017 西南学院大学2017

7文帝 関西大学2022 早稲田大学2020 立命館大学2017

7楊堅 立命館大学2021 西南学院大学2021 立命館大学2020 法政大学2020 同志社大学2019

7科挙 立命館大学2022 東京学芸大学2022 学習院大学2021 立命館大学2020 同志社大学2019

7租庸調 中央大学2022 関西大学2021 同志社大学3312017 同志社大学2012017 名古屋大学2016

7大運河 名古屋大学2022 立命館大学2020 法政大学2020 同志社大学3062018 成城大学2016

7煬帝 立命館大学2021 愛知教育大学2021 南山大学2020 西南学院大学2020 関西大学2019

7高句麗遠征 名古屋大学2022 立命館大学2021 西南学院大学2021 関西大学2019 中央大学2018
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世界史用語出題事例
7唐

7長安 立教大学2022 同志社大学2022 東京学芸大学2020 立教大学2019 同志社大学2019

7高祖

7李淵 青山学院大学2022 同志社大学2019 青山学院大学2019 関西大学2019 立命館大学2018

7太宗 中央大学2022 関西学院大学2022 立命館大学2019 法政大学2019 青山学院大学2019

7李世民 同志社大学2022 関西大学2022 法政大学2020 関西大学2020 同志社大学1792017

3貞観の治 西南学院大学2021 青山学院大学2019

7律 関西大学2021

7令 関西大学2021

5格 立命館大学2021

5式 立命館大学2021 法政大学2019

7三省 高崎経済大学2017

6中書省 立命館大学2021

6門下省 立命館大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2019

6尚書省 南山大学2021 立命館大学2019 上智大学2018 早稲田大学2005

7六部 立命館大学2019 学習院大学2012

6吏部 立命館大学2021 立命館大学2016

6戸部 立命館大学2021 青山学院大学2019 近畿大学2017

6礼部 青山学院大学2020

6兵部

6刑部 立命館大学2021 青山学院大学2019

6工部

5御史台 立教大学2021 立命館大学2019 法政大学2019 高崎経済大学2017

6州県制 同志社大学2022 慶應大学2022 中央大学2017

7均田制 同志社大学2022 東京都立大学2022 関西大学2021 慶應大学2019

7租 立命館大学2017
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世界史用語出題事例
7庸 同志社大学2022

7調 東京学芸大学2019

6雑徭 明治大学2018

7府兵制 同志社大学2022 慶應大学2022 南山大学2021 関西大学2021 立命館大学2017

6東突厥 東京都立大学2022 愛知教育大学2021 関西大学2019 明治大学2017

7高宗 名古屋大学2022 東京都立大学2022 愛知教育大学2021 法政大学2020 早稲田大学2018

7新羅 南山大学2020 立教大学2019 京都大学2009

7百済 学習院大学2019

3西突厥

7都護府 東京都立大学2022 関西大学2019 関西大学2019 早稲田大学2018 西南学院大学2017

5羈縻政策 明治大学2021 関西大学2020 立命館大学2017

7則天武后 立命館大学2022 北海道大学2021 西南学院大学2021 早稲田大学2020 立教大学2017

7周 北海道大学2021 南山大学2021 中央大学2020 法政大学2019 南山大学2018

7玄宗 関西大学2022 学習院大学2020 愛知教育大学2020 近畿大学2017 京都大学2004

3開元の治 立命館大学2019 西南学院大学2017 早稲田大学2016

7募兵制 同志社大学2022 東京都立大学2022 南山大学2021 立命館大学2020 慶應大学2019

7節度使 立命館大学2022 青山学院大学2022 北海道大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021

7タラス河畔の戦い 同志社大学2022 南山大学2021 東京都立大学2017

7アッバース朝 学習院大学2021 同志社大学2020 立命館大学2018

7製紙法 西南学院大学2022

6製紙法の西伝

7安史の乱 名古屋大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 東京大学2021 学習院大学2021

7楊貴妃

7安禄山 中央大学2022 関西大学2022 関西大学2021 高崎経済大学2020 関西大学2020

6史思明 東京都立大学2022 北海道大学2021 中央大学2017

7ウイグル 東京都立大学2022 京都府立大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 中央大学2021
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7吐蕃 南山大学2022 関西大学2022 同志社大学2019 関西学院大学2017 京都大学2009

7荘園制

7両税法 同志社大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022 法政大学2019 学習院大学2019

6藩鎮 立教大学2020 東京都立大学2019 早稲田大学2019 立命館大学2017

7黄巣の乱 名古屋大学2022 同志社大学2022 学習院大学2022 東京学芸大学2020 青山学院大学2019

6塩 同志社大学2022 京都府立大学2022 関西大学2021 立教大学2019 同志社大学2022017

6黄巣 京都府立大学2022 京都府立大学2022 学習院大学2020 学習院大学2016

7朱全忠 同志社大学2022 学習院大学2022 早稲田大学2020 関西大学2020 愛知教育大学2020

7ソグド人 立命館大学2022 同志社大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 南山大学2019

7広州 同志社大学2022 中央大学2022 明治大学2020 早稲田大学2018 京都大学2017

6揚州 明治大学2019 南山大学2019 学習院大学2012

7泉州 京都大学2015 京都大学2001

3坊

5市舶司 同志社大学2020 法政大学2019 早稲田大学2018 同志社大学2002017 明治大学2016

3東アジア文化圏

6冊封体制 立命館大学2017 京都大学2009

7天子 立命館大学2018

7南詔 明治大学2019 名古屋大学2018 名古屋大学2018 近畿大学2018 近畿大学2017

7渤海 同志社大学2022 京都大学2009

7吐蕃 学習院大学2016

7遣唐使 明治大学2022

5都城の制

唐代までの北方民族
7スキタイ 同志社大学2021 中央大学2021 京都大学2021 学習院大学2021 名古屋大学2020

7騎馬遊牧民 東京学芸大学2022

6スキタイ文化 高崎経済大学2002

7匈奴 名古屋大学2020 南山大学2018 明治大学2016 東京大学2001
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7冒頓単于 東京学芸大学2022 明治大学2020 立教大学2018 明治大学2018 近畿大学2018

7単于 青山学院大学2020 立命館大学2018 中央大学2017

3東匈奴 法政大学2015

3南匈奴 法政大学2015

5月氏

7鮮卑 立命館大学2021 中央大学2021 青山学院大学2021 学習院大学2020 関西学院大学2018

7北魏 東京学芸大学2022

6拓跋氏

6柔然 東京学芸大学2022 関西大学2021 明治大学2020 法政大学2020 青山学院大学2020

7モンゴル系

5可汗 立命館大学2018 明治大学2016

7突厥 南山大学2021 中央大学2021 京都大学2021 関西大学2021 青山学院大学2019

3高車

4突厥文字 慶應大学2018

6東突厥 関西大学2021

3西突厥

7エフタル

7ウイグル 北海道大学2022 東京学芸大学2022 青山学院大学2022 関西大学2022 新潟大学2020

7ウイグル文字 九州大学2022 明治大学2020

6キルギス 南山大学2022 同志社大学2021 関西大学2021 上智大学2019 立教大学2018

第９章 東アジア世界⑵
五代十国・宋と北方民族

7五代十国 南山大学2022 関西大学2021 同志社大学2019 関西大学2019 京都大学2009

3南唐

6後梁 南山大学2022 中央大学2020 早稲田大学2020 南山大学2019 京都大学2015

7開封 法政大学2022 明治大学2021 立命館大学2020 東京学芸大学2020 青山学院大学2017
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4汴州 南山大学2021 立命館大学2017 京都大学2005

6後唐 同志社大学2022 法政大学2020 京都大学2008 京都大学2005

6後晋 東京学芸大学2022 法政大学2020 早稲田大学2020 早稲田大学2019 近畿大学2017

7燕雲十六州 立命館大学2022 東京学芸大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 関西大学2020

6後漢 東京都立大学2019

6後周 関西学院大学2021 法政大学2020 学習院大学2019 立命館大学2018 京都大学2011

7宋 学習院大学2017

7北宋 慶應大学2022 慶應大学2022 青山学院大学2018 立命館大学2016 京都大学2009

7趙匡胤 西南学院大学2022 法政大学2020 福井大学2019 東京都立大学2019 上智大学2019

7太祖

6太宗 法政大学2022 福井大学2019 南山大学2019

7文治主義 西南学院大学2022 立命館大学2017 立教大学2017 京都大学2006

6殿試 西南学院大学2022 学習院大学2021 早稲田大学2020 東京都立大学2019 明治大学2018

7士大夫 同志社大学2021 福井大学2019 東京都立大学2019 立命館大学2016 法政大学2015

6澶淵の盟 法政大学2022 長崎大学2022 西南学院大学2022 法政大学2020 福井大学2019

7遼 東京学芸大学2022

7王安石 法政大学2022 南山大学2022 東京都立大学2019 立命館大学2017 明治大学2016

7新法 法政大学2022 福井大学2019 新潟大学2019 京都大学2016

7神宗 西南学院大学2022 法政大学2020 福井大学2019 南山大学2019

5青苗法 学習院大学2022 慶應大学2018 南山大学2017

5市易法 西南学院大学2022 立教大学2017 関西学院大学2017

4均輸法

4募役法 立命館大学2019 学習院大学2016

4保甲法 関西学院大学2021

3保馬法

6旧法党 立命館大学2021
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6新法党 京都大学2009

6靖康の変 法政大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 立教大学2021

7金

7女真 法政大学2022 同志社大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 法政大学2020

4女直

6欽宗 法政大学2020 福井大学2019

6徽宗 立命館大学2021 法政大学2020 南山大学2020

7南宋 関西大学2022 福井大学2019

7臨安 名古屋大学2022 法政大学2022 立命館大学2021 東京学芸大学2020 慶應大学2020

7杭州 明治大学2020 福井大学2019 同志社大学2019 法政大学2017 京都大学2006

5高宗 立命館大学2021

6岳飛 法政大学2022 関西大学2021 南山大学2020 学習院大学2016 京都大学2006

6秦檜 早稲田大学2021 福井大学2019 京都大学2018

7淮河 慶應大学2022 早稲田大学2021 立命館大学2020 法政大学2020 福井大学2019

7元

7フビライ=ハン 法政大学2022 関西大学2022

3官戸 早稲田大学2020

6形勢戸 南山大学2022 同志社大学2022 慶應大学2022 中央大学2021 関西大学2021

7佃戸 法政大学2022 同志社大学2022 明治大学2021 福井大学2019 青山学院大学2016

7「蘇湖熟すれば天下足る」 立命館大学2020 法政大学2020 関西大学2019

5占城稲 早稲田大学2022 立教大学2021 立命館大学2020 明治大学2020 関西大学2020

3囲田 早稲田大学2022 京都大学2022 立命館大学2020 上智大学2020 慶應大学2020

7開封 立命館大学2021 中央大学2021 明治大学2020 西南学院大学2020 南山大学2019

7「清明上河図」 南山大学2022 南山大学2019 北海道大学2016 学習院大学2016

5張択端 早稲田大学2018

6草市 立命館大学2018
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6鎮 学習院大学2021 西南学院大学2020 法政大学2017 中央大学2017 学習院大学2016

6行 立命館大学2018 法政大学2017

6作 青山学院大学2016

5中国商人 立命館大学2018

7ジャンク船 中央大学2016

7茶 法政大学2022 関西大学2019

7青磁 法政大学2022

7白磁 法政大学2022 立命館大学2016

7景徳鎮 立教大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2018

4宋銭 法政大学2015

7交子 法政大学2022 明治大学2021 学習院大学2021 南山大学2020 法政大学2019

6会子 明治大学2021 西南学院大学2020 法政大学2015 法政大学2015 京都大学2002

5市舶司 愛知教育大学2021 立命館大学2018 立教大学2018 青山学院大学2018 関西大学2017

7杭州

6明州 立教大学2021 西南学院大学2020 立教大学2019 関西学院大学2019

7広州 南山大学2020

7泉州 立教大学2020 明治大学2020

7契丹 法政大学2022 法政大学2022 早稲田大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2022

6キタイ

7遼 九州大学2020 京都大学2004

6耶律阿保機 同志社大学2022 明治大学2021 中央大学2021 立命館大学2020 法政大学2020

5太祖

7二重統治体制 九州大学2021 明治大学2018 同志社大学3072018

7契丹文字 九州大学2022 中央大学2021 西南学院大学2020 青山学院大学2018 関西学院大学1999

6澶淵の盟 早稲田大学2022 慶應大学2022

6耶律大石 明治大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 学習院大学2020 九州大学2019
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6西遼

3カラキタイ 近畿大学2017

7西夏 立命館大学2022 関西大学2021 法政大学2020 南山大学2019 立命館大学2017

4大夏 立命館大学2019

6李元昊 中央大学2020 青山学院大学2018 近畿大学2018 近畿大学2017 北海道大学2016

6タングート 立教大学2021 法政大学2020 近畿大学2018 立教大学2017 北海道大学2016

7西夏文字 関西学院大学2021 近畿大学2017

7金 同志社大学2021 南山大学2019 立命館大学2017 関西学院大学2017

7女真 立教大学2020

4女直

6完顔阿骨打 西南学院大学2022 慶應大学2022 南山大学2020 東京外国語大学2020 青山学院大学2018

6猛安・謀克制 慶應大学2022 慶應大学2022 東京学芸大学2018 近畿大学2017 京都大学2016

7女真文字 青山学院大学2019

7交鈔 武蔵大学2017

7全真教 同志社大学2021 南山大学2020 東京大学2020

モンゴル帝国と元
7モンゴル 千葉大学2021 関西大学2021

7チンギス=ハン 立命館大学2020

7テムジン 立教大学2016

6クリルタイ 東京学芸大学2020 京都府立大学2020 立教大学2018 近畿大学2017 同志社大学1102016

5千戸制 新潟大学2020

5ナイマン 京都府立大学2020

6ホラズム 立命館大学2020 新潟大学2020 慶應大学2018 法政大学2017 早稲田大学2016

7西夏 同志社大学1112016

7オゴタイ=ハン 立命館大学2020

7カラコルム 関西学院大学2021 立命館大学2020 東京学芸大学2020 新潟大学2020 京都府立大学2020

7バトゥ 青山学院大学2022 西南学院大学2020 慶應大学2018 西南学院大学2017
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3ジュチ 学習院大学2022

6ワールシュタットの戦い 新潟大学2020 京都府立大学2020 中央大学2017 成城大学2017

3リーグニッツの戦い

7キプチャク=ハン国 慶應大学2018

5モンケ 慶應大学2022 関西大学2022 関西大学2022 慶應大学2021 京都大学2017

7大理 京都府立大学2020 慶應大学2018

7フラグ 立教大学2022 関西大学2022 関西学院大学2021 立教大学2020 近畿大学2018

7イル=ハン国 関西大学2022 上智大学2019

7高麗

3ウルス 立教大学2018

7フビライ 学習院大学2022 青山学院大学2018 明治大学2016

3上都 新潟大学2020

7大都 東京学芸大学2020 立教大学2019 同志社大学3082018 早稲田大学2016

5ハイドゥ 中央大学2021 立命館大学2020 愛知教育大学2015

5ハイドゥの乱

7チャガタイ=ハン国 関西大学2020 慶應大学2018 慶應大学2017

4西チャガタイ=ハン 関西学院大学2020

7ティムール 関西大学2022 関西大学2018 明治大学2017 同志社大学1122016

7キプチャク=ハン国 北海道大学2022 立命館大学2021 西南学院大学2020 慶應大学2018 近畿大学2018

7イヴァン３世 明治大学2017 青山学院大学2016 京都大学2010

7イル=ハン国 立命館大学2019

6タブリーズ

5ガザン=ハン 明治大学2019 関西大学2019

6ラシード=アッディーン 南山大学2021 新潟大学2020 青山学院大学2018

7元 京都府立大学2020

7大都 立命館大学2022 明治大学2022 関西大学2022 明治大学2021 法政大学2021
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7フビライ=ハン 立命館大学2022 南山大学2020 明治大学2018 同志社大学572016 早稲田大学2016

7日本遠征 武蔵野大学2004

3文永の役

7パガン朝 青山学院大学2022 学習院大学2020 武蔵野大学2004

7色目人 関西大学2022 愛知教育大学2021 京都府立大学2020 立教大学2019 立命館大学2017

7漢人 京都府立大学2020 明治大学2016

6南人 早稲田大学2008 京都大学2002

7科挙 立教大学2019

5士大夫の冷遇 明治大学2016

6モンゴル語

7モンゴル文字 慶應大学2018

6パスパ 関西大学2022 新潟大学2020 京都大学2019 立命館大学2018 関西大学2018

6パスパ文字 明治大学2020 東京大学2018

7駅伝制

5ジャムチ 法政大学2021 立命館大学2020 立教大学2020 南山大学2020 中央大学2020

7牌符 東京大学2008

4海運 同志社大学2022 京都大学2002

7泉州 京都府立大学2020 関西大学2019 学習院大学2019 青山学院大学2016

7杭州 法政大学2021 明治大学2017

7紅巾の乱 立教大学2022 名古屋大学2022 同志社大学2022 東京学芸大学2022 同志社大学2021

7交鈔 同志社大学2022 中央大学2021 立教大学2020 中央大学2020 関西学院大学2018

7白蓮教 名古屋大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2021 南山大学2020 愛知教育大学2020

6弥勒仏 学習院大学2021 学習院大学2021

7朱元璋 明治大学2017

6前期倭寇 立教大学2019

第10章 東アジア世界⑶
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明清帝国

7明 立命館大学2022 関西大学2022

4金陵 東京学芸大学2022 関西大学2022 関西学院大学2022 西南学院大学2021 東京学芸大学2020

7朱元璋 関西大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2021 関西大学2021

7洪武帝 法政大学2022 法政大学2021 青山学院大学2020 南山大学2018 近畿大学2018

6太祖

5一世一元の制 高崎経済大学2016

5明律・明令

7朱子学

6中書省の廃止 法政大学2021 南山大学2020 立命館大学2016 高崎経済大学2016

6丞相制廃止

4丞相

7里甲制 同志社大学2022 近畿大学2017

7民戸 立命館大学2021

7魚鱗図冊 西南学院大学2021 南山大学2020 立命館大学2019 同志社大学172016

7賦役黄冊 学習院大学2021 中央大学2020 立命館大学2019 早稲田大学2017

7六諭 西南学院大学2021 関西大学2021 立命館大学2019 同志社大学2019 同志社大学1442017

5里長

3甲首

3里老人 早稲田大学2022 立命館大学2019

7衛所制 立命館大学2022 南山大学2020 中央大学2020 立命館大学2017 同志社大学182016

7軍戸 立命館大学2019

6北元 立命館大学2017

6前期倭寇 立教大学2015

6建文帝 立命館大学2021 立教大学2018 高崎経済大学2016

6靖難の役 明治大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021

6燕王 立命館大学2021 法政大学2021 法政大学2019 近畿大学2018 立命館大学2017
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7永楽帝 名古屋大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 慶應大学2021 関西大学2021

4北平

7北京 明治大学2020 学習院大学2020 南山大学2019 南山大学2019 高崎経済大学2016

7紫禁城 南山大学2020

7南京 立命館大学2020 南山大学2020 学習院大学2020

3内閣大学士 明治大学2021 西南学院大学2021 立命館大学2016 中央大学2016

7鄭和 同志社大学2022 関西大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2021

6マリンディ 同志社大学2022 早稲田大学2021 中央大学2018

7勘合貿易 西南学院大学2021 西南学院大学2021 愛知教育大学2021 南山大学2020 立命館大学2019

7朝貢貿易 明治大学2021 慶應大学2021 中央大学2020 京都大学2001

6冊封体制 明治大学2019 明治大学2017

6足利義満

6前期倭寇

7モンゴル遠征 松山大学2013

7万里の長城 法政大学2019 近畿大学2017

6陳朝 津田塾大学2004

7北虜南倭 同志社大学2022 立教大学2021 立教大学2017 東京外国語大学2017 明治大学2016

7オイラト 青山学院大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 南山大学2021 学習院大学2020

5エセン=ハン 西南学院大学2021 青山学院大学2020 早稲田大学2019 南山大学2018 立教大学2016

6正統帝 関西大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 南山大学2021 明治大学2016

6土木の変 明治大学2022 立命館大学2021 中央大学2020 中央大学2020 学習院大学2020

4土木堡 関西大学2017

5タタール 関西大学2017

6韃靼

4城郭都市

6アルタン=ハン 立教大学2021 明治大学2021 同志社大学2021 学習院大学2020 早稲田大学2019
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7チベット仏教 関西大学2021 関西大学2017

7黄帽派

7後期倭寇 青山学院大学2022 同志社大学2021 九州大学2019 関西大学2016 京都大学2004

4万暦帝 近畿大学2017 早稲田大学2016

5張居正 立教大学2021 法政大学2021 南山大学2021 同志社大学2021 立教大学2020

7豊臣秀吉

4瀋陽 西南学院大学2022 早稲田大学2020 青山学院大学2020

6奉天

5東林派 北海道大学2021 学習院大学2021 明治大学2017 同志社大学232016

4非東林派 近畿大学2017 近畿大学2017

3顧憲成 立命館大学2016

5東林書院 南山大学2019 京都大学2016

7李自成 名古屋大学2022 名古屋大学2022 法政大学2022 東京学芸大学2022 西南学院大学2022

明清帝国
5アイシン

4女直

7女真 京都大学2010

3薬用人参 同志社大学2019 近畿大学2017

7ヌルハチ 法政大学2022 同志社大学2022 東京学芸大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2018

4太祖

7満州 関西大学2021 中央大学2020 近畿大学2017 関西大学2017 成城大学2015

7後金 立命館大学2022 青山学院大学2019 東京外国語大学2011

7八旗 西南学院大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2021 青山学院大学2020 青山学院大学2020

5満州八旗

6ホンタイジ 立命館大学2022 同志社大学2021 南山大学2020 青山学院大学2020 学習院大学2020

4太宗

7清
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4チャハル部 南山大学2021 立命館大学2017

6蒙古八旗 立命館大学2022 京都大学2006

6漢軍八旗 立命館大学2011

3李朝

7北京 明治大学2020

5山海関 早稲田大学2020 早稲田大学2017

6呉三桂 立命館大学2022 法政大学2022 西南学院大学2022 同志社大学2021 明治大学2019

5緑営 立命館大学2022 学習院大学2020 慶應大学2019 立教大学2006 京都大学2006

7康熙帝 法政大学2022 西南学院大学2022 九州大学2021 学習院大学2021 立教大学2020

7三藩の乱 同志社大学2021 関西大学2021 関西大学2020 学習院大学2020 新潟大学2019

5鄭氏台湾 立命館大学2022 南山大学2019 関西大学2019 立命館大学2018 学習院大学2018

4鄭芝竜

7鄭成功 立命館大学2022 関西学院大学2022 同志社大学2021 東京大学2021 愛知教育大学2021

4国姓爺 南山大学2019

7ネルチンスク条約 長崎大学2022 西南学院大学2022 新潟大学2022 東京都立大学2021 関西大学2021

7ピョートル１世 立命館大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2020 京都大学2019 関西大学2017

3スタノヴォイ山脈 東京都立大学2021

3外興安嶺

6ジュンガル 法政大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 立教大学2020 立教大学2018

7雍正帝 京都大学2022 関西大学2022 九州大学2021 早稲田大学2020 上智大学2020

5青海 明治大学2015

5軍機処 関西学院大学2022 中央大学2021 学習院大学2020 京都大学2019 法政大学2018

7キリスト教の布教禁止

5キャフタ条約 立教大学2022 南山大学2020 学習院大学2020 中央大学2010

7乾隆帝 関西大学2022 南山大学2019 早稲田大学2018 関西大学2017

7新疆 法政大学2022 西南学院大学2022 明治大学2021 関西大学2021 明治大学2020

56



世界史用語出題事例
7理藩院 立命館大学2022 青山学院大学2020 関西大学2020 法政大学2018 早稲田大学2016

7白蓮教徒の乱 関西大学2016 東京大学2009

7藩部 南山大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 早稲田大学2020 東京外国語大学2018

4ベグ 学習院大学2016

5軍機処

3旗人 立命館大学2017

5緑営 中央大学2021 京都大学2020

6満漢併用制 立命館大学2022 立命館大学2003

5郷紳 明治大学2021 立命館大学2018 学習院大学2018

7辮髪 立命館大学2021 青山学院大学2021 東京外国語大学2011 明治学院大学2009

6文字の獄 立命館大学2022 関西大学2020 同志社大学2019 立教大学2015

5禁書

明清帝国
7手工業 京都大学2002

7綿花 関西大学2019

6桑

6「湖広熟すれば天下足る」 明治大学2022 立命館大学2020 中央大学2020 青山学院大学2020 慶應大学2020

6湖北 学習院大学2021

6湖南

7サツマイモ 同志社大学2022 愛知教育大学2020 青山学院大学2016 立命館大学2010

7トウモロコシ 京都大学2022 愛知教育大学2020 関西大学2019

3抗租

5郷紳 北海道大学2021 慶應大学2020 九州大学2019 学習院大学2017

3特権商人

6山西商人 同志社大学2022 立命館大学2020 学習院大学2020 青山学院大学2016 立命館大学2011

5新安商人 法政大学2019

6徽州商人 学習院大学2019 近畿大学2017 立命館大学2016
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6会館 立命館大学2020 法政大学2019 関西大学2019 学習院大学2019 近畿大学2018

6公所

5蘇州

7杭州 関西学院大学2021 関西大学2019 同志社大学3332016

7海禁 立教大学2021 慶應大学2021 愛知教育大学2021 立命館大学2019 高崎経済大学2016

7華僑 京都大学2022 立命館大学2018 京都大学2004

7日本銀 立命館大学2020 早稲田大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019 青山学院大学2018

7地銀

7生糸 立命館大学2020 学習院大学2019

7メキシコ銀 立命館大学2016 関西大学2016 関西大学2016 京都大学2001

7一条鞭法 同志社大学2022 京都大学2022 立教大学2021 関西大学2021 関西大学2021

7丁税

7地丁銀 東京学芸大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 学習院大学2020 早稲田大学2019

7公行 青山学院大学2019 立命館大学2018 立教大学2018 東京都立大学2017 京都大学2013

7広州 関西大学2022 立命館大学2020 法政大学2018 東京都立大学2017 青山学院大学2016

中国の古典文化
7諸子百家 京都府立大学2021 京都府立大学2021 立教大学2020 中央大学2020 東京都立大学2018

7儒家 立命館大学2017

7孔子 関西大学2021 青山学院大学2020 北海道大学2019 青山学院大学2018 近畿大学2017

4仁 法政大学2016

5礼

5『春秋』 立命館大学2022 青山学院大学2020 慶應大学2020

7『論語』 京都府立大学2021 学習院大学2021 学習院大学2016 同志社大学3342012

7孟子 関西大学2021 立命館大学2016

6性善説 南山大学2022 関西大学2020 学習院大学2018 京都大学2013

4道

3王道政治 慶應大学2020 学習院大学2018 立命館大学2016
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4易姓革命 同志社大学2021 東京都立大学2018 学習院大学2018 学習院大学2017

3禅譲 早稲田大学2020 慶應大学2020 立命館大学2019

3放伐 慶應大学2020 立命館大学2016

6荀子 上智大学2020 立命館大学2019 京都大学2018

6性悪説 学習院大学2018

5墨家 学習院大学2022 東京大学2020 西南学院大学2020 立教大学2019

6墨子 南山大学2022 青山学院大学2020 学習院大学2020 立教大学2017

6兼愛 関西大学2021

3非攻 立命館大学2021 立命館大学2018 学習院大学2018 明治大学2016 法政大学2016

7道家 立命館大学2017

5老荘思想

7老子 青山学院大学2020 北海道大学2019 学習院大学2016

7荘子 西南学院大学2022

6無為自然 同志社大学2021 中央大学2020

7法家

7商鞅 学習院大学2009

7韓非 学習院大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 青山学院大学2020

5李斯 中央大学2020

6陰陽家 青山学院大学2020 京都大学2016

3陰陽五行説

3鄒衍 南山大学2022 学習院大学2018 京都大学2013 法政大学2012

6縦横家 東京学芸大学2018 学習院大学2018 明治大学2016 法政大学2016

5蘇秦 西南学院大学2022 立教大学2019 近畿大学2014 京都大学2004

5張儀 学習院大学2021 甲南大学2015

4『戦国策』 法政大学2016

6兵家
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5孫子 立命館大学2022 学習院大学2018 立命館大学2003

3呉子

5名家 西南学院大学2004

3公孫竜

5農家

5『書経』 関西大学2017 関西大学2016 立命館大学2012 法政大学2012 京都大学2009

5『詩経』 明治大学2016 学習院大学2016 京都大学2013

5『楚辞』 西南学院大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 明治大学2019 学習院大学2018

5屈原 南山大学2022 上智大学2020 上智大学2020 法政大学2016 京都大学2013

漢代の文化
5五経 立命館大学2016 学習院大学2014

5『易経』 早稲田大学2022 聖心女子大学2004

6『礼記』 南山大学2020 関西大学2019 学習院大学2005

6訓詁学 立教大学2021 同志社大学2021 京都大学2021 同志社大学2019 中央大学2017

5鄭玄 関西大学2021 関西大学2017 学習院大学2017

7司馬遷 新潟大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2021 学習院大学2021

7『史記』 立命館大学2022 北海道大学2022 南山大学2021 名古屋大学2020 学習院大学2020

7紀伝体 名古屋大学2021 東京学芸大学2021 立教大学2019 明治大学2018 青山学院大学2018

3正史

7『漢書』 北海道大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 名古屋大学2021 法政大学2021

7班固 名古屋大学2021 名古屋大学2021 法政大学2021 青山学院大学2020 明治大学2019

7仏教 関西大学2017

6太平道 学習院大学2021

6張角

3蔡倫 学習院大学2022 西南学院大学2021 早稲田大学2018 京都大学2018 明治大学2017

6竹簡 立命館大学2019

3隷書 立命館大学2021 立命館大学2019 立命館大学2016

60



世界史用語出題事例
3画像石

魏晋南北朝時代の文化
6六朝

7清談 成城大学2018 早稲田大学2017

3竹林の七賢 慶應大学2004

7陶淵明 西南学院大学2021 立命館大学2018 法政大学2017 京都大学2008

7陶潜

4謝霊運 上智大学2020 法政大学2017 立命館大学2016

5四六駢儷体 京都大学2018

6昭明太子 西南学院大学2021 京都大学2014 京都大学2001

6『文選』 立命館大学2022 関西大学2018 学習院大学2016

7王羲之 立命館大学2021 上智大学2020 早稲田大学2019 法政大学2017 法政大学2017

3「蘭亭序」

3楷書

7顧愷之 法政大学2017 京都大学2014

7「女史箴図」

6『三国志』 立命館大学2016 立教大学2016

3『斉民要術』 西南学院大学2021 明治大学2020 南山大学2018

3『水経注』 南山大学2022 早稲田大学2020 学習院大学2020 早稲田大学2018 法政大学2017

6仏図澄 法政大学2022 法政大学2017 法政大学2017 青山学院大学2017 京都大学2016

6鳩摩羅什 早稲田大学2022 京都大学2021 東京都立大学2020 明治大学2019 関西大学2018

7法顕 学習院大学2022 西南学院大学2021 東京都立大学2020 上智大学2020 関西大学2020

6『仏国記』 北海道大学2022 南山大学2019 九州大学2019 法政大学2016

3莫高窟 立命館大学2022 関西大学2016

7雲崗 明治大学2022 法政大学2022 同志社大学2021 京都府立大学2021 関西大学2021

7竜門 京都大学2018 早稲田大学2017 九州大学2016 京都大学2001

7敦煌 明治大学2020 立教大学2017 明治大学2016 関西学院大学2016
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7道教 東京大学2003

7寇謙之 同志社大学2021 西南学院大学2021 明治学院大2016 早稲田大学2016

5神仙思想 学習院大学2022

唐代の文化
3東アジア文化圏 早稲田大学2021

6『五経正義』 立命館大学2021 立教大学2021 北海道大学2021 学習院大学2020 青山学院大学2019

6孔穎達 同志社大学2021 関西大学2021 関西大学2019 同志社大学1402017 早稲田大学2017

3唐詩

3王維 法政大学2019 学習院大学2013

7李白 南山大学2021 学習院大学2021 明治大学2016

7杜甫 立教大学2022 関西大学2022 学習院大学2021 立命館大学2018

7白居易 立教大学2021 立命館大学2018 西南学院大学2017 関西学院大学2016 京都大学2001

3白楽天 近畿大学2017

6韓愈 学習院大学2020 関西学院大学2019 中央大学2017 立命館大学2016

6柳宗元 立命館大学2018 西南学院大学2017 京都大学2004

6古文の復興 東京学芸大学2021

7顔真卿 立命館大学2021 学習院大学2021 明治大学2020 明治大学2019 法政大学2019

6呉道玄 南山大学2022 南山大学2019 南山大学2019 明治大学2016

7唐三彩 学習院大学2022 西南学院大学2021 早稲田大学2015

7山水画

7『大唐西域記』 中央大学2021 立命館大学2020 青山学院大学2017 明治大学2016

7玄奘 同志社大学2022 関西大学2021 学習院大学2020 関西大学2019 京都大学2018

7義浄 東京大学2019 西南学院大学2017 成城大学2017 学習院大学2016 学習院大学2016

6『南海寄帰内法伝』 学習院大学2022

3鑑真

7禅宗

7道教 立命館大学2018
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6祆教 高崎経済大学2020 法政大学2019 早稲田大学2019 青山学院大学2019

7景教 関西大学2021 明治大学2020 青山学院大学2020 成城大学2018 青山学院大学2017

3大秦景教流行中国碑 関西大学2017 京都大学2004

3回教

宋代の文化
6庶民文化

7宋学 関西大学2022 東京大学2003

6周敦頤 学習院大学2022 関西大学2021 南山大学2020 早稲田大学2020 学習院大学2020

7朱熹 西南学院大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 青山学院大学2020 関西学院大学2019

7朱子学 北海道大学2021 九州大学2015

5四書 南山大学2022 早稲田大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 東京大学2004

5『大学』 同志社大学2022 学習院大学2017

7『論語』

5『孟子』 関西大学2021 学習院大学2019

5『中庸』 早稲田大学2020 同志社大学2019

6大義名分論 関西大学2022 関西大学2021 同志社大学2019 中央大学2017 早稲田大学2017

6華夷の別 法政大学2011

3陸九淵 南山大学2022 青山学院大学2020 立命館大学2018

7禅宗 立命館大学2021 近畿大学2018 京都大学2017 学習院大学2016

7浄土宗 早稲田大学2021

7全真教 学習院大学2018 法政大学2017 青山学院大学2017 早稲田大学2016 学習院大学2016

5王重陽 南山大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2021 早稲田大学2017

6欧陽脩 早稲田大学2022 明治大学2019 南山大学2019 立教大学2007

7王安石

6蘇軾 南山大学2020 法政大学2015

7詞 立命館大学2021 法政大学2015

7雑劇 立命館大学2017 法政大学2015
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7『資治通鑑』 西南学院大学2022 新潟大学2022 南山大学2021 関西大学2021 東京学芸大学2019

7司馬光 法政大学2022 南山大学2022 関西学院大学2022 名古屋大学2021 早稲田大学2020

6編年体 名古屋大学2021 学習院大学2018

6院体画 京都大学2018 立命館大学2016

6画院 立命館大学2021 明治大学2016 明治大学2016

6徽宗 南山大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2022 関西学院大学2005

6文人画 東京学芸大学2021 法政大学2015

7白磁

7青磁

7景徳鎮 東京大学2005

7火薬 西南学院大学2020

7木版印刷 関西大学2020 立命館大学2018 明治大学2016 京都大学2006

5印刷術 関西大学2020 立命館大学2016

元代の文化
5庶民文化

6モンゴル語

7ウイグル文字

6パスパ文字 九州大学2022

7元曲 東京学芸大学2020 京都府立大学2020

6『西廂記』 立命館大学2017 西南学院大学2017 成城大学2017 早稲田大学2016

5『琵琶記』 立命館大学2017 京都大学2004

5細密画 学習院大学2020

7ミニアチュール

3染付 中央大学2021 早稲田大学2013

3コバルト

7郭守敬 立命館大学2022 立命館大学2022 京都府立大学2020 学習院大学2019 学習院大学2018

7授時暦 立教大学2021 法政大学2021 中央大学2016
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6貞享暦 京都府立大学2020 立教大学2017

明代の文化
7朱子学

7陽明学

3陸九淵 関西学院大学2018

7王陽明 関西大学2021 法政大学2019 学習院大学2016

6王守仁 青山学院大学2020 立命館大学2018

7知行合一 立教大学2022 同志社大学2019 中央大学2016

6『永楽大典』 立命館大学2018 学習院大学2017 京都大学2014

5『四書大全』 学習院大学2017

5『五経大全』

4実学 立命館大学2018

7『本草綱目』 南山大学2020 学習院大学2020 学習院大学2018 同志社大学212016

6李時珍 早稲田大学2021 南山大学2018

7『天工開物』 南山大学2021 立教大学2020 南山大学2019 学習院大学2017

6宋応星 同志社大学2021 関西学院大学2021 西南学院大学2018

6『農政全書』 京都大学2022 立命館大学2020 明治大学2020 学習院大学2018 東京大学2005

7徐光啓 早稲田大学2021 立教大学2018 南山大学2016 京都大学2004

5『崇禎暦書』 慶應大学2022 関西大学2021

6アダム=シャール 関西大学2021 中央大学2016

3四大奇書 上智大学2020 成城大学2017

4講談

7『水滸伝』 立命館大学2021 慶應大学2020 明治大学2019 法政大学2019 西南学院大学2018

7『三国志演義』 青山学院大学2018

7『西遊記』 立命館大学2022

7『金瓶梅』 立教大学2021 立命館大学2020 早稲田大学2020

3染付
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3赤絵 関西大学2019

7景徳鎮 京都大学2019 関西大学2019 学習院大学2016

清代の文化
5『康熙字典』 関西大学2017 東京外国語大学2016

5『古今図書集成』 法政大学2020 関西大学2020 南山大学2019 京都大学2019 学習院大学2018

6『四庫全書』 立教大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2021 関西大学2021

7考証学 西南学院大学2022 法政大学2020 東京大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019

6顧炎武 西南学院大学2022 青山学院大学2021 学習院大学2021 学習院大学2019 立命館大学2010

4黄宗羲 青山学院大学2020 同志社大学2019 青山学院大学2018 学習院大学2016

5銭大昕 立命館大学2021 上智大学2018

7『紅楼夢』 西南学院大学2022 法政大学2020 学習院大学2020 立命館大学2017 関西大学2017

6『儒林外史』 立命館大学2019 学習院大学2019 学習院大学2016

3『聊斎志異』 南山大学2021 立命館大学2018

7満州文字 中央大学2021 関西大学2021 立命館大学2019 学習院大学2019 慶應大学2018

第11章 東アジア世界⑷
朝鮮・雲南・チベット・日本

5衛氏朝鮮

4衛満 早稲田大学2022 上智大学2020 立教大学2019 関西学院大学2019 法政大学2018

7楽浪郡 中央大学2022 関西大学2020 法政大学2018 学習院大学2017 京都大学2008

7高句麗 明治大学2022 東京都立大学2022 立教大学2019 明治大学2019 明治大学2019

5広開土王 早稲田大学2021 中央大学2020 九州大学2020 関西大学2020 法政大学2018

4好太王

4広開土王碑 慶應大学2018

4平壌 上智大学2020 慶應大学2018

7高句麗遠征

7渤海 関西大学2021

3馬韓 学習院大学2017
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3辰韓 早稲田大学2021

3弁韓

3加耶

5加羅 関西大学2018

7三国時代

7新羅 立命館大学2020 中央大学2017 関西大学2017

7百済 関西大学2021 関西大学2021 関西大学2017 関西大学2016

6慶州 中央大学2022 関西大学2022 近畿大学2018 学習院大学2012

6白村江の戦い 中央大学2019 中央大学2016

6骨品制 関西大学2021 学習院大学2020 関西大学2018 立教大学2017

6仏国寺 東京都立大学2020 青山学院大学2017 関西大学2016

7高麗 学習院大学2021 近畿大学2017 立命館大学2016

6王建 同志社大学2022 西南学院大学2022 関西学院大学2022 立教大学2021 早稲田大学2021

6開城 同志社大学2022 関西大学2022 中央大学2021 早稲田大学2021 関西学院大学2021

7両班 西南学院大学2022 立命館大学2020 同志社大学2020

6高麗青磁 立命館大学2020 中央大学2010 上智大学2005

7高麗版大蔵経 関西大学2021 立命館大学2020 関西大学2018 東京大学2004

7金属活字 西南学院大学2022 関西大学2020

7朝鮮 関西大学2019 関西大学2017 京都大学2009

3李朝

7李成桂 同志社大学2022 西南学院大学2022 関西学院大学2022 立命館大学2020 明治大学2019

7倭寇 関西大学2022 立命館大学2020

6漢城 西南学院大学2022 関西大学2022 中央大学2021 青山学院大学2020 慶應大学2018

7ソウル

7両班 新潟大学2022 関西大学2022 東京都立大学2021 青山学院大学2020 立教大学2017

7朱子学 関西大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 関西大学2018 関西大学2017
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3銅活字

6世宗 立教大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2022 九州大学2022 早稲田大学2021

7訓民正音 同志社大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 青山学院大学2020 同志社大学2019

7ハングル

6小中華 同志社大学2022 関西大学2022 同志社大学2019 慶應大学2018 京都大学2009

6壬辰・丁酉の倭乱 西南学院大学2022 関西大学2022 立教大学2021 立命館大学2019 立教大学2019

7豊臣秀吉の朝鮮侵略 京都大学2009

7豊臣秀吉

7李舜臣 西南学院大学2022 立教大学2020 青山学院大学2019 南山大学2018 法政大学2016

5亀甲船 関西大学2019 早稲田大学2003

5朝鮮通信使 関西大学2019 成城大学2017 学習院大学2017

7白磁

朝鮮・雲南・チベット・日本
7渤海 早稲田大学2022 立命館大学2020

4大祚栄 早稲田大学2021 関西大学2020 関西大学2019 法政大学2018 関西大学2018

4靺鞨 明治大学2021

6上京竜泉府 関西大学2022 明治大学2020 関西大学2020 関西学院大学2019 立命館大学2018

7南詔 立教大学2017

7大理 中央大学2022 学習院大学2019 明治大学2016

6ラサ 立命館大学2021 学習院大学2021 明治大学2020 南山大学2020 法政大学2019

7吐蕃 東京都立大学2020 九州大学2020 明治大学2018 青山学院大学2018 東京大学2003

6ソンツェン=ガンポ 同志社大学2021 慶應大学2018 近畿大学2018 京都大学2018

6ポタラ宮殿 学習院大学2021 立教大学2010

5チベット文字 立命館大学2022

5ラマ教 学習院大学2016

5ツォンカパ 学習院大学2021 法政大学2019 学習院大学2018 学習院大学2016

7黄帽派 青山学院大学2021 東京大学2000
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3ゲルク派 青山学院大学2020

6ダライ=ラマ 西南学院大学2022 法政大学2021

4活仏 中央大学2003

5タタール

6アルタン=ハン 学習院大学2021 学習院大学2020 立教大学2018 近畿大学2018 早稲田大学2016

朝鮮・雲南・チベット・日本
7倭

5倭人

5奴国 慶應大学2018

6漢委奴国王印 中央大学2019

7邪馬台国 関西大学2021

7卑弥呼 成城大学2017

6親魏倭王 関西大学2021 慶應大学2018

5『魏志』倭人伝

4ヤマト政権

4倭の五王 駒澤大学2012

3渡来人

7遣隋使

3聖徳太子 慶應大学2018 立命館大学2016

5大化の改新

7遣唐使 明治大学2020

4天皇

7日本

6奈良時代

5天平文化 西南学院大学2021 成城大学2017

6平城京

4平安時代
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7国風文化 西南学院大学2020

7遣唐使の停止

3平安京 立命館大学2018

7武士

4平氏政権 立命館大学2018

5日宋貿易

5仮名文字 明治大学2020

3源氏物語絵巻

4鎌倉時代

7鎌倉幕府

3源頼朝

3元寇

3文永の役

7南北朝の動乱

6足利義満 早稲田大学2022

6室町幕府

7勘合貿易 成城大学2017

4戦国時代

4南蛮貿易 立命館大学2020

4石見銀山 慶應大学2022 東京外国語大学2017 明治大学2011

6鉄砲 関西大学2016

7イエズス会 同志社大学2019

7フランシスコ=ザビエル 立教大学2017

5織田信長

7豊臣秀吉

7豊臣秀吉の朝鮮侵略
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4文禄・慶長の役

6壬辰・丁酉の倭乱

7江戸幕府 法政大学2020 関西大学2019

5徳川家康

6朱印船 中央大学2021 学習院大学2019 立命館大学2018 学習院大学2017

5日本町

3ホイアン 同志社大学2019

7島津氏 立命館大学2019 東京外国語大学2011

5朝鮮通信使

7鎖国 立命館大学2018 関西大学2016

3「四つの口」

3宗氏 青山学院大学2011

6対馬 中央大学2019

3蝦夷

5アイヌ 東京外国語大学2020

4松前

4和人

4出島

3オランダ商館 立命館大学2020

3風説書

3風説書

7鄭成功 青山学院大学2019

7琉球 立命館大学2022 京都大学2020 関西大学2018 学習院大学2017 高崎経済大学2016

7中山王 同志社大学2022 関西大学2022 立命館大学2019 学習院大学2017

7首里 立命館大学2019 学習院大学2012 学習院大学2012

5那覇
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5福州 立教大学2021

6両属体制 立命館大学2019 学習院大学2017

7島津氏 立命館大学2019 東京外国語大学2011

三大交通路と東西交渉史
6草原の道 学習院大学2018

5絹の道 同志社大学2021

7オアシスの道

6シルクロード

5パミール高原 立教大学2020 立命館大学2019 同志社大学2612018

6西トルキスタン

7サマルカンド 中央大学2021 京都府立大学2020 上智大学2019 関西学院大学2016 京都大学2007

7ブハラ

6東トルキスタン

7敦煌

5天山山脈

6タリム盆地 立命館大学2022 立教大学2021

4クチャ

3ホータン

6ラクダ

7隊商

7海の道 立命館大学2020 同志社大学2020 上智大学2020 立命館大学2016

7季節風貿易

6『エリュトゥラー海案内記』 中央大学2021 北海道大学2020 西南学院大学2020 東京大学2019 中央大学2018

6ヒッパロスの風 青山学院大学2020

7ダウ船 南山大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2020

4ペルシア湾 関西大学2022 中央大学2021

4紅海
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7ジャンク船

7張騫

3ブドウ

7班超 中央大学2021 東京大学2019 立教大学2017

3甘英 明治大学2019 青山学院大学2016 法政大学2015

6仏図澄

6鳩摩羅什 関西大学2018 京都大学2008

7法顕

7雲崗 立命館大学2022 南山大学2019 近畿大学2018

6祆教 成城大学2018 関西大学2018

7玄奘 立命館大学2021 近畿大学2018

7『大唐西域記』 東京外国語大学2020 明治大学2019 明治大学2019 法政大学2015

7義浄 同志社大学2020 青山学院大学2019 東京大学2001

6『南海寄帰内法伝』 立命館大学2022 同志社大学2020 学習院大学2020 学習院大学2018

4ソグド商人

4ソグド語

7景教 関西大学2022 愛知教育大学2022 京都大学2021 東京都立大学2017

4ポロ競技 立命館大学2021 立命館大学2021 立教大学2017

7ムスリム商人

7タラス河畔の戦い 京都大学2021 慶應大学2016

4紙

6阿倍仲麻呂 同志社大学2020 立教大学2017

5ジャムチ 明治大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2020 京都府立大学2020 青山学院大学2018

7火薬

7郭守敬

7授時暦 早稲田大学2018
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6貞享暦

5細密画

7ミニアチュール

5プラノ=カルピニ 明治大学2021 学習院大学2021 愛知教育大学2021 西南学院大学2020 京都府立大学2020

3ルブルック 法政大学2022 青山学院大学2022 関西大学2022 関西大学2021 立教大学2020

7モンテ=コルヴィノ 同志社大学2022 青山学院大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 京都府立大学2020

7マルコ=ポーロ 愛知教育大学2021 立教大学2020 早稲田大学2019 関西大学2019 立命館大学2018

7『世界の記述』 立教大学2021 立命館大学2016

7イブン=バットゥータ 早稲田大学2022 立命館大学2021 立教大学2020 同志社大学2020 新潟大学2020

6『旅行記』 南山大学2021 慶應大学2021 関西大学2019 近畿大学2018

7ペスト

7黒死病 近畿大学2018

7イエズス会宣教師 東京都立大学2017 京都大学2004

7マテオ=リッチ 南山大学2021 関西大学2021 立教大学2020 明治大学2019 立命館大学2018

7坤輿万国全図 中央大学2021 関西大学2021 立教大学2020 新潟大学2020 慶應大学2020

6『幾何原本』

6アダム=シャール 南山大学2022 立教大学2020 同志社大学222016

7徐光啓 南山大学2022 南山大学2020 早稲田大学2020 南山大学2017 明治大学2016

5『崇禎暦書』 中央大学2020

6湯若望

6フェルビースト 早稲田大学2021 関西大学2021 京都大学2018 学習院大学2018

5南懐仁

6ブーヴェ 立教大学2021 関西大学2021 学習院大学2020 東京外国語大学2016

6白進

6皇輿全覧図 明治大学2022 関西大学2021 京都大学2019 学習院大学2016

7カスティリオーネ 南山大学2020 京都大学2020 学習院大学2020 東京都立大学2017 早稲田大学2017
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6郎世寧 上智大学2020

7円明園 法政大学2020 学習院大学2020 明治大学2019 明治大学2017

6典礼問題 南山大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2018 立命館大学2017 東京外国語大学2016

7康熙帝

7雍正帝 立教大学2020 青山学院大学2020 学習院大学2018

5シノワズリ 立教大学2020 立命館大学2017

7フランシスコ=ザビエル

第12章 イスラーム世界の形成と発展
イスラーム世界の成立

7イスラーム 同志社大学782016

7イスラーム世界

7アラブ人

6イエメン

3紅海貿易

7メッカ 同志社大学2022 関西学院大学2022 立命館大学2021 立教大学2020 関西大学2020

7カーバ神殿 関西大学2017

7ムハンマド 西南学院大学2022 同志社大学332016

6クライシュ族 北海道大学2020 京都大学2020 慶應大学2019 法政大学2018 西南学院大学2018

7アッラー 西南学院大学2022 新潟大学2020 関西大学2020

7預言者 関西大学2020

7ジハード 同志社大学2020 京都産業大学2010

7聖戦

4啓典の民 千葉大学2021 学習院大学2020 中央大学2018 中央大学2017

7ヒジュラ 同志社大学2022 西南学院大学2022 京都大学2021 関西大学2021 法政大学2020

7聖遷

7ムスリム 関西大学2020 関西大学2017
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7メディナ 同志社大学2022 西南学院大学2022 関西大学2020 京都大学2015 京都大学2010

7ウンマ 西南学院大学2018 近畿大学2018 明治大学2017 早稲田大学2017 法政大学2016

5ヒジュラ暦 慶應大学2019

5イスラーム暦

7六信五行 西南学院大学2022 明治大学2021 中央大学2020 新潟大学2020 西南学院大学2018

7カーバ神殿 西南学院大学2021 立命館大学2018 西南学院大学2018 立教大学2017

3ラマダーン 中央大学2011

7断食 関西大学2020 関西大学2018

7喜捨

7巡礼 京都大学2015

7礼拝

7信仰告白

7カリフ 京都大学2022 同志社大学2021 東京都立大学2021 北海道大学2020 関西大学2020

7正統カリフ 西南学院大学2022 関西大学2019 東京大学2018

7アブー=バクル 同志社大学2022 関西大学2021 中央大学2020 同志社大学2292017 青山学院大学2017

4ミスル 早稲田大学2022 南山大学2020 西南学院大学2018 成城大学2018 成城大学2018

3バスラ 立命館大学2020 慶應大学2020 青山学院大学2017

7ジズヤ 学習院大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2018

7ハラージュ 西南学院大学2022 同志社大学2020 慶應大学2019 青山学院大学2018 法政大学2016

5ニハーヴァンドの戦い 法政大学2022 南山大学2022 法政大学2020 上智大学2020 京都大学2020

7シリア・エジプト征服 千葉大学2021

7『コーラン』 明治大学2020 同志社大学2020 関西大学2020 立命館大学2018 近畿大学2018

4「クルアーン」

7アリー 明治大学2022 青山学院大学2017 京都大学2015

イスラーム世界の成立
7ウマイヤ朝 明治大学2022 同志社大学2021 明治大学2020 同志社大学2020 慶應大学2020

6ムアーウィヤ 青山学院大学2022 京都大学2022 北海道大学2021 立教大学2020 西南学院大学2020
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5ウマイヤ家

7ダマスクス 中央大学2022 北海道大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 愛知教育大学2021

5西ゴート王国 京都大学2021 関西大学2021 関西学院大学2021 早稲田大学2020 青山学院大学2019

7トゥール=ポワティエ間の戦い 中央大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2018 成城大学2018 東京都立大学2017

7スンナ派 東京都立大学2021 東京都立大学2021 同志社大学2020 立命館大学2017

7シーア派 慶應大学2020

6イマーム 立命館大学2022 西南学院大学2021 中央大学2020

6十二イマーム派 京都大学2022

4マワーリー 立教大学2022 法政大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 慶應大学2019

5ウマイヤ=モスク 立命館大学2021 立命館大学2016 青山学院大学2016 慶應大学2016

7アッバース家

7アッバース朝 立教大学2022 北海道大学2022 同志社大学2021 東京都立大学2021 中央大学2020

5イスラーム帝国 名古屋大学2021 慶應大学2019

7シャリーア 立命館大学2022 京都府立大学2022 法政大学2020 明治大学2019 南山大学2014

7イスラーム法

4「クルアーン」

4ハディース 南山大学2022 慶應大学2014

3スンナ

4マンスール 北海道大学2022 同志社大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 立命館大学2021

7バグダード 南山大学2022 中央大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 名古屋大学2021

7ハールーン=アッラシード 京都府立大学2022 立教大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020

7キャラヴァンサライ 関西大学2015

7モスク 立命館大学2018

5スーク

6バザール

7マドラサ 同志社大学2021
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7ウラマー 南山大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 立教大学2019

5ワクフ 立命館大学2022 学習院大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2021

イスラーム世界の成立
7シーア派 同志社大学2022 東京都立大学2021 慶應大学2014

7アミール 法政大学2020

4トゥールーン朝 京都大学2022 西南学院大学2020

7マムルーク 立教大学2021 中央大学2020 青山学院大学2019 立教大学2017 西南学院大学2017

7ブワイフ朝 中央大学2020 学習院大学2020 上智大学2019 法政大学2016 南山大学2016

7フラグ 早稲田大学2022 青山学院大学2022 立命館大学2021 慶應大学2021 慶應大学2020

7ファーティマ朝 立命館大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 同志社大学2021

4チュニジアに建国 京都大学2002

7カイロ 立教大学2022 同志社大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2021 東京大学2000

6アズハル学院 立命館大学2022 関西学院大学2021 南山大学2020 慶應大学2020 京都大学2020

7後ウマイヤ朝 西南学院大学2020 慶應大学2020 同志社大学2782018 明治大学2016 東京大学2006

7コルドバ 立教大学2022 西南学院大学2022 南山大学2021 同志社大学2021 関西大学2021

イスラーム世界の拡大
7ブワイフ朝 南山大学2022 九州大学2022 関西大学2022 関西学院大学2022 立命館大学2021

6十二イマーム派 京都府立大学2020

6大アミール 京都府立大学2022 東京都立大学2021 同志社大学2772018 早稲田大学2018

7イクター制 中央大学2022 京都府立大学2022 中央大学2021 明治大学2019 明治大学2018

7セルジューク朝 立命館大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 同志社大学2021

5トゥグリル=ベク 南山大学2022 九州大学2022 中央大学2021 法政大学2020 慶應大学2019

7スルタン 慶應大学2022 同志社大学2021 上智大学2019

3ルーム=セルジューク朝 法政大学2022 立命館大学2021 京都大学2008 京都大学2008

3ニザーム=アルムルク 南山大学2022 慶應大学2022 関西学院大学2022 西南学院大学2020 同志社大学2802018

3ニザーミーヤ学院 九州大学2022 学習院大学2021 学習院大学2019 慶應大学2017 京都大学2012

6ホラズム 法政大学2016
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7イル=ハン国 早稲田大学2022 同志社大学2021 同志社大学2020 関西大学2020 学習院大学2020

6タブリーズ 法政大学2014

7フラグ 北海道大学2022 慶應大学2020 南山大学2019 同志社大学2862018 慶應大学2018

5ガザン=ハン 上智大学2019 明治大学2018 早稲田大学2016 京都大学2014

6ラシード=アッディーン 愛知教育大学2020 学習院大学2019 法政大学2016

7ファーティマ朝 中央大学2020 京都大学2015 京都大学2007

7アイユーブ朝 明治大学2022 慶應大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 立命館大学2019

7クルド人 明治大学2022 東京大学2013

7サラディン 関西学院大学2021 慶應大学2019 同志社大学2812018 法政大学2016 京都大学2002

6サラーフ=アッディーン 法政大学2022 京都大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 京都大学2015

7十字軍 京都大学2017

7マムルーク朝 立命館大学2022 南山大学2022 東京大学2022 西南学院大学2022 中央大学2021

3カーリミー商人 同志社大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 早稲田大学2020 京都府立大学2020

4アデン 南山大学2017

7後ウマイヤ朝 同志社大学2020 同志社大学2020 立命館大学2018 関西学院大学2018 京都大学2016

7コルドバ 青山学院大学2016 慶應大学2016 学習院大学2016

7レコンキスタ 立命館大学2022

7国土回復運動

7ムラービト朝 同志社大学2021 青山学院大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020 新潟大学2020

3マラケシュ 立命館大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2021 立教大学2020 法政大学2019

7ベルベル人 北海道大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 上智大学2020 成城大学2018

7ムワッヒド朝 学習院大学2021 慶應大学2020 立命館大学2018 名古屋大学2018 成城大学2018

7ナスル朝 同志社大学2021 慶應大学2021 立教大学2020 法政大学2020 中央大学2020

7グラナダ 立教大学2021 同志社大学2021 京都大学2014

7アルハンブラ宮殿 同志社大学2021 近畿大学2017

イスラーム世界の拡大
6サーマーン朝 学習院大学2022 立命館大学2021 明治大学2021 法政大学2021 南山大学2021
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7ブハラ 南山大学2022 明治大学2021 青山学院大学2020 同志社大学2019 早稲田大学2019

6カラハン朝 北海道大学2022 青山学院大学2022 関西学院大学2022 中央大学2021 中央大学2021

6トルキスタン 同志社大学2021

6西遼 法政大学2020

3カラキタイ 青山学院大学2022

6耶律大石 青山学院大学2022 学習院大学2016

6ホラズム 慶應大学2022 中央大学2014

7チンギス=ハン

7ガズナ朝 南山大学2022 西南学院大学2022 東京大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021

7ゴール朝 法政大学2021 立命館大学2020 同志社大学2019 東京学芸大学2019

7デリー=スルタン朝 学習院大学2022 青山学院大学2020

7デリー 立命館大学2020 東京学芸大学2019

7奴隷王朝 慶應大学2021 関西大学2018

7アイバク 明治大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2021 立命館大学2020 九州大学2020

4クトゥブ=ミナール 早稲田大学2021 早稲田大学2020 関西大学2018

4ハルジー朝 早稲田大学2020 慶應大学2020 青山学院大学2018

5トゥグルク朝 南山大学2022 法政大学2021 立命館大学2020 関西学院大学2020

7イブン=バットゥータ 法政大学2021 関西大学2021

4サイイド朝 関西学院大学2021 慶應大学2017

6ロディー朝 法政大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 関西大学2020

7バーブル 関西学院大学2016

7ムガル帝国 愛知教育大学2022 立教大学2020 法政大学2020 同志社大学2019 学習院大学2017

6スーフィー 立命館大学2020

4バクティ信仰 学習院大学2011

3ヨーガ

6ヴィジャヤナガル王国 関西学院大学2022 慶應大学2021 南山大学2020 立教大学2019 同志社大学2019
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7マラッカ王国 南山大学2022 関西大学2021 同志社大学2019 九州大学2018

3バンテン王国 関西学院大学2022

6マタラム王国 同志社大学2019

5アチェ王国 南山大学2022 東京大学2022 京都大学2011

イスラーム世界の拡大
6クシュ王国 学習院大学2022 立命館大学2020 新潟大学2020 慶應大学2020 法政大学2019

6メロエ 学習院大学2022 立命館大学2020 同志社大学2020 新潟大学2020

6アクスム王国 東京大学2022 西南学院大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020 高崎経済大学2020

6エチオピア 学習院大学2022 法政大学2019 京都大学2013

7ガーナ王国 西南学院大学2021 立命館大学2020 立教大学2020 同志社大学2020 中央大学2020

7ニジェール川 学習院大学2022 西南学院大学2021 法政大学2020 上智大学2018 近畿大学2018

6サハラ縦断貿易 早稲田大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 立命館大学2020 上智大学2020

6サハラ砂漠

3ラクダ 高崎経済大学2020

7マリ王国 南山大学2022 名古屋大学2021 法政大学2020 成城大学2018 南山大学2017

6マンサ=ムーサ 早稲田大学2022 関西学院大学2022 中央大学2021 青山学院大学2021 西南学院大学2021

7トンブクトゥ 長崎大学2022 青山学院大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 青山学院大学2021

7イブン=バットゥータ 青山学院大学2021 西南学院大学2021

7ソンガイ王国 学習院大学2022 青山学院大学2021 関西学院大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020

5ザンベジ川 慶應大学2021

6ジンバブエ 同志社大学2019 学習院大学2019 成城大学2015 甲南大学2014

6モノモタパ王国 明治大学2022 西南学院大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020 法政大学2019

6象牙

4スワヒリ文化 中央大学2021 立教大学2019 慶應大学2015

7スワヒリ語 南山大学2022 九州大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2021 西南学院大学2021

5バントゥー語 学習院大学2022 学習院大学2021

7キルワ 南山大学2022 中央大学2021 同志社大学2020 上智大学2020 津田塾大学2018
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6マリンディ 法政大学2019 慶應大学2019 関西学院大学2019 近畿大学2018 上智大学2017

7鄭和

5ザンジバル 関西学院大学2021 関西大学2020 明治大学2016

3モガディシュ 法政大学2016

5モンバサ 立命館大学2020 慶應大学2019 法政大学2016

第13章 イスラーム世界の繁栄
イスラーム世界の繁栄

7ティムール帝国 慶應大学2021 西南学院大学2020 高崎経済大学2020 京都大学2015 京都大学2005

7ティムール 東京都立大学2022 愛知教育大学2022 立命館大学2020 同志社大学2020 関西大学2020

4西チャガタイ=ハン 早稲田大学2018 京都大学2014

7サマルカンド 学習院大学2022 立命館大学2021 西南学院大学2020 早稲田大学2018 関西大学2017

7アンカラの戦い 法政大学2022 愛知教育大学2022 立命館大学2020 中央大学2020 西南学院大学2020

3ヘラート 関西学院大学2022 法政大学2021 慶應大学2020 立教大学2018 学習院大学2018

4ウルグ=ベク 立教大学2022 同志社大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 中央大学2021

6ウズベク人 学習院大学2020 上智大学2019 法政大学2017 東京外国語大学2017 慶應大学2017

5ブハラ=ハン国 慶應大学2021

5ヒヴァ=ハン国 慶應大学2021 同志社大学2642018

5コーカンド=ハン国 立命館大学2021 学習院大学2020 立教大学2017 京都大学2010

イスラーム世界の繁栄
7サファヴィー朝 立命館大学2022 西南学院大学2022 神戸市外国語大

学
2022 京都大学2022 法政大学2021

6イスマーイール１世 神戸市外国語大
学

2022 西南学院大学2020 上智大学2019 明治大学2017 中央大学2017

6タブリーズ 神戸市外国語大
学

2022 慶應大学2022 立命館大学2021 慶應大学2021 上智大学2019

6シャー 明治大学2021 西南学院大学2020 上智大学2019 法政大学2017

6十二イマーム派 明治大学2021 中央大学2021 中央大学2021 高崎経済大学2017 京都大学2017

7シーア派 神戸市外国語大
学

2022 愛知教育大学2022

7アッバース１世 神戸市外国語大
学

2022 愛知教育大学2022 慶應大学2021 法政大学2020 青山学院大学2020

7イスファハーン 神戸市外国語大
学

2022 愛知教育大学2022 中央大学2021 立教大学2020 関西大学2020
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6「イスファハーンは世界の半分」 中央大学2021

5イマームのモスク 神戸市外国語大
学

2022 愛知教育大学2022 上智大学2019 青山学院大学2016

6ホルムズ島 西南学院大学2021 学習院大学2021 同志社大学2019 上智大学2019 上智大学2019

4アルメニア商人 慶應大学2022

イスラーム世界の繁栄
7オスマン帝国 学習院大学2022 同志社大学2021 法政大学2020 同志社大学2019 上智大学2019

4アドリアノープル 法政大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2020 立命館大学2019 西南学院大学2017

4エディルネ 同志社大学2021 愛知教育大学2020 法政大学2019 同志社大学62016 京都大学2007

3コソヴォの戦い 立命館大学2022 法政大学2022 立教大学2017 青山学院大学2016

6バヤジット１世 法政大学2022 学習院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 法政大学2019

5ニコポリスの戦い 法政大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 関西大学2021 学習院大学2020

7メフメト２世 立命館大学2022 法政大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 関西大学2022

7イスタンブル 立命館大学2022 南山大学2022 法政大学2019 南山大学2019 南山大学2019

3クリム=ハン国 立命館大学2022 学習院大学2022 立教大学2019 慶應大学2018 早稲田大学2007

7セリム１世 法政大学2022 立命館大学2021 立教大学2021 東京都立大学2019 西南学院大学2018

4スルタン=カリフ制

7マムルーク朝征服 青山学院大学2022 慶應大学2021 関西大学2021

7スレイマン１世 法政大学2022 中央大学2022 西南学院大学2022 神戸市外国語大
学

2022 明治大学2021

7第１次ウィーン包囲 西南学院大学2022 関西大学2022 北海道大学2021 関西大学2021 立教大学2020

5フランソワ１世 関西学院大学2021 東京都立大学2019

7カール５世 神戸市外国語大
学

2022 神戸市外国語大
学

2022

7カピチュレーション 法政大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 中央大学2020 立教大学2019

6第２次ウィーン包囲 法政大学2021 青山学院大学2016 京都大学2011

6プレヴェザの海戦 法政大学2022 西南学院大学2022 立教大学2021 同志社大学2020 東京都立大学2019

7レパントの海戦 立命館大学2022 法政大学2022 東京外国語大学2017 成城大学2016

6カルロヴィッツ条約 法政大学2022 西南学院大学2022 北海道大学2021 関西大学2021 立教大学2020

5ティマール 立教大学2021 西南学院大学2020 学習院大学2020 慶應大学2019 立命館大学2017
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3デヴシルメ制 法政大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 南山大学2021 早稲田大学2021

7イェニチェリ 同志社大学2021 学習院大学2020 東京都立大学2019 東京外国語大学2014 京都大学2007

4ミッレト 法政大学2022 西南学院大学2022 京都大学2020 学習院大学2018 立教大学2016

イスラーム世界の拡大
7バーブル 関西大学2022 明治大学2021 法政大学2021 西南学院大学2021 早稲田大学2020

3カーブル 関西大学2020 慶應大学2017 慶應大学2017

3パーニーパット 南山大学2022 西南学院大学2021 慶應大学2021 早稲田大学2020 西南学院大学2018

7デリー 明治大学2022 京都大学2013

3『バーブル=ナーマ』 早稲田大学2021 京都大学2021 愛知教育大学2020 西南学院大学2018 学習院大学2017

7アクバル 東京都立大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021 青山学院大学2020

7アグラ 法政大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2018 近畿大学2018

7ラージプート 学習院大学2021 学習院大学2020 中央大学2019 慶應大学2019 明治学院大2007

7人頭税（ジズヤ）の廃止 立教大学2020 関西大学2020 学習院大学2020

5マンサブダール 立教大学2022 西南学院大学2021 明治大学2020 京都大学2020 学習院大学2020

6シャー=ジャハーン 南山大学2022 南山大学2022 早稲田大学2020 関西大学2020 関西大学2020

7タージ=マハル 学習院大学2020

7アウラングゼーブ 学習院大学2021 青山学院大学2020 関西大学2020 関西大学2020 中央大学2019

7人頭税（ジズヤ）の復活

5マラーター王国 明治大学2022 東京都立大学2022 西南学院大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020

7シク教 早稲田大学2018

7綿織物 西南学院大学2021 慶應大学2021 島根県立大学2020 青山学院大学2020 東京外国語大学2011

6マドラス 明治大学2022 明治大学2022 西南学院大学2021 島根県立大学2020 東京外国語大学2017

6ボンベイ 島根県立大学2020

5カルカッタ 島根県立大学2020 京都大学2013

6ポンディシェリ 東京大学2015 東京外国語大学2011

5シャンデルナゴル 関西大学2020
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イスラーム文化

3固有の学問 成城大学2012

3外来の学問

7ギリシア語翻訳 京都大学2012

7アラビア語 名古屋大学2021 同志社大学2021

7シャリーア 明治大学2019 西南学院大学2018

4ハディース 立教大学2022 学習院大学2021 立命館大学2020 明治大学2019 明治大学2019

3スンナ 津田塾大学2013

7ウラマー 同志社大学2022 同志社大学2020

7マドラサ 学習院大学2021 同志社大学372016

4ガザーリー 南山大学2022 慶應大学2022 東京大学2020 明治大学2019 慶應大学2017

7スーフィズム 京都大学2020 明治大学2019

6スーフィー 南山大学2022 中央大学2021 明治大学2019 北海道大学2019 学習院大学2019

7神秘主義教団

7イブン=ハルドゥーン 東京大学2022 京都大学2022 南山大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021

6『世界史序説』 北海道大学2022 慶應大学2020 早稲田大学2019 法政大学2017

6ラシード=アッディーン 明治大学2021 同志社大学2020

6『集史』 西南学院大学2021 明治大学2019 南山大学2019 関西学院大学2017 東京大学2010

7イブン=シーナー 立教大学2022 同志社大学2022 京都大学2022 西南学院大学2021 関西学院大学2020

6アヴィケンナ

7イブン=ルシュド 慶應大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 早稲田大学2020 新潟大学2020

6アヴェロエス 立教大学2020

7アリストテレス 慶應大学2019 京都大学2018 東京大学2003

6アラビア数字

7ゼロの概念 立教大学2011

4フワーリズミー 立命館大学2021 早稲田大学2021 関西学院大学2017 京都大学2012

6ウマル=ハイヤーム 同志社大学2022 立命館大学2021 学習院大学2019 京都大学2014
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5錬金術 立命館大学2005

3『医学典範』 西南学院大学2017

7イブン=バットゥータ 立教大学2021 九州大学2019 明治大学2016 中央大学2016

6『旅行記』

7『千夜一夜物語』 中央大学2021

7『アラビアン=ナイト』 学習院大学2019 中央大学2014

4ペルシア語 同志社大学2022 早稲田大学2018

4フィルドゥーシー 学習院大学2022 西南学院大学2021 法政大学2020 京都大学2019 京都大学2019

4『シャー=ナーメ』 北海道大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 南山大学2021 関西学院大学2021

6ウマル=ハイヤーム 同志社大学2020 同志社大学3352014

6『ルバイヤート』 西南学院大学2021 京都大学2014

5ミナレット 早稲田大学2021 西南学院大学2020 関西大学2020 上智大学2017 津田塾大学2013

3ドーム

4岩のドーム

3コルドバの大モスク

6キャラヴァンサライ

6バザール

7モスク 東京大学2018 東京女子大2010

7アルハンブラ宮殿 法政大学2020 同志社大学2020 立命館大学2018 北海道大学2015

7アラベスク 立命館大学2021 西南学院大学2021 津田塾大学2013

7ミニアチュール 立命館大学2018

5細密画

4イラン=イスラーム文化

5トルコ=イスラーム文化 立教大学2013 京都大学2012

7スレイマン=モスク 関西学院大学2019 青山学院大学2016

6トプカプ宮殿 法政大学2022 中央大学2022 駒澤大学2011
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5インド=イスラーム文化

7ウルドゥー語 東京都立大学2022 立教大学2021 同志社大学2020 立命館大学2018 東京大学2018

6ヒンディー語

7ペルシア語 立教大学2019

3ムガル絵画 明治学院大2007

3カビール 法政大学2013

6ナーナク 法政大学2021 青山学院大学2020 京都大学2020 関西大学2020 明治大学2018

7シク教 立命館大学2018 東京大学2016

4クトゥブ=ミナール

7タージ=マハル 九州大学2020 京都府立大学2020 関西大学2020 立命館大学2018 東京外国語大学2014

第14章 西ヨーロッパ世界の成立
西ヨーロッパ世界の成立

7ゲルマン人 東京学芸大学2020 立命館大学2018 成城大学2018 立教大学2010

7ケルト人 立命館大学2022 明治大学2022 東京学芸大学2020 西南学院大学2018 京都大学2017

4民会 立命館大学2018 京都大学2017

7カエサル

7『ガリア戦記』 北海道大学2021

7タキトゥス 愛知教育大学2021 立命館大学2018

7『ゲルマニア』 北海道大学2021

6ライン川・ドナウ川 明治大学2022 関西大学2019 慶應大学2018

7ゲルマン人の大移動 関西大学2020

7フン人 東京学芸大学2022 南山大学2021 同志社大学2021 愛知教育大学2021 法政大学2020

5東ゴート人 同志社大学2021 関西大学2019

6西ゴート人 立命館大学2022 同志社大学2021 関西大学2021 西南学院大学2020 関西大学2019

6ドナウ川 明治大学2022

6アッティラ 愛知教育大学2021 立教大学2020 法政大学2020 京都大学2019 立教大学2018
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4カタラウヌムの戦い 明治大学2022 中央大学2022 中央大学2022 南山大学2021 青山学院大学2020

6オドアケル 西南学院大学2022 愛知教育大学2021 立教大学2020 法政大学2020 関西学院大学2019

7西ローマ帝国の滅亡 中央大学2021 青山学院大学2020 高崎経済大学2020

6西ゴート王国 中央大学2022 立教大学2020 東京学芸大学2020 関西大学2020 早稲田大学2019

5トレド 関西大学2020 立教大学2018 慶應大学2016 関西学院大学2016

6ヴァンダル王国 立命館大学2022 中央大学2022 立教大学2021 同志社大学2021 法政大学2020

5ブルグンド 中央大学2022 学習院大学2021 立命館大学2018 明治大学2018

4七王国 立命館大学2018

3ウェセックス 慶應大学2019

3ヘプターキー 成城大学2018 近畿大学2017

5アングロ=サクソン人 同志社大学2022 関西大学2016

4アングル人

5ブリタニア

6ウェールズ 立命館大学2017

5ブルターニュ半島 立命館大学2018 青山学院大学2012

7イングランド王国

4スコットランド 東京学芸大学2020

7アイルランド 関西大学2017 京都大学2003

6東ゴート王国 中央大学2022 青山学院大学2020 東京都立大学2018

5テオドリック 青山学院大学2020 立教大学2019 南山大学2019 立命館大学2018 早稲田大学2017

5ランゴバルド王国 東京学芸大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 南山大学2021 愛知教育大学2021

西ヨーロッパ世界の成立
7フランク王国 早稲田大学2021 東京学芸大学2020 青山学院大学2020 関西大学2020 西南学院大学2018

6メロヴィング朝 同志社大学2021 学習院大学2021 同志社大学2019 立命館大学2018 成城大学2018

7クローヴィス 西南学院大学2022 立教大学2020 法政大学2020 同志社大学2020 東京学芸大学2020

7アタナシウス派 立命館大学2022 明治大学2022 明治大学2022 関西学院大学2022 明治大学2020

6宮宰
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6カール=マルテル 明治大学2022 京都府立大学2022 同志社大学2021 同志社大学2020 同志社大学2019

7トゥール=ポワティエ間の戦い 千葉大学2021 慶應大学2021 愛知教育大学2021

6カロリング朝 愛知教育大学2021 西南学院大学2020 慶應大学2020 同志社大学2019 高崎経済大学2017

6ピピン 同志社大学2021 関西大学2020 関西大学2019 近畿大学2018 法政大学2017

6ピピンの寄進 京都府立大学2022

5ラヴェンナ地方 中央大学2022 南山大学2018 近畿大学2018 学習院大学2018 中央大学2016

7教皇領

7カール大帝 新潟大学2019 関西学院大学2019 立命館大学2018 青山学院大学2018

6シャルルマーニュ

7カールの戴冠 愛知教育大学2021 成城大学2016 関西大学2016 新潟大学2012

6レオ３世 同志社大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 関西大学2021

3アーヘン 学習院大学2018 成城大学2016 上智大学2016 京都大学2011

5ザクセン人

5アヴァール人 立教大学2021 同志社大学2020 関西大学2019 慶應大学2018 関西学院大学2018

7『ローランの歌』 南山大学2021 明治大学2019 慶應大学2017 成城大学2016

4ピレネー山脈 慶應大学2021

6伯 学習院大学2018 京都大学2017

6カロリング=ルネサンス 青山学院大学2020

5アルクイン 同志社大学2022 西南学院大学2022 同志社大学2020 学習院大学2020 立命館大学2019

6ヴェルダン条約 九州大学2022 関西大学2022 立命館大学2019 早稲田大学2019 新潟大学2019

7東フランク王国 学習院大学2019

7西フランク王国

6メルセン条約 南山大学2021 立教大学2017 明治大学2017 近畿大学2017 立命館大学2016

5ザクセン朝 同志社大学2022 関西大学2022 中央大学2020 青山学院大学2019 早稲田大学2017

7オットー１世 京都大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 同志社大学2019 上智大学2019

7オットーの戴冠 同志社大学2022 関西大学2016

89



世界史用語出題事例
7神聖ローマ帝国 法政大学2021 西南学院大学2020 関西大学2020

5イタリア政策

3マクデブルク 成城大学2016

7カペー朝 中央大学2021 早稲田大学2020 南山大学2019 関西大学2019 早稲田大学2017

6ユーグ=カペー 新潟大学2019

6パリ伯 青山学院大学2005

西ヨーロッパ世界の成立
7ノルマン人 学習院大学2022 明治大学2019 成城大学2017

6スカンディナヴィア半島 京都府立大学2022

7ヴァイキング 京都府立大学2022 明治大学2016 津田塾大学2015

5デーン人 関西大学2016

5アイスランド

5グリーンランド 慶應大学2014

5北アメリカ

6ルーシ 中央大学2020 成城大学2017

4ドニエプル川 東京大学2019 法政大学2018 慶應大学2018 慶應大学2016

5リューリク 明治大学2021 立教大学2020 慶應大学2018 京都大学2007

6ノヴゴロド国 立教大学2020 上智大学2018

7キエフ公国 明治大学2016 明治大学2016

7ノルマンディー公国 南山大学2019 関西大学2019

5ロロ 京都府立大学2022 西南学院大学2021 早稲田大学2020 立教大学2017 明治大学2016

5アルフレッド大王 同志社大学2021 中央大学2021 明治大学2016 京都大学2009

4カヌート

5クヌート 立命館大学2022 立教大学2022 早稲田大学2022 中央大学2021 南山大学2019

7ノルマン朝 同志社大学2022

7ノルマンディー公ウィリアム 近畿大学2017

3へースティングズの戦い 法政大学2020 慶應大学2019 法政大学2017 明治大学2016
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3ノルマン=コンクェスト 京都府立大学2022 京都大学2021 成城大学2014

7両シチリア王国 京都府立大学2022 同志社大学2021 東京大学2021 東京都立大学2020 九州大学2019

6デンマーク 南山大学2022 関西大学2020 関西大学2020

6カルマル同盟 京都大学2019 関西大学2019 立命館大学2016 立教大学2016 明治大学2016

7同君連合 法政大学2020

4マルグレーテ 立教大学2020 南山大学2019 法政大学2018 近畿大学2017 明治大学2016

6スウェーデン王国 関西大学2019

6ノルウェー王国

西ヨーロッパの封建社会
7騎士

4封建制 成城大学2014 東京学芸大学2009

4恩貸地制 同志社大学2021 西南学院大学2021 中央大学2020 青山学院大学2020 早稲田大学2019

4従士制 同志社大学2021 中央大学2020 学習院大学2020

7封建的主従関係 立教大学2016

3双務的契約

7騎士道 聖心女子大学2011

7荘園制

7領主 東京学芸大学2020

6領主裁判権 千葉大学2009

6不輸不入権 東京学芸大学2020 中央大学2020 立教大学2016 立教大学2016

7農奴 上智大学2019 成城大学2014

7賦役 中央大学2020 上智大学2019 明治学院大2009

7貢納 中央大学2020

4生産物地代

5十分の一税 同志社大学2021 京都大学2019 明治学院大2009

6結婚税

6死亡税
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7領主直営地 東京学芸大学2020 慶應大学2019

7農民保有地

3共同地 明治学院大2009

7ローマ=カトリック 同志社大学2019

5ローマ司教

7ペテロ 明治大学2022 同志社大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 同志社大学2020

4聖職階層制

7教皇

4聖人

3聖母

4コンスタンティノープル教会 明治大学2017

7ギリシア正教会 学習院大学2021 立命館大学2017 東京学芸大学2017

5カルケドン公会議

5グレゴリウス１世 同志社大学2022 青山学院大学2021 早稲田大学2020 青山学院大学2020 明治大学2017

6ゲルマン人への布教 関西大学2017

7ゲルマン人

7ブリテン島 東京学芸大学2022

7レオン３世 南山大学2022 東京学芸大学2022 西南学院大学2022 青山学院大学2020 西南学院大学2020

7聖像禁止令 京都府立大学2022 法政大学2020 同志社大学2020 明治大学2018

7教会の東西分裂 西南学院大学2022 西南学院大学2020 東京大学2000

7修道院

5モンテ=カシノ修道院 立命館大学2022 東京学芸大学2022 関西学院大学2022 関西大学2017 関西学院大学2017

5ベネディクトゥス 同志社大学2022 西南学院大学2022 法政大学2021 同志社大学2020 立教大学2019

4ベネディクト修道会 東京学芸大学2022

5修道士

3「清貧・純潔・服従」 明治大学2017
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5聖ベネディクトゥス会則

5「祈り，働け」 青山学院大学2020 学習院大学2016

7クリュニー修道院 関西大学2022 青山学院大学2020 学習院大学2020 同志社大学2019 京都大学2019

6シトー修道会 立教大学2022 立教大学2020 立命館大学2018 中央大学2017

5托鉢修道会 京都大学2022

6フランチェスコ修道会 学習院大学2019 成城大学2016

6フランチェスコ 関西大学2022 新潟大学2020 関西学院大学2017 京都大学2008

5ドミニコ修道会 南山大学2022 明治大学2020 明治大学2017 学習院大学2016

5ドミニコ

第15章 ビザンツ帝国と東ヨーロッパ世界の成立と発展
ビザンツ帝国と東ヨーロッパ世界の成立

7ビザンツ帝国 同志社大学2021 千葉大学2021 法政大学2020 上智大学2020 京都大学2017

7東ローマ帝国 近畿大学2018 京都大学2005

7コンスタンティヌス帝

6テオドシウス帝

7ユスティニアヌス帝 立教大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 同志社大学2021 早稲田大学2021

6ヴァンダル王国 同志社大学2022 北海道大学2021 西南学院大学2020 関西大学2019 東京都立大学2018

6東ゴート王国 関西大学2022 北海道大学2021 明治大学2019 明治大学2018 立教大学2016

4コンスタンティノープル総主教 東京学芸大学2022

7ハギア=ソフィア聖堂 南山大学2022 関西大学2022 愛知教育大学2021 立教大学2020 京都府立大学2020

5聖ソフィア聖堂 関西大学2019

7『ローマ法大全』 同志社大学2022 法政大学2020 早稲田大学2014

5養蚕 関西大学2022 関西大学2019 同志社大学932016 東京大学2014

4テオドラ

3ヘラクレイオス１世 早稲田大学2018

6テマ制 京都府立大学2022 上智大学2019 南山大学2017 九州大学2015
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7軍管区制

7バルカン半島 同志社大学2022

7小アジア

3聖像崇拝論争

7レオン３世 同志社大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2019 東京都立大学2017 関西学院大学2017

7ウラディミル１世 法政大学2020 立命館大学2019 立教大学2017

5プロノイア制 京都府立大学2022 関西大学2022 西南学院大学2020 学習院大学2020 同志社大学2019

7第４回十字軍 法政大学2017

5ラテン帝国 明治大学2022 青山学院大学2020

7オスマン帝国

ビザンツ帝国と東ヨーロッパ世界の成立
7スラヴ人

5カルパティア山脈 早稲田大学2017

6ウラル山脈 京都大学2010

7東スラヴ人

6ルーシ

6ノヴゴロド国 慶應大学2022 中央大学2018 早稲田大学2016

5リューリク 関西学院大学2022 同志社大学2021 関西学院大学2018 法政大学2017

7キエフ公国 立教大学2018

7ウラディミル１世 早稲田大学2022 明治大学2021 法政大学2018 慶應大学2018 関西学院大学2018

7キプチャク=ハン国 同志社大学2022 西南学院大学2021 青山学院大学2020 京都大学2010

7バトゥ 同志社大学2021 上智大学2019 関西学院大学2018 成城大学2017 立命館大学2016

5「タタールのくびき」 同志社大学2022 中央大学2020 成城大学2017

7ロシア人

6キリル文字 立命館大学2022 同志社大学2022 立教大学2020 法政大学2020 京都大学2020

4ウクライナ人 立命館大学2005

7モスクワ大公国 青山学院大学2022 法政大学2021 立教大学2020 学習院大学2019 同志社大学2632018
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7イヴァン３世 同志社大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 明治大学2021 立教大学2020

7ツァーリ 京都大学2021 明治大学2020 成城大学2017

7モスクワ

7イヴァン４世 明治大学2021 関西大学2020 青山学院大学2016 京都大学2010

6雷帝

5ロシア正教 立教大学2003

6コサック 立命館大学2019 慶應大学2018 京都大学2010

4イェルマーク 法政大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2021 立命館大学2019 立教大学2019

7西スラヴ人 同志社大学3372012

7ポーランド人 関西大学2020 慶應大学2018

7チェック人 同志社大学2019 京都大学2010

4スロヴァキア人

7バトゥ 青山学院大学2016

3リーグニッツの戦い

6ワールシュタットの戦い 中央大学2018

7ヤゲウォ朝 慶應大学2022 関西大学2022 学習院大学2019 中央大学2018 明治大学2017

4ヤゲロー朝

5リトアニア=ポーランド王国 明治学院大2016

6ドイツ騎士団 明治学院大2016

3モラヴィア国 立教大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2016

3キュリロス兄弟 京都大学2010

7ベーメン王国 慶應大学2020 青山学院大学2019 上智大学2012

6ボヘミア王国

6カール４世 京都大学2022 関西大学2021 立教大学2020 西南学院大学2020 慶應大学2013

6リトアニア大公国 青山学院大学2020 慶應大学2018

5リトアニア人 青山学院大学2017
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3バルト語 南山大学2019

6南スラヴ人

7セルビア人 関西学院大学2021 関西大学2017

7クロアティア人 早稲田大学2021 同志社大学3382012

5スロヴェニア人

6ブルガール人 同志社大学2022 関西大学2022 西南学院大学2020 聖心女子大学2011 京都大学2009

7マジャール人 関西大学2022 関西大学2021 関西学院大学2021 同志社大学2020 中央大学2018

3ウラル語系 立教大学2020 立命館大学2012

6ハンガリー王国 成城大学2016

5パンノニア 明治大学2022 青山学院大学2020 立命館大学2016

3ルーマニア人

3ワラキア公国 中京大学2008

3モルダヴィア公国 立教大学2021

第16章 西ヨーロッパ世界の発展
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7三圃制 中央大学2011

6秋耕地

6春耕地

6休耕地

6重量有輪犂 東京都立大学2020 中央大学2017 西南学院大学2017 早稲田大学2016 京都大学2015

6水車

3鉄製農具 上智大学2019

3開放耕地

3大開墾 京都大学2021

6シトー修道会 同志社大学2021 九州大学2021 京都大学2021 明治大学2020 立教大学2014

4干拓

96



世界史用語出題事例
5「ベリー公の豪華時禱書」 立命館大学2022 学習院大学2021 学習院大学2017

7レコンキスタ 関西大学2022 愛知教育大学2021 法政大学2013

7東方植民 中央大学2017

7両シチリア王国

7クリュニー修道院 関西大学2016

7聖職叙任権 関西大学2017

6聖職売買 名古屋大学2020

6聖職者の妻帯 名古屋大学2020

7グレゴリウス７世 関西大学2022 学習院大学2022 関西大学2020 同志社大学2019 関西大学2019

6叙任権闘争 立命館大学2016

7ハインリヒ４世 関西大学2022 立命館大学2019 明治大学2017 東京学芸大学2017 法政大学2016

7破門

7カノッサの屈辱 青山学院大学2020 成城大学2016

5ヴォルムス協約 立教大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019 学習院大学2017 学習院大学2016

7ウルバヌス２世 法政大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2022 九州大学2022 明治大学2021

7クレルモン宗教会議 明治大学2022 法政大学2022 南山大学2022 九州大学2022 京都府立大学2022

7十字軍 東京都立大学2015 京都大学2015

4教会法

7インノケンティウス３世 南山大学2022 関西大学2022 北海道大学2021 早稲田大学2020 西南学院大学2020

4首位権

3ラテラノ公会議 学習院大学2018

5カタリ派 法政大学2021 西南学院大学2021 関西大学2017 青山学院大学2016 法政大学2015

5アルビジョワ派 立命館大学2021 近畿大学2018 法政大学2017 立教大学2016 学習院大学2016

5アルビジョワ十字軍 上智大学2019 名古屋大学2018 学習院大学2018

6フランチェスコ修道会

5サンティアゴ=デ=コンポステラ 関西学院大学2020 立命館大学2018 法政大学2017 成城大学2017 慶應大学2017
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6巡礼の流行

7第１回十字軍

7イェルサレム王国 同志社大学852016 青山学院大学2016 京都大学2008

3第２回十字軍

7第３回十字軍 立命館大学2022 学習院大学2019

7アイユーブ朝 中央大学2017 成城大学2017

7サラディン 西南学院大学2022 京都大学2009

4リチャード１世 法政大学2022 南山大学2022 西南学院大学2022 立命館大学2019 関西大学2019

6フィリップ２世 南山大学2022 近畿大学2018 学習院大学2018

7第４回十字軍 学習院大学2018 青山学院大学2017 成城大学2017

7ヴェネツィア 法政大学2021 青山学院大学2020 学習院大学2020 東京学芸大学2016 東京大学2002

7コンスタンティノープル 青山学院大学2020 関西大学2020

5ラテン帝国 同志社大学2022 北海道大学2021 明治大学2018 成城大学2017 立教大学2016

3少年十字軍

4フリードリヒ２世 南山大学2022 西南学院大学2022 法政大学2020 関西学院大学2020 中央大学2019

3第６回十字軍

5ルイ９世 北海道大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 法政大学2020

4第７回十字軍

3アッコン 南山大学2022 西南学院大学2022 立命館大学2021 近畿大学2018 東京都立大学2017

3テンプル騎士団 立教大学2019 学習院大学2018 立命館大学2016

3ヨハネ騎士団 立命館大学2022 学習院大学2022 成城大学2017 上智大学2016 京都大学2016

6ドイツ騎士団 同志社大学2021 関西大学2016

6ユダヤ人迫害

3ラテラノ公会議 学習院大学2013

6ゲットー 慶應大学2020 京都大学2013

4宗教騎士団
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西ヨーロッパ世界の発展

7遠隔地商業

7貨幣経済の普及 関西学院大学2008

6自治都市 高崎経済大学2016

5特許状

4コムーネ 南山大学2021 立教大学2020 西南学院大学2017 成城大学2016

4自由都市

4帝国都市

4「都市の空気は自由にする」 慶應大学2016 東京大学2011

4司教座都市

6自治権

5都市同盟

6ロンバルディア同盟 早稲田大学2022 京都大学2022 南山大学2021 西南学院大学2020 立命館大学2019

6ミラノ 立命館大学2022 早稲田大学2019 上智大学2019 京都大学2003

7ハンザ同盟 明治大学2021 法政大学2019 関西大学2019 青山学院大学2018 青山学院大学2017

7リューベック 関西大学2022 立教大学2021 同志社大学2021 法政大学2017 早稲田大学2017

7ハンブルク 立命館大学2018 西南学院大学2017

4ブレーメン 立教大学2020

7ギルド 学習院大学2020 学習院大学2019 立命館大学2016 成城大学2016 京都大学2006

6商人ギルド

4市参事会 立命館大学1996

6同職ギルド 名城大2015 京都大学2012

5ツンフト 立命館大学2022 立命館大学2022

4ツンフト闘争 同志社大学2021 学習院大学2020 立教大学2019 立教大学2016 東京大学2014

7親方 京都大学2015 聖心女子大学2008 成城大学2001

6職人

5徒弟
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5東方貿易 立命館大学2017 法政大学2016 東京大学2009

6イタリア商人

7黒海 同志社大学2022

7ジェノヴァ 西南学院大学2022 関西大学2022 同志社大学2020 青山学院大学2020 上智大学2019

7ヴェネツィア 早稲田大学2021 関西大学2021 同志社大学2020 関西大学2020 立教大学2019

7ピサ 立命館大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2022 関西大学2019

7フィレンツェ 立命館大学2013

7毛織物 中央大学2022 学習院大学2022 慶應大学2021 学習院大学2019 関西大学2018

7メディチ家 京都大学2019 立教大学2016 上智大学2016

6ミラノ 学習院大学2016 法政大学2010

6北海・バルト海商業圏 学習院大学2017 國學院大學2010

7ハンブルク 学習院大学2022

4ブレーメン

7リューベック 京都大学2016

7フランドル地方 同志社大学2022 明治大学2021 東京都立大学2020

5ブリュージュ 西南学院大学2021 学習院大学2021 学習院大学2021 関西大学2020 成城大学2018

4ガン 明治大学2021 慶應大学2019

5アントウェルペン 中央大学2020 立教大学2016

6シャンパーニュ地方 早稲田大学2022 中央大学2021 早稲田大学2019 立命館大学2018 明治大学2016

7アウクスブルク 立教大学2022 中央大学2021 西南学院大学2021 上智大学2020 関西学院大学2020

6フッガー家 中央大学2021 早稲田大学2019 東京外国語大学2017 中央大学2017 成城大学2016

3キエフ

中世ヨーロッパ文化
7ラテン語 同志社大学2022 立命館大学2021 同志社大学2020 青山学院大学2020 学習院大学2019

612世紀ルネサンス 同志社大学2022 立命館大学2018 東京大学2005

6イベリア半島 慶應大学2021

5トレド 明治大学2022 同志社大学2022 早稲田大学2022 青山学院大学2022 京都大学2021
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6シチリア島 明治大学2016

6ラテン語翻訳 京都大学2012

7神学

6アウグスティヌス 明治大学2021 東京都立大学2018 成城大学2017

5アルクイン 南山大学2018 西南学院大学2017

6カロリング=ルネサンス 学習院大学2020 中央大学2018 同志社大学882016 京都大学2013

6スコラ学 法政大学2021 明治大学2019 西南学院大学2017 慶應大学2012

4アンセルムス 慶應大学2021 学習院大学2020 関西大学2019 関西学院大学2018 明治大学2017

4実在論 学習院大学2020 同志社大学2019 関西大学2016

5アベラール 学習院大学2021 明治大学2017 慶應大学2017 立命館大学2016

4唯名論 西南学院大学2022 西南学院大学2017 上智大学2017

3普遍論争 立教大学2022

7トマス=アクィナス 同志社大学2022 西南学院大学2022 立教大学2021 名古屋大学2021 中央大学2021

7アリストテレス 西南学院大学2022 中央大学2021 慶應大学2021 同志社大学2019 中央大学2018

7『神学大全』 立命館大学2016

5ロジャー=ベーコン 法政大学2022 同志社大学2022 関西大学2022 中央大学2021 早稲田大学2021

4ウィリアム=オブ=オッカム 名古屋大学2020

3３学部 慶應大学2016

3自由７科 西南学院大学2022 法政大学2021 慶應大学2017 慶應大学2016 京都大学2001

4サレルノ大学 関西学院大学2018 明治大学2017 法政大学2017 西南学院大学2017

7ボローニャ大学 関西大学2022 立教大学2020 京都府立大学2020 学習院大学2020 学習院大学2019

6パリ大学 立命館大学2021 法政大学2021 慶應大学2016

6オクスフォード大学 立命館大学2022 法政大学2022 西南学院大学2022 名古屋大学2020 上智大学2020

7吟遊詩人 法政大学2019

7『ニーベルンゲンの歌』

7騎士道物語 立命館大学2018
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7『ローランの歌』 立命館大学2022 上智大学2020 立教大学2017 立教大学2017 明治大学2017

7『アーサー王物語』 西南学院大学2021 青山学院大学2020 関西大学2020 立命館大学2017

5ビザンツ様式 中央大学2016

7モザイク壁画 近畿大学2018 早稲田大学2016

7サン=ヴィターレ聖堂 早稲田大学2020 中央大学2018 上智大学2017

6ラヴェンナ 明治大学2022 西南学院大学2022 早稲田大学2021 愛知教育大学2021 慶應大学2016

7ハギア=ソフィア聖堂 中央大学2018

7ロマネスク様式 西南学院大学2022 中央大学2021 青山学院大学2020 西南学院大学2020 同志社大学2872018

6ピサ大聖堂 同志社大学2022

7クリュニー修道院

7ゴシック様式 関西大学2022 中央大学2021 中央大学2021 早稲田大学2021 立命館大学2018

7ステンドグラス 青山学院大学2020

6ノートルダム大聖堂 中央大学2021

6シャルトル大聖堂 関西大学2020 関西大学2017

6ケルン大聖堂 同志社大学2022 立命館大学2016 関西大学2016

4ビザンツ文化

7ギリシア正教会

6イコン 津田塾大学2018

7ギリシア語 明治大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 関西大学2017

7ハギア=ソフィア聖堂 同志社大学2022 九州大学2020 京都大学2008

第17章 西ヨーロッパ世界の変動
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7ペスト 早稲田大学2022 慶應大学2019 同志社大学2882018 中央大学2016 京都大学2010

7黒死病 同志社大学2022 立命館大学2021 北海道大学2014

4生産物地代

6貨幣地代 成城大学2016
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3教区教会

6自営農民

6独立自営農民

6ヨーマン 明治大学2021 同志社大学2021 京都大学2021 早稲田大学2019 近畿大学2018

6農民一揆

7百年戦争 京都大学2021 立命館大学2018 京都大学2012 東京都立大学2009

7ジャックリーの乱 同志社大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 早稲田大学2021 愛知教育大学2020

7ワット=タイラーの乱 立命館大学2022 同志社大学2021 関西大学2020 愛知教育大学2020 早稲田大学2018

7ジョン=ボール 関西学院大学2022 西南学院大学2021 中央大学2020 立教大学2019 早稲田大学2019

7ウィクリフ 同志社大学2021 立命館大学2018

7「アダムが耕しイヴが紡いだとき，
だれが貴族であったか」

3廷臣

6身分制議会 成城大学2016

6ボニファティウス８世 中央大学2022 青山学院大学2022 名古屋大学2020 近畿大学2018 南山大学2016

6フィリップ４世 中央大学2022 青山学院大学2022 関西大学2020 関西学院大学2020 学習院大学2019

7三部会 青山学院大学2022 立命館大学2017

7「教皇のバビロン捕囚」 学習院大学2016

7アヴィニョン 慶應大学2022 東京都立大学2020 高崎経済大学2020 立命館大学2016 京都大学2015

5大シスマ 学習院大学2022 法政大学2019 学習院大学2019 法政大学2015

7教会大分裂

7ウィクリフ 大阪大学2021 名古屋大学2020 関西学院大学2017 京都大学2012

7フス 大阪大学2021 名古屋大学2020 学習院大学2020 上智大学2019 関西大学2016

6コンスタンツ公会議 法政大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 名古屋大学2020

6フス戦争 東京都立大学2021 関西大学2008

6ボヘミア（ベーメン） 京都大学2012

西ヨーロッパ諸国の情勢
7ノルマンディー公ウィリアム 立教大学2020
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3ノルマン=コンクェスト 京都大学2021

7ノルマン朝 関西大学2021 立命館大学2020

6ウィリアム１世 立命館大学2022 南山大学2022 関西大学2019

6プランタジネット朝 立教大学2022 同志社大学2022 中央大学2021 関西大学2021 立命館大学2020

6ヘンリ２世 立命館大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 早稲田大学2021 関西大学2021

4アンジュー伯 西南学院大学2021

4リチャード１世 法政大学2020

7ジョン王 青山学院大学2020 東京外国語大学2019 関西学院大学2019 北海道大学2006

7インノケンティウス３世 早稲田大学2021 法政大学2020 中央大学2016

7大憲章 中央大学2021 学習院大学2021 関西大学2016

7マグナ=カルタ 立命館大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 高崎経済大学2016

4ヘンリ３世 立命館大学2022 西南学院大学2021 法政大学2020 南山大学2014

6シモン=ド=モンフォール 青山学院大学2020 立教大学2016 立教大学2016

6イギリス議会の起源

7エドワード１世 立命館大学2022 関西学院大学2021 法政大学2020 関西大学2019 近畿大学2018

7模範議会 西南学院大学2021 青山学院大学2020 京都大学2015

6エドワード３世 同志社大学2021 関西大学2021 明治大学2020 慶應大学2020 関西大学2020

3二院制

7上院

5貴族院 上智大学2003

7下院

5庶民院

7カペー朝 明治大学2022 立命館大学2021 関西大学2021 慶應大学2020 関西大学2020

6フィリップ２世 同志社大学2021 早稲田大学2021 法政大学2020 関西大学2019 立命館大学2018

5ルイ９世 法政大学2015

6フィリップ４世 関西学院大学2021 関西大学2019 立命館大学2018 西南学院大学2017 成城大学2016
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7三部会 青山学院大学2016 法政大学2015

6アナーニ事件 法政大学2015

7アヴィニョン 学習院大学2020

6ヴァロワ朝 立教大学2022 関西大学2022 愛知教育大学2022 明治大学2021 早稲田大学2021

7フランドル地方 法政大学2020 慶應大学2016

3ギュイエンヌ 立命館大学2021 法政大学2020 成城大学2018

6クレシーの戦い 立命館大学2021 同志社大学2021 法政大学2020 学習院大学2020 南山大学2019

4長弓兵 立命館大学2021

7シャルル７世 立命館大学2021 明治大学2021 関西大学2021 関西大学2017 関西大学2016

7ジャンヌ=ダルク

6オルレアン 同志社大学2021 西南学院大学2021 法政大学2020

3ランス 法政大学2020

4ブルゴーニュ公 早稲田大学2022 立命館大学2021

4カレー 西南学院大学2021 学習院大学2021 立教大学2020 慶應大学2019 関西大学2018

7バラ戦争 立命館大学2022 立命館大学2017 青山学院大学2016 新潟大学2015

6ランカスター家 立教大学2022 西南学院大学2021 関西学院大学2021 学習院大学2021 立命館大学2020

6ヨーク家 立教大学2022

6ヘンリ７世 同志社大学2022

7テューダー朝 立命館大学2022 立教大学2022 関西学院大学2018 早稲田大学2016

西ヨーロッパ諸国の情勢
5イタリア政策 近畿大学2017 成城大学2016

4シュタウフェン朝 学習院大学2022 関西大学2021 西南学院大学2020 立命館大学2019 学習院大学2019

7東方植民

6エルベ川 明治大学2022 西南学院大学2022 南山大学2019 関西大学2019 青山学院大学2017

6大空位時代 立命館大学2019 京都大学2015

6金印勅書 立命館大学2021 学習院大学2020 成城大学2018 近畿大学2017 立命館大学2016

7領邦 東北学院大学2011
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3トリーア大司教 立教大学2022

3ケルン大司教

3マインツ大司教

3ライン宮中伯

3ザクセン大公

6カール４世 南山大学2022 上智大学2020 南山大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2018

7選帝侯 西南学院大学2020 学習院大学2020

7ハプスブルク家 京都大学2020 東京都立大学2019 近畿大学2017 法政大学2015

7スイス 西南学院大学2020 立命館大学2013

7両シチリア王国

4シュタウフェン朝 早稲田大学2020 慶應大学2015

4アンジュー家 京都大学2014

7シチリア王国 慶應大学2017

5ナポリ王国 学習院大学2022 京都大学2018 早稲田大学2017 青山学院大学2017

7教皇領

6皇帝党

5ギベリン 同志社大学2022 立命館大学2021 西南学院大学2017

6教皇党

5ゲルフ 関西大学2019

7ルネサンス

7国土回復運動

7レコンキスタ 慶應大学2022 同志社大学2020 早稲田大学2020 明治大学2016 明治大学2015

7カスティリャ王国 西南学院大学2022 同志社大学2021 法政大学2020 立命館大学2018 東京都立大学2017

7アラゴン王国 青山学院大学2022 同志社大学2021 慶應大学2021 学習院大学2021 法政大学2020

7ポルトガル王国 法政大学2020 早稲田大学2020 京都大学2014

7スペイン王国 京都大学2009 京都大学2009 京都大学2009
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7イサベル 立命館大学2021 中央大学2020 慶應大学2020 東京都立大学2017 京都大学2016

6フェルナンド 同志社大学2020 中央大学2020 立命館大学2019 明治大学2019 同志社大学2582018

7グラナダ 中央大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 関西大学2021 同志社大学2020

4ジョアン２世 慶應大学2022 法政大学2021 南山大学2021 関西学院大学2021 中央大学2020

ルネサンス（文芸復興）
7ルネサンス 愛知教育大学2018

3パトロン

7フィレンツェ 明治大学2021 同志社大学2020 学習院大学2019 関西大学2017

7メディチ家 青山学院大学2018 法政大学2016

7人文主義 法政大学2022 中央大学2021 同志社大学2302017 明治学院大2016 中央大学2016

6ヒューマニズム 明治大学2016

7ダンテ 立命館大学2022 同志社大学2022 関西学院大学2022 関西大学2018 法政大学2017

7『神曲』 中央大学2021 中央大学2021 立命館大学2019 成城大学2017 法政大学2016

6トスカナ語 明治大学2022 立教大学2021 西南学院大学2020 学習院大学2020 関西大学2017

5ペトラルカ 名古屋大学2020 同志社大学2020 中央大学2020 青山学院大学2019 明治大学2017

3『叙情詩集』 学習院大学2019 立命館大学2016 中央大学2016

7ボッカチオ 同志社大学2022 同志社大学2020 愛知教育大学2020 法政大学2018 関西学院大学2018

7『デカメロン』 法政大学2022 立教大学2021 早稲田大学2021 慶應大学2021 愛知教育大学2020

7マキァヴェリ 法政大学2022 慶應大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2020 学習院大学2020

7『君主論』 立教大学2022 法政大学2020 西南学院大学2020 関西学院大学2019 学習院大学2019

4ルネサンス様式 早稲田大学2021

6ブルネレスキ 法政大学2022 同志社大学2022 同志社大学2020 中央大学2020 関西大学2020

5サンタ=マリア大聖堂 西南学院大学2020 成城大学2017 東京大学2003

3ブラマンテ 法政大学2022 法政大学2018 関西大学2018 関西大学2017 中央大学2016

7サン=ピエトロ大聖堂 立命館大学2019 学習院大学2019 青山学院大学2018

3ユリウス２世 高崎経済大学2020 関西学院大学2018

7ジョット 同志社大学2020 早稲田大学2020 関西大学2020 西南学院大学2014
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7ボッティチェリ 法政大学2022 同志社大学2022 慶應大学2022 西南学院大学2020 関西学院大学2020

7「ヴィーナスの誕生」 早稲田大学2022

7レオナルド=ダ=ヴィンチ 立命館大学2022 法政大学2022 法政大学2022 中央大学2021 同志社大学2020

6「最後の晩餐」 立教大学2021 法政大学2016

4「モナ=リザ」 学習院大学2019

7ミケランジェロ 同志社大学2022 名古屋大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 高崎経済大学2020

4「最後の審判」 立教大学2021 明治大学2021 立教大学2020 同志社大学3242018

7ラファエロ 同志社大学2022 中央大学2021 関西大学2018 成城大学2017 関西大学2017

4遠近法 法政大学2022

3ドナテルロ 明治大学2021 学習院大学2019

5「ダヴィデ」 慶應大学2022

6イタリア戦争 西南学院大学2020 京都大学2010

ルネサンス（文芸復興）
7エラスムス 立命館大学2022 立教大学2022 南山大学2020 青山学院大学2019 関西大学2019

7『愚神礼賛』 法政大学2022 同志社大学2022 名古屋大学2021 法政大学2020

7ファン=アイク兄弟 同志社大学2022 学習院大学2021 同志社大学2020 同志社大学2020 関西大学2018

7ブリューゲル 立命館大学2022 同志社大学2022 関西大学2019 関西学院大学2019 立命館大学2018

5「エラスムス」

4「農民の踊り」 早稲田大学2022

6デューラー 関西大学2019 立命館大学2018 立命館大学2016 慶應大学2016

5ホルバイン 明治大学2022 西南学院大学2020 関西大学2016

5ラブレー 同志社大学2022 明治大学2021 関西学院大学2019

5『ガルガンチュアとパンタグリュエルの物
語』

関西大学2019 中央大学2016

5モンテーニュ 同志社大学2022 慶應大学2020 青山学院大学2019 関西大学2018 成城大学2017

5『随想録』 南山大学2022

4チョーサー 法政大学2022 西南学院大学2020 関西大学2019

4『カンタベリ物語』 同志社大学2022 中央大学2016
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7トマス=モア 同志社大学2022 慶應大学2019 関西学院大学2018 法政大学2017 明治学院大2016

7『ユートピア』 立命館大学2019 青山学院大学2019 明治大学2016

7囲い込み 名古屋大学2021 関西大学2017 立教大学2016

7ヘンリ８世 西南学院大学2020 学習院大学2020

7シェークスピア 同志社大学2022 学習院大学2021 関西大学2020 立命館大学2016

3『ヴェニスの商人』

4『ハムレット』 関西大学2016

6セルバンテス 成城大学2017

6『ドン=キホーテ』

7火薬 慶應大学2016

7羅針盤 立教大学2020 同志社大学2020 高崎経済大学2020 成城大学2017

7活版印刷 立命館大学2022 同志社大学2020 高崎経済大学2020 京都大学2020 東京大学2004

7グーテンベルク 同志社大学2022 立教大学2021 高崎経済大学2020 青山学院大学2019 立命館大学2018

7天動説 同志社大学2020

7地動説 立教大学2020

7コペルニクス 法政大学2022 同志社大学2022 関西大学2022 関西大学2019 立教大学2017

7ガリレオ=ガリレイ 同志社大学2022 同志社大学2020 早稲田大学2020 立命館大学2017 同志社大学1462017

5ケプラー 明治大学2022 法政大学2022 立教大学2020 早稲田大学2020 上智大学2020

ヨーロッパ世界の拡大
7ベーリング海峡 明治大学2022 明治大学2019 法政大学2017 青山学院大学2017

7インディオ 中央大学2016

7トウモロコシ 東京大学2019 法政大学2017 東京大学2011

7サツマイモ

7ジャガイモ 九州大学2021 南山大学2020 明治大学2019 明治大学2019

7トマト

3アルパカ

5オルメカ文明 立教大学2022 慶應大学2021 立教大学2019 南山大学2019 明治大学2017
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4巨石人頭像 明治大学2022

6テオティワカン文明 明治大学2022 立教大学2021 慶應大学2021 上智大学2018 明治大学2017

4太陽のピラミッド 明治大学2022

7メキシコ高原

7マヤ文明 青山学院大学2018 明治大学2017 中央大学2017 同志社大学1202016 津田塾大学2013

7ユカタン半島 中央大学2022 慶應大学2021 慶應大学2021 明治大学2019 法政大学2017

6二十進法 明治大学2017

5マヤ文字

7ピラミッド状神殿

7アステカ文明

7アステカ王国 慶應大学2019

7テノチティトラン 立命館大学2022 立命館大学2022 立教大学2022 関西大学2022 法政大学2021

3メキシコシティ 京都大学2021

7コルテス 明治大学2022 慶應大学2022 同志社大学2020 上智大学2020 慶應大学2020

7アンデス

7ペルー 慶應大学2017

4チャビン文明 明治大学2022 明治大学2022 明治大学2017 同志社大学412016

7インカ帝国 立命館大学2021 明治大学2017

6クスコ 慶應大学2022 関西大学2022 法政大学2021 同志社大学2021 慶應大学2021

7キープ 明治大学2021 慶應大学2021 明治大学2020 京都大学2020 京都大学2020

7ピサロ 明治大学2022 慶應大学2022 中央大学2021 同志社大学2019 中央大学2017

7マチュ=ピチュ 津田塾大学2013

ヨーロッパ世界の拡大
7大航海時代

7香辛料

5地球球体説 青山学院大学2022 立教大学2021 明治大学2019

6トスカネリ 中央大学2022 西南学院大学2022 法政大学2021 慶應大学2021 明治大学2020
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7『世界の記述』 西南学院大学2022

7マルコ=ポーロ 同志社大学2020 神戸学院大2015

5ジパング 立命館大学2022

7ポルトガル 同志社大学2022 関西大学2022 南山大学2020 東京大学2011 東京学芸大学2011

7エンリケ航海王子 中央大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 中央大学2021 立命館大学2020

6インド航路

4セウタ 立教大学2021 法政大学2021 立命館大学2020 立教大学2020 明治大学2019

7バルトロメウ=ディアス 中央大学2022 法政大学2021 慶應大学2021 南山大学2019 関西学院大学2019

7喜望峰 明治大学2021 立命館大学2020 立教大学2020 同志社大学2020 同志社大学2019

7ヴァスコ=ダ=ガマ 名古屋大学2022 中央大学2022 西南学院大学2022 明治大学2021 法政大学2021

7カリカット 明治大学2022 早稲田大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021 同志社大学2020

7コロンブス 立命館大学2022 慶應大学2022 東京外国語大学2020 慶應大学2020 同志社大学2592018

7サンサルバドル島 立命館大学2022 法政大学2021 同志社大学2021 慶應大学2021 関西学院大学2021

7イサベル 関西大学2022 法政大学2021 立教大学2020 同志社大学2019 立命館大学2018

7西インド諸島 青山学院大学2022 慶應大学2019

6インディアス 法政大学2020 青山学院大学2019

4カボット父子 慶應大学2021 近畿大学2017 立教大学2016

7アメリゴ=ヴェスプッチ 青山学院大学2022 同志社大学2020 法政大学2018 立命館大学2016 同志社大学1242016

5カブラル 立命館大学2022 明治大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 関西大学2021

6ブラジル 青山学院大学2017 東京外国語大学2015

5バルボア 法政大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 南山大学2021 慶應大学2021

4パナマ地峡 同志社大学2020

7マゼラン 中央大学2022 立命館大学2021 法政大学2020 早稲田大学2019 立命館大学2016

5マガリャンイス

6マゼラン海峡 学習院大学2013

7フィリピン諸島 同志社大学2020 南山大学2019
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3教皇子午線

6トルデシリャス条約 早稲田大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 慶應大学2021 同志社大学2020

ヨーロッパ世界の拡大
6商業革命 慶應大学2015

6リスボン 明治大学2022 法政大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020

5アントウェルペン 法政大学2021 立命館大学2018

7価格革命 慶應大学2021 学習院大学2020 中央大学2018 慶應大学2014

7銀 慶應大学2022 同志社大学2019

7アウクスブルク 早稲田大学2017

7ポトシ銀山 青山学院大学2022 中央大学2020 学習院大学2020 立命館大学2019 立教大学2019

5ボリビア 中央大学2022 慶應大学2022 法政大学2017 関西学院大学2016

4グーツヘルシャフト 立教大学2021 東京都立大学2021 西南学院大学2020 早稲田大学2019 青山学院大学2017

4農場領主制

5再版農奴制 駒澤大学2016

6エルベ川 成城大学2016

3生活革命

3商業資本

宗教改革
7宗教改革

7贖宥状 高崎経済大学2020 明治学院大2016 京都大学2002

7免罪符

7ルター 千葉大学2022 大阪大学2021 青山学院大学2019 立命館大学2016 慶應大学2016

6レオ10世 法政大学2022 同志社大学2020 高崎経済大学2020 関西学院大学2020 北海道大学2019

7サン=ピエトロ大聖堂 北海道大学2019 青山学院大学2016

7「九十五カ条の論題」 北海道大学2019 立命館大学2018 明治大学2018 東京都立大学2018 関西大学2018

5ヴィッテンベルク大学 京都大学2022 立教大学2020 同志社大学2020 立命館大学2018 学習院大学2018

7ルター派
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7「人は信仰によってのみ義とされる」

5ヴォルムス帝国議会 立命館大学2022 法政大学2022 愛知教育大学2022 関西学院大学2021 高崎経済大学2020

6ザクセン選帝侯フリードリヒ 南山大学2020 高崎経済大学2020 学習院大学2020 明治大学2018 中央大学2018

7『新約聖書』のドイツ語訳 同志社大学2020 学習院大学2020 青山学院大学2019 関西大学2016 京都大学2012

7ドイツ農民戦争 明治大学2021 法政大学2019 青山学院大学2016

5ミュンツァー 南山大学2022 関西学院大学2021 中央大学2020 立命館大学2018 立教大学2016

7カール５世 立命館大学2022 法政大学2021 北海道大学2019 早稲田大学2019 関西大学2019

7スレイマン１世 西南学院大学2020 明治学院大2016

7オスマン帝国

6イタリア戦争

7プロテスタント

5シュマルカルデン同盟 南山大学2022 学習院大学2022 愛知教育大学2022 南山大学2020 西南学院大学2020

7アウクスブルクの和議 千葉大学2022 学習院大学2022 早稲田大学2021 関西学院大学2021 福井大学2020

4領邦教会制 立命館大学2018 明治学院大2016 京都大学2015

6ツヴィングリ 立命館大学2022 法政大学2021 中央大学2021 同志社大学2020 東京都立大学2018

5チューリヒ 法政大学2022 関西大学2022 関西学院大学2020 西南学院大学2018 関西大学2018

7カルヴァン 千葉大学2022 同志社大学2020 立教大学2017 新潟大学2008

7ジュネーヴ 法政大学2022 学習院大学2020 青山学院大学2018 明治大学2016 東京大学2002

5神権政治

5『キリスト教綱要』 立教大学2021 関西大学2019 立命館大学2018 学習院大学2018 明治学院大2016

3福音主義

5長老制 西南学院大学2018 高崎経済大学2016

3司教制

7予定説 東京都立大学2018

5マックス=ヴェーバー 慶應大学2020 西南学院大学2018 関西学院大学2007

7カルヴァン派 学習院大学2019
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7ユグノー 立命館大学2022 明治大学2021 南山大学2020 学習院大学2019 青山学院大学2018

3プレスビテリアン 立教大学2018

7ヘンリ８世 南山大学2020 同志社大学2020 関西大学2019 関西大学2018 立教大学2016

6国王至上法 学習院大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2017 京都大学2006

6首長法

7イギリス国教会 立命館大学2017 学習院大学2017 新潟大学2008

6修道院の解散

6メアリ１世 学習院大学2022 同志社大学2021 関西大学2019 立命館大学2017

7エリザベス１世 南山大学2020 北海道大学2006

5統一法 西南学院大学2018 明治大学2016 法政大学2015

宗教改革
7対抗宗教改革 高崎経済大学2020 明治大学2017 和歌山大学2013

5新教

7トリエント公会議 千葉大学2022 中央大学2020 高崎経済大学2020 立教大学2019 関西学院大学2019

3トレント公会議 西南学院大学2020

6宗教裁判

5禁書目録

5「魔女狩り」 明治大学2018

4魔女裁判 立命館大学2021

7イエズス会 新潟大学2020 学習院大学2019 明治大学2018 青山学院大学2018 西南学院大学2018

7イグナティウス=ロヨラ 関西学院大学2019 立命館大学2017 法政大学2017 立教大学2016

7フランシスコ=ザビエル 立命館大学2017

7ユグノー戦争 中央大学2022 学習院大学2020

4シャルル９世 早稲田大学2021 立命館大学2017 関西大学2017 関西学院大学2017

4カトリーヌ 立教大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2022 名古屋大学2021 近畿大学2018

7サンバルテルミの虐殺 法政大学2022 立命館大学2019 青山学院大学2019 学習院大学2019 立教大学2018

7アンリ４世 明治大学2021 慶應大学2020 立命館大学2019 明治大学2019 青山学院大学2019
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7ブルボン朝 慶應大学2020

7ナントの王令 立命館大学2019 青山学院大学2019 学習院大学2018 上智大学2017 関西学院大学2016

7三十年戦争 千葉大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2021 福井大学2020 同志社大学2019

617世紀の危機 法政大学2021

7ベーメン 東京都立大学2021 法政大学2020 同志社大学2020 上智大学2020 立命館大学2019

6デンマーク

5ヴァレンシュタイン 立命館大学2022 成城大学2018 立命館大学2017

7スウェーデン 慶應大学2022 中央大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 関西大学2020

5グスタフ=アドルフ 上智大学2020 関西学院大学2018 東京大学2017 明治大学2016 京都大学2011

7フランス

6リシュリュー 学習院大学2022 同志社大学2019 成城大学2018

7ウェストファリア条約 立教大学2022 中央大学2022 千葉大学2022 神戸市外国語大
学

2022 慶應大学2022

5領邦主権 福井大学2020

4アルザス 同志社大学2020

3西ポンメルン 同志社大学2021 上智大学2020 成城大学2018

3バルト帝国

5カルヴァン派公認 福井大学2020 成城大学2018 京都大学2008

6スイス・オランダの独立 立命館大学2022 南山大学2021 南山大学2021 成城大学2018 青山学院大学2017

第18章 主権国家体制の形成・展開
主権国家体制の形成

6主権国家体制 法政大学2020 上智大学2020

7主権国家 明治大学2021 京都大学2003

3軍事革命 成城大学2018

6イタリア戦争

5フランソワ１世 法政大学2022 早稲田大学2022 愛知教育大学2022 学習院大学2021 中央大学2019

7勢力均衡 高崎経済大学2006
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4外交官常駐制度

6イタリア戦争 慶應大学2022 中央大学2021 近畿大学2018 法政大学2015 北海道大学2006

5フランソワ１世 西南学院大学2020 慶應大学2017 関西大学2017

5カトー=カンブレジ条約 同志社大学2022 慶應大学2022 南山大学2021 法政大学2020 同志社大学2020

7絶対王政 立命館大学2017 一橋大学2004

7王権神授説 西南学院大学2018 立命館大学2017 青山学院大学2017 九州大学2017 法政大学2015

3中間団体 早稲田大学2017

7常備軍 神戸市外国語大
学

2022 早稲田大学2019

7官僚制

6ブルジョワジー 中央大学2021

7重商主義 立教大学2021 法政大学2021 同志社大学2021 島根県立大学2020 学習院大学2019

3重金主義 立命館大学2018

7コルベール 神戸市外国語大
学

2022 南山大学2021 早稲田大学2020 関西学院大学2020 立教大学2019

3資本主義

4問屋制 成城大学2014

5マニュファクチュア 明治大学2016 慶應大学2007

4工場制手工業 札幌大学2014

スペインとオランダの繁栄
6カルロス１世 立教大学2021 早稲田大学2021 西南学院大学2020 関西大学2018 関西大学2015

7カール５世 慶應大学2022 法政大学2021 学習院大学2019

7フェリペ２世 南山大学2022 西南学院大学2022 神戸市外国語大
学

2022 学習院大学2022 愛知教育大学2022

6ポルトガル併合 同志社大学2022

7「太陽の沈まぬ国」 立命館大学2022 神戸市外国語大
学

2022 立教大学2020

7無敵艦隊

6アルマダ 立命館大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022

7レパントの海戦 同志社大学2022 愛知教育大学2022 明治大学2021 立教大学2020 同志社大学2020

5オランダ独立戦争 慶應大学2019 学習院大学2017
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7オラニエ公ウィレム 立命館大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 同志社大学2020 中央大学2019

6南部10州 学習院大学2022 南山大学2020 立命館大学2017

7北部７州 立命館大学2022 関西大学2017

6ユトレヒト同盟 慶應大学2022 学習院大学2022 同志社大学2020 中央大学2019 学習院大学2019

7ネーデルラント連邦共和国 学習院大学2020

6独立を宣言

4オランダ総督

4休戦条約 明治大学2021 立教大学2019 青山学院大学2018

4ホラント州 上智大学2020 慶應大学2019 法政大学2015

5アントウェルペン 慶應大学2022 愛知教育大学2022 立教大学2021 成城大学2018 関西学院大学2017

7ウェストファリア条約 明治大学2017 学習院大学2017

7アムステルダム 愛知教育大学2022 上智大学2020 青山学院大学2019 青山学院大学2019 高崎経済大学2016

イギリス
3郷紳

7ジェントリ 立教大学2019

6ヘンリ７世 関西大学2019 青山学院大学2017

7テューダー朝 中央大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 関西大学2020 立命館大学2018

4星室庁 青山学院大学2010

4カボット父子 立教大学2021

7ヘンリ８世 同志社大学2062017 関西学院大学2017

4エンクロージャー 明治大学2020

7囲い込み

6メアリ１世 関西学院大学2021 南山大学2019 同志社大学972016

7エリザベス１世 同志社大学2022 立教大学2020 中央大学2017 成城大学2017

5統一法 近畿大学2018 青山学院大学2017

3救貧法 学習院大学2017 京都大学2002

3私拿捕船 早稲田大学2022 津田塾大学2015
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5ドレーク 立命館大学2020 青山学院大学2017 関西大学2016

7無敵艦隊 明治大学2018

6アルマダ 法政大学2015

7東インド会社 同志社大学2022 西南学院大学2020

3イギリス革命 慶應大学2021 東北福祉大学2016

7ピューリタン革命 同志社大学1872017

7ステュアート朝 中央大学2021 関西大学2021 関西大学2020 青山学院大学2019 学習院大学2019

7ジェームズ１世 学習院大学2022 慶應大学2021 同志社大学2020 同志社大学2020 法政大学2019

5ピルグリム=ファーザーズ 京都大学2015

7チャールズ１世 関西大学2022 学習院大学2021 青山学院大学2019 青山学院大学2018 同志社大学2072017

7「権利の請願」 中央大学2021 青山学院大学2020 青山学院大学2017 関西大学2016 京都大学2014

6スコットランドの反乱 同志社大学2021

4短期議会 立教大学2010

4長期議会 京都府立大学2004

7王党派 同志社大学1002016

7議会派 青山学院大学2018 青山学院大学2017 青山学院大学2017

7クロムウェル 青山学院大学2021 慶應大学2021 西南学院大学2020 慶應大学2020 立教大学2019

4鉄騎隊 同志社大学2022 立命館大学2018 法政大学2015

4独立派 関西学院大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2019 青山学院大学2017 法政大学2015

4長老派 学習院大学2021

7共和政 法政大学2021 青山学院大学2017

5水平派 立教大学2021 法政大学2019 立命館大学2018

7アイルランド征服 学習院大学2022 成城大学2018 関西大学2017

4スコットランド征服

7航海法 法政大学2021 青山学院大学2019 中央大学2018 青山学院大学2017 新潟大学2017

6護国卿 法政大学2021 同志社大学2021 青山学院大学2019 同志社大学1012016 法政大学2015
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6英蘭戦争 同志社大学2022 慶應大学2016

7王政復古

7チャールズ２世 京都大学2022 関西学院大学2021 西南学院大学2020

6審査法 立教大学2021 同志社大学2021 中央大学2016 法政大学2015 京都大学2008

5人身保護法 京都府立大学2020 立命館大学2018

7名誉革命 立命館大学2022 明治大学2022 同志社大学1882017 立教大学2016

7ジェームズ２世 中央大学2021 関西大学2021 南山大学2020 関西大学2020

7オラニエ公ウィレム 成城大学2015

7ウィリアム３世 青山学院大学2019 京都大学2015

7メアリ２世 名古屋大学2021 関西大学2020 学習院大学2019 学習院大学2017

6「権利の宣言」 同志社大学2021 学習院大学2021 京都府立大学2020 学習院大学2016 法政大学2015

7「権利の章典」 中央大学2021 青山学院大学2020 明治大学2019 法政大学2019 南山大学2019

4イングランド銀行 明治大学2020 早稲田大学2019 青山学院大学2017 成城大学2017 高崎経済大学2016

4国債制度 立命館大学2018

7トーリ党 立命館大学2020 立命館大学2018 立教大学2017 同志社大学1022016 学習院大学2016

3政党政治

7ホイッグ党 青山学院大学2020

7内閣

7議院内閣制

5アン女王 関西大学2021 関西大学2021 法政大学2019 青山学院大学2019 学習院大学2017

6大ブリテン王国 立教大学2019 南山大学2019 早稲田大学2019 青山学院大学2018 立命館大学2017

7ハノーヴァー朝 中央大学2021 立命館大学2020 立教大学2020 南山大学2020 関西学院大学2020

6ハノーヴァー選帝侯 同志社大学2021

5ジョージ１世 立命館大学2020 青山学院大学2017

7責任内閣制 早稲田大学2018 青山学院大学2017 明治大学2007

7ウォルポール 京都大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 早稲田大学2020
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6「王は君臨すれども統治せず」 学習院大学2022 津田塾大学2013

7コーヒーハウス 東京大学2005

5新聞

5世論 成城大学2017

フランス
7ブルボン朝 西南学院大学2022 同志社大学2020 青山学院大学2019 近畿大学2018

7アンリ４世 南山大学2021 中央大学2021 法政大学2020 成城大学2016

5東インド会社

6ルイ13世 関西大学2022 西南学院大学2021 関西大学2019 明治大学2017 南山大学2017

6三部会の召集停止 学習院大学2020 早稲田大学2017

6リシュリュー 早稲田大学2022 南山大学2021 早稲田大学2021 明治大学2019 青山学院大学2019

7三十年戦争 青山学院大学2019

5アカデミー=フランセーズ 早稲田大学2017 青山学院大学2016

7ルイ14世 立教大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2020 南山大学2019 関西大学2019

5マザラン 立教大学2022 西南学院大学2022 関西学院大学2022 明治大学2021 関西大学2021

5フロンドの乱 中央大学2019 成城大学2018 西南学院大学2017 京都大学2011 京都大学2010

4高等法院 西南学院大学2022 明治大学2021 成城大学2018 青山学院大学2016 京都大学2015

6「朕は国家なり」 青山学院大学2016 福井大学2008

7太陽王 明治大学2019

7コルベール 明治大学2021 青山学院大学2020 慶應大学2020 同志社大学2019 青山学院大学2019

5王立マニュファクチュア 立教大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2020 成城大学2018 京都大学2011

7ナントの王令廃止 関西学院大学2020 学習院大学2020 同志社大学2019 中央大学2019 早稲田大学2019

7ヴェルサイユ宮殿 法政大学2020 立命館大学2019 同志社大学2019 同志社大学2102017

3南ネーデルラント継承戦争

3スペイン領ネーデルラント 同志社大学2020 学習院大学2020 同志社大学2019

5オランダ戦争

4ファルツ戦争 立命館大学2022 早稲田大学2022 関西大学2021 南山大学2019 立命館大学2018
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7スペイン継承戦争 中央大学2020 慶應大学2020 学習院大学2020 学習院大学2020 同志社大学2019

5ユトレヒト条約 学習院大学2022 立命館大学2021 早稲田大学2021 関西大学2021 法政大学2020

5ブルボン朝 同志社大学2022 立命館大学2019 東京外国語大学2011

4ジブラルタル 同志社大学2022 明治大学2021 中央大学2021 関西大学2021 関西学院大学2021

3アシエント 中央大学2022 中央大学2021 早稲田大学2021 慶應大学2021 明治大学2020

3ラシュタット条約 法政大学2021 関西大学2021 学習院大学2019 立命館大学2017 慶應大学2017

3南ネーデルラント 同志社大学2022

5ルイ15世 立命館大学2017

ドイツ
5プロイセン王国 早稲田大学2022 関西大学2021 南山大学2020 学習院大学2020 関西大学2019

5ブランデンブルク辺境伯領 早稲田大学2021 南山大学2019 成城大学2016

5ブランデンブルク選帝侯国 立命館大学2022 同志社大学2020 関西学院大学2020 関西大学2019 中央大学2017

4ホーエンツォレルン家 関西大学2022 学習院大学2022 同志社大学2020 早稲田大学2020 青山学院大学2020

6ドイツ騎士団領 青山学院大学2020

5プロイセン公国 京都大学2009

5フリードリヒ=ヴィルヘルム１世 立命館大学2022 関西大学2021 同志社大学2020 立命館大学2017 学習院大学2017

7フリードリヒ２世 青山学院大学2022 立教大学2021 名古屋大学2021 東京都立大学2021 同志社大学2019

7啓蒙専制君主

7「君主は国家第一の僕」 北海道大学2022 名古屋大学2021 南山大学2020

5啓蒙専制主義 北海道大学2022 早稲田大学2017 明治大学2016

7シュレジエン 同志社大学2022 南山大学2021 同志社大学2020 早稲田大学2020 同志社大学2019

7サンスーシ宮殿 学習院大学2019 西南学院大学2017 九州大学2016 学習院大学2016

7ヴォルテール 北海道大学2022 関西大学2022 学習院大学2020 西南学院大学2017 立教大学2016

7ユンカー 北海道大学2022 東京都立大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 立教大学2019

7オーストリア 学習院大学2017

7ハプスブルク家 学習院大学2022 青山学院大学2020

6カルロヴィッツ条約 同志社大学2022 学習院大学2022 南山大学2021 上智大学2020 法政大学2019
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7マリア=テレジア 早稲田大学2020 学習院大学2019 立命館大学2018 近畿大学2017 学習院大学2017

7ヨーゼフ２世 同志社大学2022 同志社大学2020 関西大学2019 早稲田大学2018 立命館大学2017

6宗教寛容令 早稲田大学2017

7農奴解放令 南山大学2021 京都大学2011

7オーストリア継承戦争 関西大学2021 早稲田大学2020 青山学院大学2020 同志社大学2019 関西大学2018

3バイエルン

3バイエルン公

7七年戦争 中央大学2022 中央大学2022 同志社大学2020 関西大学2020 早稲田大学2019

6外交革命 立命館大学2022 同志社大学2021 同志社大学2020 同志社大学2019 立命館大学2018

ロシアと東ヨーロッパ世界・北ヨーロッパ世界
7ロマノフ朝 中央大学2020 立命館大学2019 上智大学2018

4ミハイル=ロマノフ 上智大学2012

5ステンカ=ラージン 中央大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2021 中央大学2016

6コサック

7ピョートル１世 青山学院大学2020 上智大学2020 立教大学2019 関西大学2019 学習院大学2019

4アゾフ海 法政大学2021

7北方戦争 中央大学2022 立教大学2021 法政大学2021 法政大学2021 西南学院大学2021

7サンクト＝ペテルブルク 学習院大学2019 学習院大学2019 中央大学2008

5ペテルブルク 東京都立大学2021 法政大学2016 京都大学2004

4カール12世 同志社大学2021 学習院大学2021 中央大学2020 早稲田大学2020

3ベーリング 立教大学2022 京都大学2021 立教大学2018 南山大学2018 立命館大学2009

5オホーツク海 立命館大学2009

7ベーリング海峡 立命館大学2016

3アラスカ

7エカチェリーナ２世 立命館大学2022 学習院大学2019 慶應大学2018 成城大学2016

6プガチョフ 慶應大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2022 学習院大学2017 立教大学2016

7ポーランド分割 法政大学2021 慶應大学2018
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6クリミア半島 関西学院大学2021 立教大学2020 青山学院大学2019 慶應大学2018

3クリム=ハン国 法政大学2021 近畿大学2017 京都大学2017 東京外国語大学2013 京都大学2010

4ラクスマン 中央大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021 南山大学2019 立教大学2016

6選挙王制 明治学院大2016

7ポーランド分割

7ポーランド分割

7コシューシコ 立教大学2021 法政大学2021 学習院大学2019 立教大学2018 学習院大学2018

7ポーランド分割 京都大学2008

4カール12世 慶應大学2019 法政大学2018 京都大学2017 関西学院大学2017

17・18世紀のヨーロッパ文化
7王権神授説 立教大学2021 法政大学2019

5ボシュエ 南山大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2019 京都大学2011

5自然法思想 立教大学2014

3自然権 青山学院大学2019

7グロティウス 立教大学2022 東京外国語大学2022 慶應大学2022 愛知教育大学2022 立教大学2021

5『海洋自由論』 明治大学2021 京都府立大学2012 京都府立大学2012 立教大学2009

5『戦争と平和の法』 愛知教育大学2022 法政大学2020

4「国際法の父」

7社会契約説 学習院大学2021 青山学院大学2020 青山学院大学2018 成城大学2017 中央大学2014

7ホッブズ 学習院大学2020 西南学院大学2018 関西大学2016

7『リヴァイアサン』 立教大学2020 南山大学2020 青山学院大学2018

5「万人の万人に対する闘争」 法政大学2017

7ロック 早稲田大学2020 和歌山大学2012

3『市民政府二論』 学習院大学2022 早稲田大学2019 早稲田大学2018

4『統治二論』 立教大学2021 名古屋大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020

7抵抗権 関西大学2016

7啓蒙思想 立教大学2022 学習院大学2019 青山学院大学2018 同志社大学1892017 関西大学2017
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7モンテスキュー 立命館大学2022 立教大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2021 関西大学2021

6『法の精神』 明治大学2021 関西大学2021 明治大学2020 上智大学2020 中央大学2018

7三権分立 明治大学2021 京都大学2014

7ヴォルテール 法政大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2021 関西大学2020

6『哲学書簡』 中央大学2022 南山大学2021 早稲田大学2021 立教大学2020 学習院大学2019

7フリードリヒ２世 同志社大学1932017 学習院大学2017

7ルソー 立教大学2022 慶應大学2022 同志社大学2021 学習院大学2021 同志社大学1912017

3人民主権 北海道大学2022

6『人間不平等起源論』 青山学院大学2017 慶應大学2017

6『社会契約論』 関西学院大学2021 早稲田大学2017

7『百科全書』 北海道大学2022 明治大学2021 立命館大学2019 京都大学2007

5ディドロ 明治大学2022 学習院大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2018 学習院大学2017

5ダランベール 同志社大学2020 同志社大学1922017 明治大学2016

6重農主義 高崎経済大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2018 関西学院大学2018 青山学院大学2017

5ケネー 南山大学2022 法政大学2021 早稲田大学2020 同志社大学2019 立教大学2018

4『経済表』

3「レッセ=フェール」 南山大学2022 同志社大学2372017 慶應大学2016

6テュルゴー 高崎経済大学2022

6古典派経済学 立命館大学2021 明治大学2021 同志社大学1942017

7アダム=スミス 北海道大学2022 立教大学2021 早稲田大学2021 青山学院大学2021 法政大学2020

7『諸国民の富』 南山大学2022 学習院大学2019 同志社大学762016 京都大学2003

5『国富論』 成城大学2017

7経験論 同志社大学2022 関西大学2022 青山学院大学2018 同志社大学1592017

6帰納法 同志社大学2021 法政大学2017 同志社大学1832017

7フランシス=ベーコン 関西大学2022 明治大学2018 立教大学2017 同志社大学2332017 立教大学2016

7合理論 関西大学2022 早稲田大学2020 慶應大学2019
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4演繹法 同志社大学2021 同志社大学1842017 関西大学2016

7デカルト 立教大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 明治大学2021 同志社大学2021

5『方法叙説』 学習院大学2022 立命館大学2021 法政大学2020 同志社大学2019 西南学院大学2018

4「われ思う，ゆえにわれあり」 成城大学2017

5スピノザ 早稲田大学2020 同志社大学1852017 関西大学2016 学習院大学2016

5ライプニッツ 同志社大学2021 早稲田大学2020 関西学院大学2019 立教大学2018 同志社大学1492017

5パスカル 早稲田大学2020 同志社大学1482017

4『パンセ』 法政大学2020 関西大学2017

7ドイツ観念論 関西大学2022 関西大学2019

7カント 同志社大学2021 学習院大学2021 早稲田大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019

5『純粋理性批判』 学習院大学2017 学習院大学2016

6科学革命 北海学園大学2005

7ニュートン 京都大学2022 早稲田大学2020 関西大学2016

6『プリンキピア』 関西大学2022 立教大学2021 立命館大学2018

6万有引力の法則 立命館大学2021

4フランクリン 北海道大学2022 学習院大学2020 学習院大学2017

5ボイル 同志社大学2022 慶應大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 立教大学2021

4ラヴォワジェ 立教大学2021 西南学院大学2021 早稲田大学2020 立教大学2017 同志社大学1472017

4燃焼の理論

4リンネ 慶應大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 早稲田大学2020 東京外国語大学2019

4植物分類学

7進化論 早稲田大学2021 東京都立大学2020

4ラプラース 早稲田大学2020 西南学院大学2018 南山大学2016

4ハーヴェー 明治大学2022 早稲田大学2020 成城大学2017 立教大学2016

4血液循環 京都大学2022 立教大学2021

5ジェンナー 中央大学2021 立教大学2020 早稲田大学2020 南山大学2017
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5種痘法

3イギリス王立協会 立命館大学2021 立教大学2017 成城大学2017 慶應大学2016

5ピューリタン文学

5ミルトン 同志社大学2022 南山大学2019 南山大学2016

5『失楽園』 法政大学2019 同志社大学3272018

4バンヤン 法政大学2021 明治大学2018

4『天路歴程』 中央大学2020

5デフォー 立命館大学2022 中央大学2022 高崎経済大学2022 関西大学2021 北海道大学2019

5『ロビンソン=クルーソー』 中央大学2020 同志社大学3282018 成城大学2017

5スウィフト 南山大学2021 関西大学2019 南山大学2017

7『ガリヴァー旅行記』 明治大学2019 立命館大学2017

5古典主義文学 青山学院大学2017 立命館大学2016

4コルネイユ 関西学院大学2019 立命館大学2017

5ラシーヌ 同志社大学2019 青山学院大学2017 成城大学2017

6モリエール 西南学院大学2022 同志社大学3292018 同志社大学2962018 西南学院大学2018 関西大学2018

5サロン 明治大学2019 立教大学2018 成城大学2017

5カフェ 北海道大学2019 学習院大学2019

5プロコープ 立教大学2021

7コーヒーハウス 関西大学2019

7バロック 関西大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2020 早稲田大学2019 同志社大学2942018

4フランドル派 西南学院大学2018 中央大学2016 中央大学2016

6ルーベンス 明治大学2022 関西大学2022 明治大学2020 同志社大学2952018 明治大学2017

5ファン=ダイク 関西大学2022 青山学院大学2018

7レンブラント 中央大学2020 同志社大学2922018 青山学院大学2018 上智大学2018

5「夜警」

3フェルメール 早稲田大学2022 中央大学2020 青山学院大学2018 早稲田大学2016

126



世界史用語出題事例
6エル=グレコ 中央大学2022 関西学院大学2021 青山学院大学2018 関西学院大学2016

7ベラスケス 南山大学2022 関西大学2022 明治大学2021 早稲田大学2021 中央大学2020

7ヴェルサイユ宮殿 同志社大学3252018 青山学院大学2018

7ロココ 関西大学2022 同志社大学2019

6ワトー 中央大学2022 関西大学2022 早稲田大学2020 上智大学2020 同志社大学2019

7サンスーシ宮殿 立命館大学2019 同志社大学3262018 東京大学2012 京都大学2002

4ポツダム 学習院大学2022 学習院大学2019 南山大学2016

5シノワズリ 明治大学2020 西南学院大学2018

4バロック音楽 青山学院大学2018

7バッハ 学習院大学2017 学習院大学2011

6ヘンデル 青山学院大学2014

4古典派音楽 中央大学2018

5ハイドン 南山大学2022 関西大学2020 青山学院大学2019

6モーツァルト 学習院大学2021 関西大学2019 立命館大学2017

6ロッシーニ 明治大学2021

第19章 西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争
西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争

3海洋帝国

6セイロン島 関西大学2021 慶應大学2018

7ゴア 東京都立大学2022 立命館大学2020 南山大学2019 同志社大学2019 学習院大学2019

7マラッカ王国 西南学院大学2022 立命館大学2020 同志社大学2020 中央大学2020 関西学院大学2020

4マルク諸島

7モルッカ諸島 中央大学2022 慶應大学2021 同志社大学2020 京都大学2018 西南学院大学2017

5香辛料交易

6種子島 立命館大学2020 立教大学2020

7マカオ 立命館大学2022 立教大学2022 関西大学2022 関西大学2021 明治大学2020
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6平戸 立教大学2020 東京外国語大学2020 立教大学2014

7長崎

7砂糖プランテーション 立教大学2021 関西大学2021 立命館大学2019 明治大学2019 学習院大学2019

7黒人奴隷

5「征服者」 立命館大学2018

5コンキスタドール 立命館大学2022

7コルテス 法政大学2021 近畿大学2017 早稲田大学2016

7アステカ王国 同志社大学2022 関西大学2021 中央大学2016

7ピサロ 京都大学2022 同志社大学2020 京都大学2020 南山大学2019 明治大学2016

7インカ帝国

6ラス=カサス 立教大学2022 明治大学2022 東京大学2022 明治大学2021 慶應大学2021

4天然痘 明治大学2022 慶應大学2021 慶應大学2016

4エンコミエンダ制 立教大学2022 中央大学2022 関西大学2022 明治大学2021 明治大学2021

3アシエンダ制 同志社大学2020 同志社大学2019 立教大学2018 関西学院大学2018 近畿大学2017

5スペイン 成城大学2017

7フィリピン諸島 青山学院大学2019 関西大学2019 九州大学2016

7マニラ 慶應大学2022 関西大学2021 中央大学2020 明治大学2017 東京外国語大学2017

6アカプルコ 立命館大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 関西学院大学2022 慶應大学2021

7東インド会社 早稲田大学2020 北海道大学2019 中央大学2019

7ジャワ島 立命館大学2022 九州大学2021 立教大学2020 慶應大学2020 北海道大学2019

7バタヴィア 同志社大学2022 中央大学2022 関西大学2021 中央大学2020 青山学院大学2020

5ジャカルタ 立命館大学2016

7マラッカ 関西学院大学2022 京都大学2014

6セイロン島 中央大学2021 関西大学2021

4マルク諸島

7モルッカ諸島 青山学院大学2019
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5アンボイナ事件 同志社大学2022 東京都立大学2022 法政大学2021 関西学院大学2021 立教大学2020

7台湾 法政大学2022 青山学院大学2021 青山学院大学2019 関西大学2019 関西大学2019

6平戸 明治大学2021 中央大学2019

7ケープ植民地 学習院大学2021 新潟大学2019 近畿大学2018 関西大学2017

5西インド会社

6ニューネーデルラント

6ニューアムステルダム 慶應大学2019 早稲田大学2016 京都大学2011

西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争
7東インド会社 千葉大学2022 島根県立大学2020 学習院大学2017

6マドラス 中央大学2022 法政大学2018 青山学院大学2018 立教大学2016

6ボンベイ 京都大学2014

5カルカッタ 明治大学2022 青山学院大学2021 慶應大学2019 関西大学2019

6ヴァージニア 愛知教育大学2022 早稲田大学2021 青山学院大学2021 関西大学2021 立教大学2020

5ニューイングランド 上智大学2019

7航海法 南山大学2021 中央大学2016

6英蘭戦争 立命館大学2016

5ニューヨーク 立命館大学2022 同志社大学2020 慶應大学2019 西南学院大学2017 学習院大学2017

5東インド会社

5シャンデルナゴル 青山学院大学2018 近畿大学2018

6ポンディシェリ 中央大学2022 中央大学2022 神戸市外国語大
学

2022 中央大学2020 青山学院大学2020

7カナダ 中京大学2009

6ケベック 青山学院大学2021 同志社大学2020 中央大学2018 西南学院大学2017

6ルイジアナ 早稲田大学2022 明治大学2021 法政大学2019 立教大学2017

4ニューファンドランド 明治大学2022 関西大学2021 青山学院大学2020 東京外国語大学2011

3ハドソン湾地方 慶應大学2021 立命館大学2018

3カーナティック戦争 青山学院大学2018 慶應大学2018 立教大学2016

5パリ条約 立教大学2021 関西学院大学2021 立教大学2019 高崎経済大学2016 京都大学2004
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7フレンチ=インディアン戦争 関西大学2021 西南学院大学2020 関西学院大学2020 中央大学2018 近畿大学2018

6フロリダ 学習院大学2022 青山学院大学2019 青山学院大学2018 京都大学2013

6ミシシッピ川以東のルイジアナ 学習院大学2022 学習院大学2022 愛知教育大学2022 青山学院大学2020

6カナダ 京都大学2007

西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争
7黒人奴隷 北海道大学2018

7三角貿易 慶應大学2022 立命館大学2021 九州大学2021 法政大学2017 青山学院大学2017

7リヴァプール 青山学院大学2021 明治大学2020 中央大学2018 法政大学2017 青山学院大学2017

4モノカルチャー 関西大学2021 同志社大学2020 学習院大学2020 北海道大学2019 学習院大学2017

4ダホメ 立教大学2022 明治大学2020 立命館大学2019 慶應大学2017 関西学院大学2017

4ベニン 慶應大学2022 中央大学2021 立教大学2020 西南学院大学2020 明治大学2019

第20章 「革命の時代」
産業革命

7産業革命 同志社大学2019 西南学院大学2017

3ノーフォーク農法 南山大学2021 早稲田大学2020 西南学院大学2020 学習院大学2020 立教大学2019

6囲い込み 愛知教育大学2020 京都大学2018 学習院大学2017 京都大学2006

7綿工業 法政大学2019 京都大学2007

3綿布 東京大学2019 早稲田大学2017

4キャラコ 京都大学2022 法政大学2020 愛知教育大学2020

7飛び杼 学習院大学2020

7ジョン=ケイ 立命館大学2021 明治大学2021 愛知教育大学2020

3多軸紡績機 立教大学2021

6ジェニー紡績機 中央大学2020 学習院大学2020

6ハーグリーヴズ 立教大学2021 明治大学2020 同志社大学1512017 同志社大学712016

5水力紡績機 京都大学2022 中央大学2020

5アークライト 同志社大学1522017

5ミュール紡績機 中央大学2020 慶應大学2019
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5クロンプトン 学習院大学2020

7力織機 愛知教育大学2020 法政大学2019

7カートライト 中央大学2022 南山大学2021 中央大学2021 中央大学2020 青山学院大学2020

4綿繰り機 近畿大学2017

4ホイットニー 明治大学2021 西南学院大学2021 明治大学2020 東京都立大学2018 学習院大学2016

7蒸気機関 立教大学2020 北海道大学2017

7石炭 東京外国語大学2018

6ニューコメン 明治大学2022 明治大学2020 早稲田大学2020 上智大学2020 学習院大学2020

7ワット 北海道大学2022 中央大学2022 京都大学2022 法政大学2019 青山学院大学2019

4コークス製鉄法 愛知教育大学2020 京都府立大学2018

4ダービー 京都大学2022 学習院大学2020 愛知教育大学2020 中央大学2012

6運河 慶應大学2021

6交通革命 慶應大学2021 東京女子大2006

6フルトン 名古屋大学2022 中央大学2022 中央大学2021 南山大学2020 学習院大学2020

7蒸気船 立命館大学2019

7蒸気機関車

7スティーヴンソン 名古屋大学2022 慶應大学2021 立命館大学2020 南山大学2020 中央大学2020

4ストックトン・ダーリントン 明治大学2022 法政大学2020 南山大学2020 慶應大学2019 法政大学2016

6マンチェスター・リヴァプール 立教大学2022 愛知教育大学2020 青山学院大学2018 明治学院大2016 同志社大学742016

6バーミンガム 法政大学2020 成城大学2007

7マンチェスター 中央大学2022 京都大学2022 青山学院大学2021 慶應大学2021 九州大学2021

7リヴァプール 中央大学2022 南山大学2021 慶應大学2021 愛知教育大学2020 明治大学2019

7社会問題 立命館大学2010

7労働者階級

5ラダイト運動 南山大学2021 学習院大学2020 立教大学2019 立教大学2016 明治学院大2016

5機械打ちこわし運動
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6機械工業

6機械制工場

5パクス=ブリタニカ 慶應大学2022 法政大学2020 同志社大学2020 立教大学2017 同志社大学242016

6ベルギー産業革命 明治大学2022 中央大学2022 南山大学2021 関西学院大学2021 上智大学2008

アメリカ独立革命
5アメリカ独立革命 成城大学2011

3プリマス 南山大学2020 青山学院大学2019 立教大学2016

3ボストン 北海道大学2019

6フィラデルフィア 関西学院大学2021 同志社大学2020 同志社大学2020 早稲田大学2019 関西大学2019

3ジョージア 早稲田大学2022 学習院大学2022

6植民地議会 西南学院大学2020

6ヴァージニア 西南学院大学2021 立命館大学2019 高崎経済大学2017 立教大学2016 青山学院大学2016

7プランテーション 明治大学2021 学習院大学2020 学習院大学2019 高崎経済大学2017 学習院大学2017

7タバコ 同志社大学2020 明治大学2019 法政大学2019 青山学院大学2019 慶應大学2019

7印紙法 関西大学2021 同志社大学2020 青山学院大学2020 早稲田大学2019 立命館大学2018

7「代表なくして課税なし」 愛知教育大学2022 慶應大学2021 青山学院大学2020 立命館大学2019 早稲田大学2019

6茶法 早稲田大学2022

7ボストン茶会事件 学習院大学2022 立命館大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 早稲田大学2019

5ボストン港閉鎖 青山学院大学2019

7大陸会議 愛知教育大学2022 法政大学2020 立命館大学2019 高崎経済大学2017

7アメリカ独立戦争 同志社大学2019

4レキシントン・コンコードの戦い 青山学院大学2016

6レキシントンの戦い 立命館大学2021 関西学院大学2021 成城大学2016

5コンコード 明治大学2017 上智大学2017 高崎経済大学2017

4第２回大陸会議 近畿大学2018

7ワシントン 早稲田大学2022 立命館大学2021 立教大学2021 上智大学2019 近畿大学2018

6トマス=ペイン 学習院大学2022 中央大学2021 東京学芸大学2020 関西学院大学2020 青山学院大学2019
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6『コモン=センス』 東京学芸大学2020 東京外国語大学2019 京都大学2004

7アメリカ独立宣言 愛知教育大学2022 学習院大学2021 同志社大学2020 立命館大学2019 成城大学2016

7ジェファソン 愛知教育大学2022 南山大学2019 上智大学2019 高崎経済大学2017 中央大学2016

7ロック 立命館大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2016 成城大学2016 京都大学2007

5フランクリン 立命館大学2022 関西学院大学2018 学習院大学2017

7ラ=ファイエット 明治大学2021 関西大学2021 成城大学2016 関西大学2016

7コシューシコ 中央大学2022 関西大学2022 青山学院大学2019 中央大学2018 立教大学2017

6フランス参戦

6スペイン参戦 立教大学2021 関西学院大学2020

6武装中立同盟 青山学院大学2019 近畿大学2018

7エカチェリーナ２世 関西学院大学2021 関西学院大学2020 明治大学2017

6ヨークタウンの戦い 立命館大学2022 立教大学2022 南山大学2022 上智大学2017 関西学院大学2017

7パリ条約 明治大学2020 青山学院大学2020 明治大学2018 近畿大学2018 関西大学2018

5大西洋革命

3環大西洋革命 明治大学2020 明治大学2020 青山学院大学2020 早稲田大学2016

4アメリカ連合規約 早稲田大学2019 中央大学2013

7アメリカ合衆国

7アメリカ合衆国憲法 青山学院大学2020

6憲法制定会議

6フィラデルフィア 南山大学2022 中央大学2022 京都大学2022 関西大学2022 関西大学2021

6連邦派

6反連邦派 南山大学2022

4ワシントン（コロンビア特別区）

4最高裁判所 青山学院大学2020 立命館大学2001

5アメリカ連邦議会

7アメリカ連邦政府 京都大学2007
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7ワシントン大統領 同志社大学2021 青山学院大学2020 立命館大学2017

フランス革命
7アンシャン=レジーム 早稲田大学2020 高崎経済大学2016 名古屋大学2015

7第一身分 明治大学2021 高崎経済大学2016

7第二身分

7第三身分

7財政改革

6テュルゴー 同志社大学2019 関西大学2019 南山大学2018 中央大学2018 成城大学2018

6ネッケル 南山大学2022 関西学院大学2022 早稲田大学2020 関西学院大学2018 成城大学2017

7三部会 明治大学2020 関西学院大学2020 同志社大学2019 同志社大学2112017 明治学院大2016

5シェイエス 明治大学2022 南山大学2022 南山大学2020 関西学院大学2020 立命館大学2019

5『第三身分とは何か』 京都大学2014

3身分別議決法 青山学院大学2019 成城大学2018

7国民議会 明治大学2021 慶應大学2021 慶應大学2021 学習院大学2021 明治大学2020

7フランス革命

3憲法制定国民議会

6球戯場の誓い

4ミラボー 成城大学2018

7バスティーユ牢獄襲撃 明治大学2021 明治大学2021 同志社大学2020 立命館大学2019

7封建的特権の廃止 立命館大学2019

7人権宣言 明治大学2021 同志社大学2020 南山大学2019 新潟大学2013

6人間と市民の権利の宣言 明治大学2020 成城大学2016

7ラ=ファイエット 明治大学2022 学習院大学2022 同志社大学2021 学習院大学2021 南山大学2020

7ヴェルサイユ行進 中央大学2022 成城大学2018 高崎経済大学2016 京都大学2012

4教会財産の没収

6ギルドの廃止 西南学院大学2021

6ヴァレンヌ逃亡事件 関西学院大学2020 立命館大学2019 近畿大学2018 学習院大学2016
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71791年憲法 高崎経済大学2016

7立法議会 南山大学2020 東京学芸大学2020

5フイヤン派 南山大学2020 京都大学2018 高崎経済大学2008

6ジロンド派 西南学院大学2021 慶應大学2021 中央大学2017

7オーストリアに宣戦 京都大学2016

7義勇兵 立命館大学2017

4ラ=マルセイエーズ 立教大学2021 学習院大学2021 立命館大学2017

7サンキュロット 成城大学2018 近畿大学2018 立教大学2016

6８月10日事件 南山大学2022 関西大学2020 高崎経済大学2008 高崎経済大学2008

3テュイルリー宮殿 南山大学2022 成城大学2007

7王権の停止 立命館大学2019

3ヴァルミーの戦い 慶應大学2020 同志社大学552016 早稲田大学2016

6男性普通選挙

7国民公会 慶應大学2021 関西大学2019 京都大学2018 関西大学2017

7第一共和政 関西大学2020

7ジャコバン派 慶應大学2021 立命館大学2016 関西大学2016 九州大学2015 高崎経済大学2008

5山岳派

6ピット 南山大学2022 中央大学2021 南山大学2020 法政大学2019 南山大学2018

7対仏大同盟

4徴兵制

4ヴァンデーの反乱 西南学院大学2021 法政大学2019 関西学院大学2018 立教大学2016 学習院大学2016

7公安委員会 立命館大学2021 立命館大学2016

7恐怖政治 明治大学2021 立命館大学2016 高崎経済大学2016

4ギロチン 立命館大学2003

6断頭台

4マリ=アントワネット 関西学院大学2021
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51793年憲法 中央大学2018

7封建地代の無償廃止 西南学院大学2021 明治学院大2016 高崎経済大学2016 京都大学2003

5最高価格令 成城大学2016

7革命暦 学習院大学2020 中央大学2016

4共和暦

6メートル法 明治大学2021 東京外国語大学2021 中央大学2018

3グージュ 早稲田大学2021 立教大学2018 早稲田大学2018

3女の人権宣言

7ロベスピエール 南山大学2022 立命館大学2019 関西学院大学2018 近畿大学2017

3ダントン 関西学院大学2004

5テルミドールの反動 南山大学2022 慶應大学2021 関西学院大学2020 法政大学2019 南山大学2018

7総裁政府 立命館大学2021 関西大学2020 関西大学2019 関西大学2019 立命館大学2016

51795年憲法

5バブーフ 南山大学2022 南山大学2018 学習院大学2018 慶應大学2017 近畿大学2017

7ナポレオン=ボナパルト 東京学芸大学2022

ナポレオン戦争（1796〜1815）
7ナポレオン=ボナパルト 東京大学2021 東京外国語大学2020 青山学院大学2016

6ナポレオン戦争 京都大学2001

7イタリア遠征 青山学院大学2016

7エジプト遠征 中央大学2022 西南学院大学2021 青山学院大学2019 名古屋大学2018 青山学院大学2016

5対仏大同盟 立命館大学2016 青山学院大学2016

5ブリュメール18日のクーデタ 立命館大学2021 中央大学2021 法政大学2019 京都大学2001

7統領政府 関西大学2021 学習院大学2020 西南学院大学2018

7第一統領 立命館大学2016 京都産業大学2003

4フランス銀行 専修大学1997

4宗教協約

5アミアンの和約 慶應大学2021 同志社大学2020 法政大学2019 上智大学2019 近畿大学2017
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6終身統領

7ナポレオン法典 同志社大学2021 西南学院大学2021 京都府立大学2020 立命館大学2016 高崎経済大学2016

5民法典 明治大学2021

7第一帝政 慶應大学2021

6ナポレオン１世 東京都立大学2021 中央大学2020 早稲田大学2019 上智大学2019 東京大学2015

3ジョゼフィーヌ 成城大学2016

4対仏大同盟 青山学院大学2016

7トラファルガーの海戦 西南学院大学2021 慶應大学2021 東京大学2017 京都大学2013

7ネルソン 法政大学2019 明治大学2016 成城大学2016 関西学院大学2016

6アウステルリッツの戦い 立命館大学2021 慶應大学2020 同志社大学2019 青山学院大学2019 成城大学2016

5ライン同盟 名古屋大学2022 同志社大学2021 東京都立大学2021 西南学院大学2021 関西大学2020

5神聖ローマ帝国消滅 名古屋大学2022 立命館大学2021 中央大学2021 立教大学2018

7大陸封鎖令 同志社大学2021 同志社大学2021 同志社大学2020 九州大学2020 立命館大学2019

5ティルジット条約 立命館大学2021 慶應大学2021 立教大学2020 明治大学2020 関西大学2020

3ワルシャワ大公国 中央大学2020 上智大学2019 学習院大学2019 立命館大学2017 明治大学2016

6シュタイン 関西学院大学2007

6ハルデンベルク 立命館大学2021 学習院大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2019 立命館大学2017

5農民解放

5フィヒテ 東京大学2022 明治大学2021 明治大学2021 同志社大学2021 西南学院大学2021

4「ドイツ国民に告ぐ」 京都大学2022 学習院大学2017

3ナポレオン帝国

5スペイン反乱 同志社大学2021

5ゴヤ 西南学院大学2021 関西大学2020 法政大学2019 青山学院大学2019 同志社大学2722018

5「1808年５月３日」

7ロシア遠征 同志社大学2021 上智大学2018

3解放戦争
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6ライプツィヒの戦い 立命館大学2021 同志社大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021 立教大学2020

5諸国民戦争

7エルバ島 立教大学2021 南山大学2020 法政大学2019 青山学院大学2019 関西大学2019

5百日天下

7ワーテルローの戦い 立命館大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 関西学院大学2020 学習院大学2019

7セントヘレナ島 明治大学2021 関西大学2019 関西大学2018 立命館大学2016 南山大学2016

7国民国家 西南学院大学2018

7ナショナリズム 近畿大学2018 法政大学2016

7国民主義 明治大学2021

第21章 19世紀の欧米
ウィーン体制

7ウィーン会議 島根県立大学2020 近畿大学2018

7メッテルニヒ 立命館大学2021 明治大学2021 同志社大学2021 青山学院大学2021 西南学院大学2020

7勢力均衡 早稲田大学2017

6タレーラン 同志社大学2021 学習院大学2021 島根県立大学2020 関西学院大学2019 近畿大学2018

7正統主義 南山大学2021 西南学院大学2020 早稲田大学2017 成城大学2016

6アレクサンドル１世 名古屋大学2022 島根県立大学2020 関西大学2020 学習院大学2019 近畿大学2018

5「会議は踊る，されど進まず」 聖心女子大学2002

3ウィーン議定書 西南学院大学2020 同志社大学2019 関西大学2018

7ブルボン朝 明治大学2021 同志社大学2021 立教大学2020 学習院大学2020 南山大学2019

3オランダ立憲王国 慶應大学2022 東京女子大1995

7ドイツ連邦 島根県立大学2020 中央大学2017 青山学院大学2017 関西大学2016 東京外国語大学2013

5ポーランド王国 南山大学2022 学習院大学2021 桃山学院大学2006

5フィンランド 関西大学2020 慶應大学2019 法政大学2018 明治大学2007

4ベッサラビア 南山大学2022

3オランダ王国 関西大学2020 成城大学2018
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4南ネーデルラント 南山大学2021

7ケープ植民地 島根県立大学2020 中央大学2018

7スイスの永世中立 島根県立大学2020 京都大学2017

7スイス

6セイロン島 関西大学2021 島根県立大学2020 関西大学2020 学習院大学2020 青山学院大学2019

7ウィーン体制 慶應大学2022 島根県立大学2020 明治大学2019 東京外国語大学2010

7神聖同盟 名古屋大学2022 南山大学2021 島根県立大学2020 関西大学2020 青山学院大学2018

7四国同盟 同志社大学2022 島根県立大学2020 西南学院大学2020 北海学園大学2018

4五国同盟 島根県立大学2020

7ブルシェンシャフト 同志社大学2021 青山学院大学2020 法政大学2019 学習院大学2016 青山学院大学2012

5スペイン立憲革命 関西大学2018

6カルボナリ 京都大学2022 西南学院大学2020 学習院大学2020 法政大学2019 学習院大学2018

6デカブリストの乱 立命館大学2022 中央大学2021 島根県立大学2020 中央大学2020 西南学院大学2020

ウィーン体制
7ギリシア独立戦争 京都大学2022 学習院大学2021 青山学院大学2020 早稲田大学2019 関西大学2019

7ムハンマド=アリー 青山学院大学2017 上智大学2016 京都大学2014

4「キオス島の虐殺」 南山大学2019 青山学院大学2015

4バイロン 高崎経済大学2022 愛知教育大学2020 同志社大学292016 成城大学2016 関西学院大学2016

4ロンドン会議 早稲田大学2022 関西大学2021 関西学院大学2021 学習院大学2020 愛知教育大学2020

7七月革命 慶應大学2021 関西大学2021 学習院大学2021 明治大学2018 明治大学2017

3復古王政

5ルイ18世 関西大学2021 法政大学2018 関西大学2017 青山学院大学2016

6シャルル10世 関西大学2022 法政大学2021 同志社大学2021 島根県立大学2020 早稲田大学2020

5アルジェリア出兵 法政大学2021 中央大学2021 青山学院大学2021 関西大学2021 西南学院大学2020

5未召集の議会解散 立教大学2012

5オルレアン家 西南学院大学2020 関西大学2019 学習院大学2018

7ルイ=フィリップ 明治大学2021 同志社大学2021 青山学院大学2021 関西大学2021 島根県立大学2020
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5七月王政 神戸市外国語大

学
2022

7ベルギー王国 中央大学2022 同志社大学2021 同志社大学2020 島根県立大学2020 青山学院大学2020

5ドイツ蜂起

7ポーランド蜂起 明治学院大2016

5イタリア蜂起

7マッツィーニ 青山学院大学2020 法政大学2019 早稲田大学2017 近畿大学2017

7青年イタリア 明治大学2019

7選挙法改正

7二月革命 慶應大学2021 西南学院大学2020

7「諸国民の春」 明治大学2022 同志社大学2022 慶應大学2021 西南学院大学2020 青山学院大学2018

61848年革命

7三月革命 立命館大学2021 南山大学2021 慶應大学2021 関西大学2021 青山学院大学2018

7フランクフルト国民議会 立命館大学2022 立命館大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 南山大学2020

6大ドイツ主義 愛知大学2014

6小ドイツ主義 同志社大学2019 成城大学2011

6コシュート 同志社大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 明治大学2019

6ローマ共和国 中央大学2021 法政大学2019 東京学芸大学2016

イギリス・アイルランド
6カトリック教徒解放法 同志社大学2021 関西大学2021 京都府立大学2020 関西大学2020 青山学院大学2018

6審査法廃止 慶應大学2016

3オコンネル 南山大学2020 関西学院大学2020 立命館大学2017 同志社大学252016 慶應大学2016

7選挙法改正 南山大学2021 青山学院大学2016 中央大学2011

7産業資本家

7腐敗選挙区 青山学院大学2020

7黒人奴隷貿易

5奴隷制度 学習院大学2022 明治大学2020 京都大学2019 成城大学2013

3奴隷貿易禁止
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7自由貿易主義 同志社大学2022

5東インド会社独占権廃止

6東インド会社の商業活動停止

7イギリス東インド会社の貿易独占権廃止 明治大学2012

7穀物法廃止 法政大学2020 立教大学2019 法政大学2019 学習院大学2019 関西大学2018

7穀物法 早稲田大学2021 立命館大学2020 関西大学2020 関西学院大学2019 成城大学2018

4コブデン 名古屋大学2022 学習院大学2022 学習院大学2020 青山学院大学2018 成城大学2018

4ブライト 学習院大学2022 慶應大学2020 法政大学2019 立教大学2017

5反穀物法同盟

7航海法廃止 早稲田大学2022 法政大学2020 西南学院大学2020

5ラダイト運動 青山学院大学2020 愛知教育大学2020 青山学院大学2018 同志社大学1612017 青山学院大学2016

5機械打ちこわし運動 京都大学2018

4団結禁止法廃止 法政大学2019 西南学院大学2017

7人民憲章 青山学院大学2020 西南学院大学2020 法政大学2019 成城大学2016

7ロバート=オーウェン 同志社大学2021 西南学院大学2020 愛知教育大学2020 近畿大学2018 立教大学2017

7社会主義

7工場法 法政大学2020 愛知教育大学2020 青山学院大学2018

7チャーティスト運動 西南学院大学2020 関西大学2020 青山学院大学2018 同志社大学262016 青山学院大学2016

7労働組合 学習院大学2022 愛知教育大学2020 青山学院大学2016

7ヴィクトリア女王 千葉大学2022 立命館大学2020 同志社大学2020 南山大学2019 成城大学2016

7「世界の工場」

7ロンドン万国博覧会 早稲田大学2018 青山学院大学2018 成城大学2017 法政大学2015 京都大学2010

7保守党 関西学院大学2019

7トーリ党 青山学院大学2018

7自由党 西南学院大学2020 関西大学2020 早稲田大学2018

4ホイッグ党 関西大学2021
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7グラッドストン 関西大学2022 同志社大学2021 関西大学2020 明治大学2018 立教大学2017

6選挙法改正 立教大学2019

6選挙法改正 西南学院大学2021

3教育法 青山学院大学2018

4労働組合法

5ジャガイモ飢饉 法政大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 東京大学2021 慶應大学2021

7アイルランド自治法 青山学院大学2017 関西大学2017 学習院大学2017

6シン＝フェイン党 学習院大学2022 立教大学2021 同志社大学2021 法政大学2018 関西学院大学2017

4イースター蜂起 同志社大学2021 青山学院大学2018 立命館大学2017 関西大学2017

3アルスター地方 早稲田大学2021 南山大学2020 立命館大学2017 関西大学2017 京都大学2015

7アイルランド自由国 同志社大学2021 立命館大学2018

6エール 同志社大学2021 南山大学2020 青山学院大学2019 関西大学2017

フランス
7第二共和政 慶應大学2022 関西大学2021

7臨時政府 新潟大学2009

5ブルジョワ共和派

5ルイ=ブラン 早稲田大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 関西大学2021 青山学院大学2020

6国立作業場 法政大学2022

6四月普通選挙 立命館大学2001

6六月蜂起 学習院大学2020 明治大学2000

6ルイ=ナポレオン 上智大学2019 関西大学2019 近畿大学2018 京都大学2006

61851年クーデタ 上智大学2019

7ナポレオン３世 中央大学2022 京都大学2022 早稲田大学2020 関西大学2020 立命館大学2019

7第二帝政 同志社大学2021 関西大学2021

3オスマン 立教大学2022 立教大学2020 法政大学2020 上智大学2019 関西大学2019

5パリ改造 慶應大学2017

6メキシコ出兵 法政大学2021 京都大学2018 早稲田大学2017 京都大学2001
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7プロイセン=フランス戦争 同志社大学2022 関西大学2022 成城大学2018

7第三共和政 関西大学2019 関西大学2019 近畿大学2017

3臨時国防政府

4臨時政府

3ティエール 関西大学2022 南山大学2021 明治大学2019 法政大学2018 立教大学2017

6アルザス・ロレーヌ 京都大学2022 関西大学2022 立命館大学2021

7パリ=コミューン 関西大学2022 青山学院大学2020 近畿大学2018 青山学院大学2017 東京大学2016

3血の週間 関西大学2021 早稲田大学2016

イタリア・ドイツ
6ドイツ関税同盟 立命館大学2022 高崎経済大学2022 関西学院大学2022 同志社大学2021

7リスト 関西学院大学2020 中央大学2018

7ドイツ産業革命

7ユンカー 福岡大学2013

7ビスマルク 学習院大学2022 北海道大学2020 西南学院大学2020 明治大学2017 立命館大学2016

7ヴィルヘルム１世 立命館大学2021 法政大学2021 同志社大学2021 関西大学2021 南山大学2020

6鉄血政策 中央大学2007

6デンマーク戦争 同志社大学2021 関西大学2019 近畿大学2017 立命館大学2016

6シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 同志社大学2022 関西大学2021 同志社大学2019 同志社大学2019 学習院大学2016

7プロイセン=オーストリア戦争 青山学院大学2019

7北ドイツ連邦 同志社大学2021 関西大学2019 同志社大学3422006

7オーストリア=ハンガリー帝国 関西大学2021 同志社大学2019

5スペイン王位継承問題 同志社大学2020 慶應大学2020 同志社大学3432006

7プロイセン=フランス戦争

7ナポレオン３世 立命館大学2016

7ドイツ帝国 立教大学2020 青山学院大学2020 立命館大学2017 立教大学2017

6ヴェルサイユ宮殿 学習院大学2021 青山学院大学2019 青山学院大学2017

7鏡の間
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6帝国議会 高崎経済大学2011

6文化闘争 同志社大学2022 関西大学2022 早稲田大学2020 東京大学2017 青山学院大学2017

6ドイツ社会主義労働者党 同志社大学2022

7社会主義者鎮圧法 同志社大学2022 南山大学2020 慶應大学2017 慶應大学2016

3社会政策 立教大学2022 立命館大学2010

6社会保険 学習院大学2017

3災害保険 明治大学2021

3疾病保険

3保護関税法 高崎経済大学2017

イタリア・ドイツ
7サルデーニャ王国 法政大学2021 学習院大学2021 上智大学2019 成城大学2016

6ヴィットーリオ=エマヌエーレ２世 南山大学2021 法政大学2019 青山学院大学2017

7カヴール 関西大学2020 法政大学2019 関西大学2018 青山学院大学2009

7クリミア戦争

3プロンビエールの密約 立命館大学2016 関西学院大学2016

7ナポレオン３世

6サヴォイア 立命館大学2022 青山学院大学2017

6ニース 法政大学2019 上智大学2019 東京大学2018

7イタリア統一戦争

7ロンバルディア 法政大学2020 関西大学2020 法政大学2019 関西大学2018

7中部イタリア 中央大学2022 関西大学2020 青山学院大学2009

7ガリバルディ 学習院大学2022 立教大学2021 法政大学2020 立教大学2018 法政大学2016

4赤シャツ隊 立命館大学2021 立命館大学2021

5千人隊 南山大学2019

5ナポリ王国

7両シチリア王国 法政大学2019 近畿大学2017

7イタリア王国 立命館大学2016
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7ヴェネツィア併合 関西学院大学2022 青山学院大学2020 法政大学2019 近畿大学2017

7ローマ教皇領占領 関西大学2022 関西大学2021 関西大学2018 立命館大学2016 京都大学2001

6未回収のイタリア 早稲田大学2019 早稲田大学2019 関西大学2018 龍谷大学2015

6南チロル 南山大学2021 南山大学2019 立命館大学2016

7トリエステ

ロシア・北ヨーロッパ
5ニコライ１世 立命館大学2022 関西大学2021 関西大学2019 関西大学2018 慶應大学2017

4インテリゲンツィア 青山学院大学2019

7アレクサンドル２世 法政大学2022 関西大学2022 同志社大学2020 同志社大学2020 九州大学2020

7クリミア戦争 長崎大学2021 学習院大学2021

3大改革

7農奴解放令 西南学院大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2018 北海道大学2006

5ミール 津田塾大学2014

7ポーランド反乱 青山学院大学2019 南山大学2016

7ナロードニキ 立命館大学2019 明治大学2018 京都大学2004

3トゥルゲーネフ

7「ヴ=ナロード」 西南学院大学2018

5テロリズム

6アレクサンドル２世の暗殺 上智大学2007

東方問題
7東方問題 立教大学2017

5南下政策

6エジプト=トルコ戦争 法政大学2017

7ムハンマド=アリー 立教大学2020 上智大学2020 法政大学2017 高崎経済大学2017

4シリア 近畿大学2017

5ボスフォラス・ダーダネルス両海峡 学習院大学2021 関西大学2019 早稲田大学2018 法政大学2017 慶應大学2017

5ロンドン会議 中央大学2022 京都大学2022 関西大学2019 上智大学2016
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7クリミア戦争 東京大学2022 上智大学2020 関西大学2019 和歌山大学

7ギリシア正教徒の保護 早稲田大学2019 青山学院大学2019 京都大学2011

5セヴァストーポリ要塞 同志社大学2021 立命館大学2019 西南学院大学2018

5パリ条約 名古屋大学2022 南山大学2022 青山学院大学2020 西南学院大学2018 早稲田大学2017

6黒海の中立化 立教大学2019

6ナイティンゲール 中央大学2021 法政大学2019 西南学院大学2018

6露土戦争 立命館大学2018

5サン=ステファノ条約 関西学院大学2022 立教大学2021 学習院大学2021 中央大学2020 青山学院大学2019

6セルビア

6モンテネグロ 法政大学2017

6ルーマニア 中央大学2022 学習院大学2021 京都大学2011

6ベルリン会議 近畿大学2018 慶應大学2017

7ビスマルク 東京外国語大学2020

5ベルリン条約 立教大学2021 学習院大学2021 京都大学2020 青山学院大学2017 関西大学2017

7ボスニア=ヘルツェゴヴィナ 立命館大学2022 関西学院大学2022 法政大学2021 同志社大学2019 近畿大学2017

5キプロス 青山学院大学2020 成城大学2016

北アメリカ
6反連邦派

7ジェファソン 明治大学2022 学習院大学2022 中央大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020

6米英戦争 南山大学2022 早稲田大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 関西大学2020

7モンロー 明治大学2020 慶應大学2020 関西大学2020 学習院大学2020 関西大学2019

7モンロー宣言 同志社大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 関西大学2021 法政大学2018

6ジャクソン 慶應大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2021

4ジャクソニアン=デモクラシー 京都大学2007 立命館大学2001

3スポイルズ=システム 同志社大学2021 立命館大学2001

5民主党 同志社大学2021 関西大学2020

6ルイジアナ 中央大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 立命館大学2019 上智大学2019
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6フロリダ 中央大学2022 愛知教育大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2021 中央大学2021

5テキサス 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 中央大学2022 学習院大学2022

6アメリカ=メキシコ戦争 法政大学2022 法政大学2017 京都大学2007

6カリフォルニア 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 同志社大学2021 関西大学2021

5ゴールド=ラッシュ 慶應大学2021 京都大学2019 東京外国語大学2018 立命館大学2017

4西漸運動

7フロンティア

3フロンティア=スピリット 立命館大学2018

7インディアン

6強制移住法 同志社大学2021 西南学院大学2021 青山学院大学2019 同志社大学2742018 上智大学2017

6保留地 京都大学2021 中央大学2017

4「涙の旅路」 明治大学2021 学習院大学2021 明治大学2020 立教大学2019 立命館大学2018

3チェロキー 慶應大学2019

4明白な天命 明治大学2022 明治大学2018 東京大学2007

7保護貿易 法政大学2020 京都大学2006

7自由貿易 同志社大学2021 中央大学2021

5綿花プランテーション 東京外国語大学2022 早稲田大学2022 慶應大学2022 同志社大学2021 近畿大学2017

5連邦主義 同志社大学2021 同志社大学2020 中央大学2011

7黒人奴隷制

4自由州

6奴隷州 立命館大学2018

5ミズーリ協定 同志社大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2021 明治大学2020 同志社大学2019

3準州

4カンザス=ネブラスカ法 明治大学2021 早稲田大学2021 西南学院大学2021 青山学院大学2017

6共和党 西南学院大学2021 同志社大学2020 近畿大学2017 京都大学2007

5ストウ 立命館大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 明治大学2021 西南学院大学2020
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5『アンクル=トムの小屋』 明治大学2021 南山大学2019 関西学院大学2017

7南北戦争 慶應大学2022 愛知教育大学2022 関西大学2020 関西大学2020 東京都立大学2018

7リンカン 法政大学2022 学習院大学2022 立命館大学2020 成城大学2016

7アメリカ連合国 明治大学2022 中央大学2017 青山学院大学2017 東京外国語大学2015

3リッチモンド 関西大学2022 愛知教育大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2021 西南学院大学2021

6ホームステッド法 立教大学2022 関西学院大学2022 西南学院大学2021 明治大学2019 慶應大学2019

7奴隷解放宣言 同志社大学2021 近畿大学2017

6ゲティスバーグの戦い 学習院大学2022 同志社大学2021 西南学院大学2021 明治大学2019 青山学院大学2017

6「人民の，人民による，人民のための政治」

5人種隔離

4シェアクロッパー 同志社大学2021 西南学院大学2021 明治大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2018

5KKK 明治大学2021 西南学院大学2021 明治大学2019 学習院大学2019 青山学院大学2017

7大陸横断鉄道 東京大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 学習院大学2021 立命館大学2017

3クーリー 慶應大学2021 慶應大学2019 中央大学2018 早稲田大学2017 立教大学2016

4アラスカ購入 関西大学2022 学習院大学2022 九州大学2021

6フロンティアの消滅 近畿大学2017

5カナダ連邦 立命館大学2022 南山大学2019 成城大学2017

ラテンアメリカ
6クリオーリョ 明治大学2022 関西学院大学2022 関西大学2021 関西学院大学2021 青山学院大学2020

5メスティーソ 明治大学2022 明治大学2022 西南学院大学2022 東京大学2021 早稲田大学2021

7インディオ

4ムラート 立命館大学2022 明治大学2020 明治大学2019

7メッテルニヒ

4カニング 法政大学2022 南山大学2021 関西大学2021 青山学院大学2020 同志社大学2019

7モンロー教書 同志社大学2712018 中央大学2017 成城大学2017

7ハイチ 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2018 学習院大学2018 青山学院大学2017

7ハイチ独立 大阪大学2022 愛知教育大学2022 名古屋大学2021 関西大学2021 同志社大学2020
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7トゥサン=ルーヴェルチュール 明治大学2022 愛知教育大学2022 南山大学2020 同志社大学2020 早稲田大学2020

6サン=ドマングの蜂起 関西学院大学2020 上智大学2019

5サン=マルティン 中央大学2022 学習院大学2021 立命館大学2020 同志社大学462016

6アルゼンチン 同志社大学2022 立命館大学2016

3チリ独立 関西学院大学2018 明治大学2017

7シモン=ボリバル 明治大学2022 法政大学2022 同志社大学2022 関西大学2021 同志社大学2019

4ベネズエラ 慶應大学2022

6コロンビア独立 法政大学2022

3ボリビア独立

4ペルー独立 早稲田大学2006

6ブラジル 同志社大学2022 早稲田大学2021

5ポルトガルの王子 同志社大学2692018 明治大学2017

4イダルゴ 慶應大学2022 明治大学2021 関西大学2021 早稲田大学2020 上智大学2020

7メキシコ独立 同志社大学2022

3フアレス 明治大学2022 上智大学2020 関西大学2020 青山学院大学2019 立命館大学2018

4メキシコ内乱

3マクシミリアン 同志社大学2022 同志社大学2020 上智大学2020 慶應大学2020 関西大学2020

6ディアス 慶應大学2021 同志社大学2020 青山学院大学2020 同志社大学2019 関西学院大学2019

6メキシコ革命 明治大学2022 東京学芸大学2021 立命館大学2018 立命館大学2018

5マデロ 同志社大学2022 中央大学2022 同志社大学2020 中央大学2017 近畿大学2017

6サパタ 慶應大学2021 同志社大学2020 関西学院大学2020 法政大学2018 京都大学2001

4ビリャ 中央大学2017

社会主義・平和運動
7社会主義 同志社大学2020 早稲田大学2017

7フーリエ 同志社大学2021 立命館大学2019 法政大学2019 関西学院大学2019 法政大学2016

7ロバート=オーウェン 法政大学2021 法政大学2019 学習院大学2018

3ニューラナーク
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7サン=シモン 中央大学2021 早稲田大学2020 立教大学2019 法政大学2019 上智大学2019

7マルクス 学習院大学2019 法政大学2018 近畿大学2017

6エンゲルス 慶應大学2022 学習院大学2022 法政大学2019 上智大学2018 近畿大学2018

7『共産党宣言』 明治大学2020 東京都立大学2019 京都大学2006

4空想的社会主義

4科学的社会主義 関西大学2021 青山学院大学2019 中央大学2017 慶應大学2016

5無政府主義

5プルードン 明治大学2020 立教大学2019 関西学院大学2016

6インターナショナル 学習院大学2022 明治大学2020 東京大学2014

3国際労働者協会 明治大学2016

6インターナショナル 中央大学2022 中央大学2022 慶應大学2017 慶應大学2016

7社会民主党 関西大学2021 上智大学2018 上智大学2018

6万国平和会議

6ハーグ 青山学院大学2020 九州大学2020 早稲田大学2016

7国際赤十字 明治大学2016 早稲田大学2016

5デュナン 立教大学2019 関西大学2017 早稲田大学2016

6ナイティンゲール 西南学院大学2021

3赤十字条約

5国際オリンピック大会

7万国博覧会 立命館大学2020 高崎経済大学2016

5パリ万国博覧会 南山大学2016

5電気館

3万国郵便連合 立命館大学2021

19世紀の欧米文化
6古典主義 中央大学2018

7ロマン主義 明治大学2022 高崎経済大学2022 高崎経済大学2022 関西大学2022 早稲田大学2021

7写実主義 東京都立大学2020 中央大学2018
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7自然主義 東京都立大学2020 成城大学2017 京都大学2005

3象徴主義

3耽美主義 早稲田大学2009

3疾風怒濤 関西大学2020 慶應大学2017

7ゲーテ 同志社大学2021 立教大学2020 関西大学2020 青山学院大学2018 関西大学2017

6『ファウスト』 明治大学2021 早稲田大学2016

3シラー 立教大学2021

5グリム兄弟 慶應大学2022 青山学院大学2019 学習院大学2011

4『グリム童話集』

7ハイネ 成城大学2017 関西大学2017 法政大学2015

3『歌の本』 南山大学2020 南山大学2020 立命館大学2018

5ユゴー 高崎経済大学2022 慶應大学2021 法政大学2017 学習院大学2017

4『レ=ミゼラブル』 慶應大学2021 成城大学2017 京都大学2003

5バイロン 同志社大学2021 立命館大学2017 法政大学2017 関西大学2017

3プーシキン 東京大学2015

7スタンダール 高崎経済大学2022 明治大学2021 法政大学2019 関西大学2018

6『赤と黒』 明治大学2021 明治大学2021

5バルザック 明治大学2022 高崎経済大学2022 明治大学2020 関西大学2019 法政大学2018

3『人間喜劇』

4ディケンズ 明治大学2022 法政大学2017

3トゥルゲーネフ 同志社大学1712017

6ドストエフスキー 立教大学2018 明治学院大2016

5『罪と罰』

5トルストイ 慶應大学2022 西南学院大学2017

5『戦争と平和』 早稲田大学2020 九州大学2020

6ゾラ 立教大学2020 同志社大学2019 関西大学2019 立教大学2017 西南学院大学2017
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5『居酒屋』 成城大学2017 慶應大学2017

3モーパッサン 明治大学2019 同志社大学2019 立教大学2017

6イプセン 明治大学2021 南山大学2021 青山学院大学2020 学習院大学2020 立教大学2018

5『人形の家』

5ボードレール 同志社大学2019 関西大学2017

4古典主義 中央大学2018

6ダヴィド 早稲田大学2022 関西大学2022 西南学院大学2021 法政大学2019 南山大学2019

6「ナポレオンの戴冠式」

3ロマン主義 関西大学2022

6ドラクロワ 関西大学2022 同志社大学2021 関西学院大学2021 学習院大学2021 関西学院大学2019

4「キオス島の虐殺」

6「民衆を導く自由の女神」 島根県立大学2020

5ゴヤ 関西大学2017

5「1808年５月３日」

5自然主義

7ミレー 早稲田大学2021 同志社大学2019 成城大学2017 京都大学2005

5「落ち穂拾い」

4写実主義

5クールベ 法政大学2022 法政大学2018 関西大学2016

7印象派 東京都立大学2020 関西大学2019 中央大学2018

3マネ 早稲田大学2020 明治大学2019 立命館大学2016 関西大学2016

6モネ 立教大学2022 明治大学2021 早稲田大学2021 法政大学2020 同志社大学2019

3「睡蓮」

7ルノワール 南山大学2022 同志社大学3441997

4「ムーラン=ド=ラ=ギャレット」

3ジャポニスム
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3浮世絵 南山大学2019

4後期印象派

5セザンヌ 同志社大学2019

3ゴーガン 同志社大学2019 成城大学2004

7ゴッホ 法政大学2020 関西大学2012

4「ひまわり」

6ロダン 立命館大学2021 関西大学2019 関西大学2018

3「考える人」

7ベートーヴェン 同志社大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2019 法政大学2015

6ロマン派 立教大学2020 法政大学2019

5シューベルト 立命館大学2018

6ショパン 関西大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 中央大学2020 愛知教育大学2020

5ヴァーグナー 南山大学2019 明治学院大2016

3スメタナ 法政大学2019 早稲田大学2018

3ドビュッシー 早稲田大学2020 東海大学2007

4近代歴史学

6ランケ 名古屋大学2021 南山大学2021 南山大学2019 青山学院大学2018 東京外国語大学2013

6古典派経済学

6マルサス 中央大学2022 慶應大学2022 東京大学2020 青山学院大学2020 同志社大学322016

3『人口論』 法政大学2020 明治学院大2016

6リカード 学習院大学2019 東京外国語大学2018 京都大学2018

3歴史学派経済学

7リスト 同志社大学2021 南山大学2020 早稲田大学2018 西南学院大学2017 南山大学2011

6『資本論』 学習院大学2022 愛知教育大学2020 東京都立大学2019 青山学院大学2017

7ドイツ観念論

7カント 同志社大学1862017
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7ヘーゲル 明治大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 早稲田大学2021 同志社大学2019

7弁証法哲学 学習院大学2017

6唯物論

5史的唯物論 青山学院大学2018

7功利主義 高崎経済大学2022 青山学院大学2017 同志社大学312016

7ベンサム 立命館大学2022 早稲田大学2021 立教大学2020 同志社大学2019 近畿大学2017

6「最大多数の最大幸福」 法政大学2020

4ジョン=ステュアート=ミル 慶應大学2022 早稲田大学2021 青山学院大学2021 慶應大学2016

3スペンサー 慶應大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2020 立教大学2017

6実証主義

6コント 明治大学2022 関西学院大学2021 西南学院大学2017

5社会学

5ニーチェ 同志社大学2019 関西学院大学2011

5フロイト 関西大学2021 東京大学2020 同志社大学2019 関西学院大学2011

5ファラデー 関西大学2022 立教大学2018 関西学院大学2018 同志社大学1532017

5電磁気学

5マイヤー 明治大学2021

5ヘルムホルツ 法政大学2020 東京女子大2000

5エネルギー保存の法則 南山大学2020

5レントゲン 西南学院大学2007

5X放射線の発見

7キュリー夫妻

6ラジウムの発見 関西大学2022 西南学院大学2007

7ダーウィン 高崎経済大学2022 関西大学2022 東京都立大学2020 法政大学2017 同志社大学302016

7進化論

7『種の起源』 西南学院大学2022 立命館大学2021 南山大学2019 西南学院大学2017 京都大学2007
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3メンデル 立教大学2020 法政大学2020 法政大学2010

3遺伝の法則

6パストゥール 立教大学2022 中央大学2021 関西大学2021 立教大学2020 法政大学2020

7コッホ 南山大学2022 中央大学2022 慶應大学2022 関西大学2022 明治大学2021

4結核菌の発見

4コレラ菌の発見

5ノーベル 慶應大学2020 同志社大学1572017 明治学院大2016

5ダイナマイト

7ノーベル賞 学習院大学2007

5モールス 高崎経済大学2022 中央大学2020 青山学院大学2019 関西学院大学2018 早稲田大学2017

5電信機

6ベル 名古屋大学2022 同志社大学1542017

6電話機

3マルコーニ 立教大学2022 南山大学2022 中央大学2022 関西大学2022 法政大学2020

3無線電信

4電車 東京大学2003

6エディソン 関西大学2022 学習院大学2022 同志社大学1552017 法政大学2016

6電灯

7映画

3ダイムラー 関西大学2022 立命館大学2021 慶應大学2021 立教大学2020 法政大学2020

3ディーゼル 中央大学2020 法政大学2016

3ディーゼルエンジン

4リヴィングストン 同志社大学2020 東京都立大学2020 関西学院大学2018

4スタンリー 西南学院大学2022 立教大学2019 明治大学2019 近畿大学2017 関西学院大学2017

5ピアリ 中央大学2022 明治大学2019 明治大学2019 同志社大学2019 立教大学2018

5アムンゼン 東京外国語大学2022 中央大学2022 立命館大学2021 新潟大学2020 立教大学2018
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3ヘディン 中央大学2022 立教大学2021 早稲田大学2019

3海底ケーブル 学習院大学2022 青山学院大学2019 早稲田大学2013

4女性解放運動

第22章 アジア・アフリカの動揺と民族運動
中東の情勢

3アーヤーン 法政大学2022 慶應大学2014

7イェニチェリ 青山学院大学2019 東京学芸大学2008

4トルコ=イギリス通商条約 中央大学2020

7タンジマート 北海道大学2022 立命館大学2021 南山大学2021 東京外国語大学2020 中央大学2020

6アブデュルメジト1世 南山大学2021 中央大学2020 上智大学2020 法政大学2019 慶應大学2017

5ギュルハネ勅令 北海道大学2022 北海道大学2022 中央大学2020 愛知教育大学2020

7ミドハト憲法 中央大学2020 立教大学2019

5ミドハト=パシャ 北海道大学2022 法政大学2021 学習院大学2019 近畿大学2017 東京外国語大学2012

6露土戦争 中央大学2022 中央大学2020 近畿大学2017

6アブデュルハミト２世 立命館大学2022 法政大学2021 立教大学2020 中央大学2020 関西大学2020

7青年トルコ革命 中央大学2020 関西大学2019 慶應大学2011 京都大学2011 慶應大学

7青年トルコ

7統一と進歩委員会 法政大学2021 中央大学2020

7ミドハト憲法復活

5ブルガリア 中央大学2021 学習院大学2019 法政大学2015

7ボスニア=ヘルツェゴヴィナ併合 中央大学2020 法政大学2019 早稲田大学2019 法政大学2015

3パン=トルコ主義

6汽船

7アフガーニー 関西学院大学2022 中央大学2021 京都大学2021 関西学院大学2021 東京外国語大学2020

6パン=イスラーム主義 立命館大学2022 東京外国語大学2016

5ムハンマド=アリー朝 立命館大学2021 慶應大学2017
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7ムハンマド=アリー 明治大学2019 関西大学2019 名古屋大学2018 中央大学2018 京都大学2002

3綿花などの専売制 京都大学2014

6ワッハーブ王国 京都大学2017 京都大学2002

6エジプト=トルコ戦争 名古屋大学2018

6レセップス 法政大学2022 関西大学2021 近畿大学2018 中央大学2017 関西大学2017

7ウラービーの反乱 関西大学2022 同志社大学2152017

7ウラービー運動 学習院大学2021 学習院大学2021 立教大学2020 同志社大学2020 上智大学2020

7ウラービー=パシャ 中央大学2022 近畿大学2018 上智大学2016 東京大学2007 聖心女子大学2007

4東海散士

7「エジプト人のためのエジプト」 早稲田大学2019

4ムハンマド=アブドゥフ 同志社大学3462015

中東の情勢
7ワッハーブ派 中央大学2022 青山学院大学2017 東京大学2010

4イブン=アブドゥル=ワッハーブ 立教大学2022 法政大学2022 中央大学2010

7サウード家 立教大学2022 立教大学2017 近畿大学2017

6ワッハーブ王国 近畿大学2017 同志社大学3472014 法政大学2002

3リヤド

7カージャール朝 関西大学2022 南山大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2019

4テヘラン 立教大学2021 上智大学2019 京都大学2014 京都大学2014

5アゼルバイジャン

5トルコマンチャーイ条約 立命館大学2022 長崎大学2022 南山大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021

5カフカス 関西大学2022 早稲田大学2018

6アルメニア 上智大学2019

6治外法権 立命館大学2019

6バーブ教徒の乱 中央大学2021 上智大学2019 関西大学2019 近畿大学2018

6バーブ教 明治大学2021 東京大学2020 西南学院大学2020 立教大学2018

7タバコ=ボイコット運動 慶應大学2022 西南学院大学2021 上智大学2019 東京大学2007

157



世界史用語出題事例
7イラン立憲革命 慶應大学2021 上智大学2019

6ウズベク人 立教大学2020 明治大学2017

5ブハラ=ハン国 北海道大学2021 関西大学2018

5ヒヴァ=ハン国 北海道大学2021

5コーカンド=ハン国 法政大学2022 学習院大学2022 法政大学2021 関西大学2021 立教大学2020

6アフガン戦争 津田塾大学2001

6アフガニスタン保護国化 関西大学2022 上智大学2019

インドの植民地化と民族運動
3カーナティック戦争 法政大学2018 近畿大学2018

7プラッシーの戦い 明治大学2022 明治大学2022 東京都立大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021

6ベンガル 西南学院大学2021 法政大学2018 早稲田大学2018

7徴税権 島根県立大学2020

7地税 島根県立大学2020

3ビハール

6マイソール戦争 島根県立大学2020 成城大学2017

3マイソール王国 京都府立大学2002

6マラーター戦争 関西学院大学2019

6マラーター同盟 学習院大学2022 学習院大学2006

6シク戦争 関西大学2020 近畿大学2018 関西大学2018 中央大学2017 関西大学2016

5シク王国 慶應大学2022 青山学院大学2021 国士舘大学2016

7東インド会社解散 西南学院大学2021

5ザミンダーリー制 同志社大学2022 島根県立大学2020 中央大学2018 北海道大学2015

5ライヤットワーリー制 南山大学2022 島根県立大学2020 青山学院大学2020 南山大学2018 早稲田大学2018

3ライヤット

7シパーヒーの反乱 千葉大学2022 法政大学2019 学習院大学2019 東京都立大学2018 名古屋大学2017

7インド大反乱 立教大学2017 関西大学2017

7シパーヒー 立命館大学2022 同志社大学2022 島根県立大学2020 中央大学2019 明治大学2018
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7牛の神聖視

7豚の汚穢視

4藩王国 立教大学2022 島根県立大学2020 学習院大学2018 明治大学2012

5デリー城占拠

7ムガル帝国滅亡 名古屋大学2022 島根県立大学2020

7インド帝国 千葉大学2022 東京都立大学2018 近畿大学2018 青山学院大学2013

7インド皇帝 島根県立大学2020

7ヴィクトリア女王 法政大学2021 上智大学2020 中央大学2019 早稲田大学2019 同志社大学1962017

7藩王国 立教大学2022 島根県立大学2020 学習院大学2018 明治大学2012

7鉄道建設

3ラーム=モーハン=ローイ 関西大学2021

4サティー 学習院大学2022 立教大学2018 東京大学2010

7インド国民会議 立教大学2020 新潟大学2020 上智大学2020 学習院大学2018

3ボンベイ 南山大学2022 南山大学2018 東北学院大学2016

7国民会議派 学習院大学2021

7ベンガル分割令 明治大学2021 学習院大学2021 明治大学2020 青山学院大学2020 法政大学2019

6カルカッタ大会

6カルカッタ大会四綱領

7英貨排斥

7スワデーシ 明治大学2022 東京都立大学2018 早稲田大学2018 同志社大学1972017 愛知教育大学2009

7スワラージ 学習院大学2022 東京都立大学2018

7民族教育 立教大学2018

4ティラク 青山学院大学2022 明治大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 法政大学2019

7全インド=ムスリム連盟 東京大学2009

6分割統治 中央大学2022 関西大学2017 立教大学2014

東南アジアの植民地化と民族運動
6マタラム王国 関西学院大学2021 早稲田大学2020 慶應大学2019 青山学院大学2018 近畿大学2018
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3イギリス=オランダ協定 明治大学2022 青山学院大学2019 法政大学2017

4ジャワ戦争 法政大学2020

7強制栽培制度 立教大学2022 島根県立大学2020 中央大学2019 学習院大学2019 同志社大学662016

7政府栽培制度 慶應大学2020

5アチェ王国 明治大学2018 近畿大学2018

3カルティニ 慶應大学1997

7イスラーム同盟

7サレカット=イスラーム 立教大学2022 同志社大学2022 法政大学2020 慶應大学2020 明治大学2019

5ペナン 南山大学2022 立教大学2020 学習院大学2020 明治大学2019 慶應大学2018

7シンガポール 関西大学2022 学習院大学2022 西南学院大学2021 立教大学2020 早稲田大学2019

7マラッカ 関西大学2022 立教大学2021 関西大学2017

6海峡植民地 学習院大学2022 同志社大学2021 法政大学2020 島根県立大学2020 青山学院大学2019

5北ボルネオ 同志社大学2021 明治大学2020

4北ボルネオ領有

7マレー連合州 青山学院大学2019 近畿大学2018 成城大学2017

7錫 関西大学2022 明治大学2017 中央大学2016 学習院大学2016 学習院大学2016

7華僑 同志社大学2021

7華人

7ゴム 大阪大学2022 法政大学2021 中央大学2020 青山学院大学2019

3印僑

6コンバウン朝 千葉大学2022 西南学院大学2021 南山大学2020 関西大学2018 関西学院大学2018

7ビルマ戦争 千葉大学2022 京都大学2007

7インド帝国に併合 青山学院大学2019 同志社大学632016

4イラワディ川の水田稲作 法政大学2015

東南アジアの植民地化と民族運動
3ラーマ４世 法政大学2022 上智大学2018 学習院大学2017

7ラーマ５世 立教大学2022 西南学院大学2021 北海道大学2020 慶應大学2018 慶應大学2017
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7チュラロンコン大王 立命館大学2016

5チャオプラヤー川の水田稲作 学習院大学2021 学習院大学2017

4マニラ開港 青山学院大学2019 津田塾大学2012

5マニラ麻 慶應大学2018

7ホセ=リサール 法政大学2022 東京大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021 明治大学2020

7アギナルド 法政大学2022 立命館大学2021 立教大学2021 中央大学2021 法政大学2020

7アメリカ=スペイン戦争 学習院大学2021 学習院大学2017

5フィリピン共和国

6フィリピン=アメリカ戦争 名古屋大学2016

5越南国 慶應大学2015

7阮朝 高崎経済大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2019

6阮福暎 東京外国語大学2021 西南学院大学2021 中央大学2020 同志社大学2019 上智大学2017

3ピニョー 南山大学2022 中央大学2018

4インドシナ出兵

7ナポレオン３世 千葉大学2020 法政大学2017

7カンボジア保護国化 関西大学2022 関西大学2020

3ユエ条約 南山大学2022 法政大学2019 法政大学2017 学習院大学2016

5黒旗軍 京都大学2020 明治大学2019 成城大学2018

5劉永福 南山大学2022 上智大学2018

7清仏戦争 同志社大学2021 西南学院大学2021 中央大学2020 北海道大学2004

7天津条約 立命館大学2022 中央大学2022 関西大学2022 南山大学2019 慶應大学2018

6ベトナム保護国化 関西大学2018

4ハノイ 京都大学2020 関西学院大学2020 青山学院大学2010

7ラオス保護国化 西南学院大学2021 慶應大学2018 関西大学2018 法政大学2017 京都大学2007

4メコン川の水田稲作 成城大学2018

5維新会
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7ファン=ボイ=チャウ 明治大学2022 東京外国語大学2022 青山学院大学2022 京都府立大学2022 西南学院大学2021

7東遊運動

5ドンズー運動 京都府立大学2022 中央大学2018 成城大学2017 福井大学2015 京都大学2003

4ベトナム光復会 明治大学2022 高崎経済大学2016 東京大学2009

中国の変動
7乾隆帝 法政大学2022 関西大学2022 学習院大学2022

718世紀の人口増加

7白蓮教徒の乱 同志社大学2022 上智大学2020 学習院大学2019 同志社大学602016

3団練 慶應大学2000

7広州 京都大学2020

5マカートニー 同志社大学2022 新潟大学2022 慶應大学2021 青山学院大学2020 西南学院大学2020

3アマースト 南山大学2021 立教大学2016 京都大学2004

7アヘン 学習院大学2020 東京都立大学2018 九州大学2018 京都大学2013

7アヘン戦争 千葉大学2020 立命館大学2019 関西大学2016 京都大学2007

7林則徐 同志社大学2022 新潟大学2022 東京学芸大学2019 青山学院大学2016 成城大学2016

7南京条約 新潟大学2022 中央大学2021 千葉大学2020 立命館大学2019 法政大学2019

7香港割譲 同志社大学2022 立命館大学2021 名古屋大学2021 東京外国語大学2021 明治大学2020

75港開港 早稲田大学2020

3寧波 学習院大学2020 学習院大学2019 早稲田大学2018 関西大学2018 京都府立大学2015

3福州

3厦門 早稲田大学2020

7公行の廃止 同志社大学622016

6賠償金の支払い

7不平等条約

3五港通商章程

5虎門寨追加条約 南山大学2021 津田塾大学2015

7領事裁判権
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6関税協定権 東京都立大学2017

7最恵国待遇 早稲田大学2022 東京学芸大学2019 京都大学2014

6望厦条約 同志社大学2022 学習院大学2020 南山大学2017 京都大学2012

6黄埔条約 同志社大学2022 東京都立大学2017 福岡大学2011

5租界 法政大学2016 成城大学2016 関西大学2016

7アロー戦争 学習院大学2022 青山学院大学2021 立教大学2020 千葉大学2020 九州大学2020

6第２次アヘン戦争

7アロー号事件

5円明園の破壊 南山大学2020 南山大学2020 早稲田大学2020 成城大学2018 立教大学2017

7天津条約 学習院大学2022 明治大学2020 関西大学2020 法政大学2019 立命館大学2018

7開港場の増加

7外国公使の北京駐留

7キリスト教布教の自由

7外国人の内地旅行の自由 明治大学2017 京都大学2007

5アヘン貿易の公認 法政大学2004

7北京条約 明治大学2018 法政大学2018 学習院大学2018 学習院大学2018 南山大学2016

7天津開港 上智大学2019 京都大学2018

7九竜半島 明治大学2022 同志社大学2022 立命館大学2019 中央大学2017

4総理衙門 法政大学2020 立教大学2019 東京学芸大学2014 京都大学2007 西南学院大学2006

中国の変動
5ラクスマン 学習院大学2020 関西大学2016 京都大学2004

6東シベリア総督

6ムラヴィヨフ 法政大学2022 同志社大学2021 学習院大学2021 立教大学2020 青山学院大学2020

7アイグン条約 同志社大学2022 同志社大学2021 中央大学2020 関西大学2020 学習院大学2020

6アムール川 同志社大学2022 立命館大学2021 早稲田大学2017

7黒竜江 関西大学2020

7北京条約 南山大学2021 関西大学2020 法政大学2019 北海道大学2017 新潟大学2014
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7沿海州 近畿大学2018

7ウラジヴォストーク 京都大学2020 関西大学2020 学習院大学2020 西南学院大学2018 新潟大学2014

5イリ事件 法政大学2022 関西大学2021

3ヤークーブ=ベク

5左宗棠 法政大学2022 関西大学2021 立命館大学2019 学習院大学2016 慶應大学2013

6イリ条約 学習院大学2020 青山学院大学2019 関西学院大学2018 立命館大学2010

7太平天国の乱 中央大学2022 学習院大学2019

7洪秀全 同志社大学2022 京都大学2022 立教大学2020 青山学院大学2020 愛知教育大学2020

3客家 中央大学2020

7上帝会 同志社大学2022 青山学院大学2019 中央大学2016 京都大学2006

3拝上帝会

6「滅満興漢」 関東学院大学2014

7太平天国 千葉大学2014 東京外国語大学2012

6南京 明治大学2020 青山学院大学2020 学習院大学2018 京都大学2007

6天京 早稲田大学2015

6天朝田畝制 立教大学2022 明治大学2020 京都大学2020 明治大学2019 立教大学2018

6纏足禁止 明治大学2019 明治大学2019

6辮髪廃止 明治大学2003

3長髪賊

4捻軍 立命館大学2019 明治大学2007

3回民

4ミャオ族 立命館大学2019

6湘軍 京都大学2018

6湘勇 同志社大学2022 関西学院大学2019

7曾国藩 立命館大学2021 学習院大学2021 上智大学2020 明治大学2018 関西学院大学2018

6淮軍 同志社大学2022 学習院大学2020 慶應大学2019 学習院大学2019
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7李鴻章 関西大学2021 上智大学2020 愛知教育大学2020 青山学院大学2017

7常勝軍 青山学院大学2021 上智大学2020

5ウォード 京都大学2006 京都大学2006

3ゴードン 上智大学2020 慶應大学2019 学習院大学2019 京都大学2018

7洋務運動 明治大学2022 立命館大学2021 中央大学2020 学習院大学2019 北海道大学2018

7西太后 京都大学2018 学習院大学2017 成城大学2016

4「中体西用」 中央大学2020 立命館大学2019 京都大学2019 立教大学2016

7曾国藩

7李鴻章 立命館大学2022 法政大学2022 青山学院大学2021 慶應大学2021 法政大学2018

5左宗棠 上智大学2020

6同治の中興 立教大学2018 法政大学2018

6同治帝 同志社大学2022 学習院大学2021 南山大学2019

6総理各国事務衙門 南山大学2021 京都大学2018

4総理衙門 学習院大学2018

3北洋艦隊 立命館大学2019

日本・朝鮮
7ペリー 立命館大学2017 学習院大学2017

3浦賀

7日米和親条約

7樺太

7日米修好通商条約

7明治維新 関西大学2022

3大政奉還

4自由民権運動 関西大学2022 同志社大学3492005

7大日本帝国憲法 南山大学2019 慶應大学2011

6国会の開設

5日清修好条規 関西大学2019 中央大学2003
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7琉球 立教大学2021 法政大学2021 新潟大学2019

7台湾出兵 法政大学2021 関西大学2016 立教大学2014

6沖縄県

7樺太・千島交換条約 西南学院大学2017

4琉球処分 中央大学2019 学習院大学2017

7日朝修好条規

3洪景来の乱 関西大学2022 南山大学2020 立教大学2019 同志社大学2019 慶應大学2018

5高宗 立教大学2022 関西大学2021 立教大学2019 同志社大学2019 京都大学2004

5大院君 関西大学2022 慶應大学2021 学習院大学2021 立命館大学2019 成城大学2017

6閔氏

7江華島事件 同志社大学2021 立命館大学2020 成城大学2017

7日朝修好条規 同志社大学2019

6江華条約

6３港の開港

6釜山 中央大学2020 立命館大学2019 明治大学2017

3仁川 慶應大学2021

5壬午軍乱 中央大学2021 関西大学2021 立命館大学2019 学習院大学2019 中央大学2016

3開化派 島根県立大学2007

6金玉均 関西大学2017 関西学院大学2017 中央大学2016

5甲申政変 北海道大学2022 千葉大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 慶應大学2021

3天津条約 学習院大学2019 同志社大学3502010

7甲午農民戦争 中央大学2021 関西大学2021 関西大学2016

7東学の乱 中央大学2020

7東学 成城大学2017 関西大学2017

5西学 関西大学2022

6崔済愚 同志社大学2019 京都大学2018
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6全琫準 同志社大学2021 中央大学2020 同志社大学2019 明治大学2017 東京大学2009

7日清戦争 明治大学2022 明治大学2022 関西大学2022 関西大学2021 青山学院大学2019

7下関条約 青山学院大学2021 関西大学2021 成城大学2018 関西大学2016 関西学院大学2016

6伊藤博文 立教大学2002

7李鴻章 学習院大学2021 中央大学2019

6澎湖諸島 立命館大学2022 京都大学2020 立教大学2019 中央大学2019 上智大学2002

7遼東半島 慶應大学2021 学習院大学2019 学習院大学2017

7開港場での企業設立 立命館大学2019

7台湾 関西大学2019

3台湾総督府 同志社大学2022 青山学院大学2021 法政大学2019 立命館大学2017

7三国干渉 同志社大学2019 明治学院大2016

列強の中国侵略と中国の対応
7租借 立命館大学2018

6シベリア鉄道 同志社大学2021

7三国干渉 九州大学2021 九州大学2021 津田塾大学2005

7東清鉄道 九州大学2021 福井大学2020 中央大学2017 立教大学2016 京都大学2011

6旅順 法政大学2022 同志社大学2022 東京学芸大学2020 学習院大学2020 北海道大学2017

4大連

3ドイツ人宣教師殺害事件

7膠州湾 西南学院大学2022 福井大学2020 東京学芸大学2020 学習院大学2020 学習院大学2018

5青島 法政大学2022 関西大学2018 明治学院大2016

7山東 東京外国語大学2019

7威海衛 法政大学2022 学習院大学2021 明治大学2020 法政大学2020 京都大学2020

7九竜半島

7広州湾 福井大学2020 東京学芸大学2020 成城大学2018 京都大学2005

5福建省 関西大学2019

7門戸開放宣言 慶應大学2021 和歌山大学2011
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6ジョン=ヘイ 北海道大学2020 立命館大学2019 名城大学2015

6門戸開放 福井大学2020

7機会均等

6領土保全 立教大学2011

7変法運動 名古屋大学2021 東京学芸大学2021 成城大学2015

5戊戌の変法 東京学芸大学2021 関西大学2021 学習院大学2020 京都大学2016

7康有為 東京大学2022 学習院大学2022 明治大学2021 名古屋大学2021 関西大学2021

3公羊学 青山学院大学2022

3公羊学派 立命館大学2016

6梁啓超 明治大学2022 北海道大学2022 東京大学2022 法政大学2020 南山大学2019

7光緒帝 法政大学2020 福井大学2020 慶應大学2019 中央大学2017

7戊戌の政変 関西大学2021 学習院大学2021 福井大学2020 関西大学2016

7義和団事件 福井大学2020 学習院大学2020 立命館大学2018 学習院大学2017 慶應大学2012

6仇教運動 法政大学2020 学習院大学2018 東京都立大学2017 立命館大学2016 関西大学2016

7義和団 慶應大学2020 愛知教育大学2020 上智大学2019 京都大学2019 西南学院大学2017

7「扶清滅洋」 西南学院大学2022 慶應大学2022 京都大学2022 福井大学2020 早稲田大学2019

78カ国共同出兵 西南学院大学2022 福井大学2020 青山学院大学2020 慶應大学2020 愛知教育大学2020

7北京議定書 明治大学2022 立教大学2021 福井大学2020 愛知教育大学2020 早稲田大学2019

6辛丑和約 関西学院大学2019

7北京駐兵権

列強の中国侵略と中国の対応
7日露戦争 立命館大学2022 関西大学2022 九州大学2020 早稲田大学2017

6大韓帝国

7日英同盟 成城大学2011

7血の日曜日事件 中央大学2020 九州大学2020 新潟大学2015

6第１次ロシア革命

5奉天会戦
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6日本海海戦

7ポーツマス条約 法政大学2022 南山大学2022 関西大学2022 学習院大学2020 学習院大学2018

6セオドア=ローズヴェルト 関西大学2022 学習院大学2020 立命館大学2019 成城大学2017

7韓国の保護権

7遼東半島南部 津田塾大学2014

6南満州鉄道 東京学芸大学2015

7南樺太 学習院大学2020

5日露協約 上智大学2015

6大韓帝国 慶應大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 関西大学2017 福井大学2015

6日韓協約 同志社大学2022

3日韓協約 関西大学2017

6韓国統監 中央大学2021 成城大学2017

6韓国統監府 立命館大学2020

5ハーグ密使事件 学習院大学2017

7義兵闘争 同志社大学2019

3愛国啓蒙運動 法政大学2013

6安重根 立教大学2022 慶應大学2021 成城大学2017

6伊藤博文 関西大学2022

5ハルビン 明治大学2020

7韓国併合 関西大学2022

7朝鮮総督府 立教大学2022 中央大学2021 関西大学2016

辛亥革命
7辛亥革命 東京学芸大学2022 早稲田大学2022 立命館大学2016

5光緒新政 西南学院大学2022 東京学芸大学2021 東京学芸大学2021 明治大学2018 成城大学2018

7科挙の廃止 慶應大学2021 同志社大学2020 京都大学2016 京都大学2003

4新軍 京都大学2006

3外務部
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7憲法大綱 明治大学2018

7国会開設公約 立教大学2004

5内閣制 立命館大学2004

4利権回収運動

7留学生 立命館大学2012

7華僑 法政大学2020

7孫文 東京学芸大学2022 立命館大学2021 早稲田大学2021 福井大学2020 学習院大学2020

5興中会 西南学院大学2022 明治大学2021 早稲田大学2021 学習院大学2019 立教大学2015

7中国同盟会 成城大学2018 青山学院大学2017 京都大学2011

7三民主義

7民族の独立 同志社大学3022018 立命館大学2017

7民権の伸長 青山学院大学2017

7民生の安定 京都大学2016

7幹線鉄道国有化 京都大学2016 東京大学2008

7四川暴動 学習院大学2021 慶應大学2020

7武昌蜂起 明治大学2022 西南学院大学2022 明治大学2021 東京学芸大学2021 東京学芸大学2021

7中華民国 立命館大学2022 立命館大学2017 明治学院大2016

7南京 明治大学2021 関西大学2019 京都大学2011

7臨時大総統 立命館大学2017

7袁世凱 明治大学2022 法政大学2022 学習院大学2022 青山学院大学2020 青山学院大学2020

5北洋軍 関西大学2021 学習院大学2021

7宣統帝 南山大学2021 慶應大学2021 上智大学2020 関西大学2020 早稲田大学2019

7溥儀 京都府立大学2020

4北京 青山学院大学2020

5国民党 学習院大学2021 成城大学2018 京都大学2016

5第二革命 学習院大学2021 京都大学2003
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5中華革命党 東京学芸大学2022 明治大学2021 学習院大学2018 立命館大学2016 明治学院大2016

4第三革命 関西大学2007

7軍閥 成城大学2018

7袁世凱の帝政

第23章 帝国主義の時代
帝国主義時代

7帝国主義 中央大学2020 近畿大学2018 成城大学2016 明治大学2008

7レーニン 中央大学2020

7第２次産業革命 近畿大学2017 近畿大学2017 東北学院大学2015 和歌山大学2013

7アメリカとドイツの台頭 立教大学2021 中央大学2020

6石油 慶應大学2017 法政大学2016 慶應大学2016

6電力 中央大学2020

7重化学工業

3電機工業

6大不況

3独占資本 中央大学2022

3企業の集中・独占

5カルテル 明治学院大2016

7トラスト 学習院大学2022 中央大学2020 慶應大学2020

4コンツェルン 関西大学2022 法政大学2020 中央大学2020 法政大学2016

4金融資本 立命館大学2019 東北学院大学2015

4資本輸出

3社会進化論 早稲田大学2016 京都大学2005

3文明化の使命

社会の変容と世界の一体化
4地下鉄 高崎経済大学2022 青山学院大学2020 南山大学2016

7工業化
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3新中間層

5デパート

3ベルエポック 青山学院大学2007

6鉄道

6汽船 慶應大学2015

7移民

3クーリー 法政大学2022 明治大学2021 明治大学2018 成城大学2018 学習院大学2018

3苦力 立命館大学2020 立教大学2019 法政大学2017

帝国主義時代
7自治領 同志社大学2022 学習院大学2022 京都大学2019

5カナダ連邦 青山学院大学2017

5オーストラリア連邦 立教大学2022

7ニュージーランド 立命館大学2011

6南アフリカ連邦 学習院大学2021 法政大学2019 東京学芸大学2010 明治大学2005

4「世界の銀行」 上智大学2020 南山大学2019

7ディズレーリ 立教大学2022 南山大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 法政大学2021

7スエズ運河株買収 法政大学2020

7インド帝国

7エジプトの保護国化 関西大学2022

6ジョゼフ=チェンバレン 同志社大学2022 同志社大学2021 京都大学2021 関西大学2020 学習院大学2019

6フェビアン協会 青山学院大学2020 関西大学2020 西南学院大学2017 学習院大学2017 同志社大学732016

3バーナード=ショー 学習院大学2022 法政大学2021 慶應大学2018

3ウェッブ夫妻 関西大学2018

6労働代表委員会 同志社大学2022 関西学院大学2018 成城大学2016

7労働党 学習院大学2022 青山学院大学2018

6ロイド=ジョージ 学習院大学2022

4議会法 青山学院大学2020 青山学院大学2018 中央大学2017 学習院大学2017
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3国民保険法 学習院大学2022 青山学院大学2020 学習院大学2017 慶應大学2016 慶應大学2016

帝国主義時代
6ブーランジェ事件 東京外国語大学2022

6ブーランジェ 関西学院大学2020 法政大学2018 青山学院大学2018

7ドレフュス事件 明治大学2019 青山学院大学2018 京都大学2018 中央大学2017 京都大学2005

7ドレフュス 慶應大学2018 成城大学2016

6ゾラ 名古屋大学2022 早稲田大学2020 法政大学2018 近畿大学2018 成城大学2016

4急進社会党

3急進共和派

6政教分離法 同志社大学2020 法政大学2018 青山学院大学2018 近畿大学2018

6反ユダヤ主義

4サンディカリズム 関西大学2021 近畿大学2018 法政大学2017 西南学院大学2017 成城大学2016

6フランス社会党 同志社大学3522009

6ヴィルヘルム２世 立教大学2019 関西大学2019 立命館大学2018 近畿大学2018 立教大学2016

6世界政策 法政大学2015

6海軍拡張

7社会民主党 南山大学2020 近畿大学2018 成城大学2016 関西大学2016

6修正主義 成城大学2016 愛知教育大学2009

3ベルンシュタイン 慶應大学2018

帝国主義時代
6シベリア鉄道 高崎経済大学2020

6ロシア社会民主労働党 立命館大学2022 同志社大学2512018 慶應大学2018 慶應大学2017 同志社大学3532014

7ボリシェヴィキ 関西大学2021

6メンシェヴィキ

7レーニン 中央大学2017

6社会革命党 関西大学2021 関西大学2019 中央大学2012

6第１次ロシア革命
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7血の日曜日事件 立命館大学2022

3ガポン 明治大学2021 明治大学2020 学習院大学2018 立教大学2016 慶應大学2016

7ソヴィエト 國學院大學2007

5十月宣言

7ニコライ２世 法政大学2022 九州大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 立命館大学2018

5ウィッテ 明治大学2020 関西大学2019 学習院大学2018 立教大学2016 法政大学2016

6ドゥーマ 関西大学2020

6ストルイピン 中央大学2020 立命館大学2019 京都大学2002

5ミール 立教大学2018

帝国主義時代
6フロンティアの消滅 明治大学2021 西南学院大学2020 立命館大学2017

5パン=アメリカ会議 学習院大学2022 明治大学2021 関西学院大学2020 立命館大学2019 慶應大学2019

5カリブ海政策

6マッキンリー 立教大学2022 中央大学2022 早稲田大学2022 関西大学2022 学習院大学2022

3キューバの独立運動 関西大学2019 立命館大学2017 中央大学2017 東京外国語大学2014

7アメリカ=スペイン戦争 立教大学2019 明治大学2016 中央大学2013 京都大学2012

7フィリピン獲得 長崎大学2021 青山学院大学2019

7グアム島獲得 同志社大学2020 関西学院大学2020

6プエルトリコ 法政大学2022 北海道大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2019

7ハワイ併合 西南学院大学2020 慶應大学2019 立命館大学2018 京都大学2015 津田塾大学2010

6キューバ保護国化 法政大学2022 同志社大学2022 法政大学2021 京都大学2020

7門戸開放宣言

6ジョン=ヘイ 同志社大学2022 青山学院大学2022 同志社大学2020 西南学院大学2020 立教大学2019

6セオドア=ローズヴェルト 法政大学2022 同志社大学2022 上智大学2020 関西大学2019 中央大学2017

6「棍棒外交」 関西大学2021 立教大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2019

7パナマ運河 学習院大学2022 関西大学2021 同志社大学2020 西南学院大学2020 立命館大学2019

5コロンビア 同志社大学2022 立教大学2019 慶應大学2019 法政大学2018 学習院大学2017
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4タフト 南山大学2022 関西大学2022 上智大学2017

3「ドル外交」 立教大学2017

7ウィルソン 法政大学2022 関西大学2021 南山大学2019 上智大学2019 慶應大学2019

7移民

4新移民 近畿大学2018 京都大学2010

3中国人移民禁止法 中央大学2022 西南学院大学2020

3「金ぴか時代」

3アメリカ労働総同盟 立命館大学2019 京都大学2018

3AFL

6革新主義 西南学院大学2020 立教大学2013

5反トラスト法

3シャーマン反トラスト法 早稲田大学2020 立教大学2019 慶應大学2019 明治大学2018 慶應大学2016

アフリカの分割
6アフリカ分割

4リヴィングストン 同志社大学2122017 東京大学2007

4スタンリー 明治大学2022 法政大学2021 青山学院大学2021 明治大学2020 西南学院大学2020

6ベルリン会議 西南学院大学2022 上智大学2020 慶應大学2020 慶應大学2018 青山学院大学2017

7ビスマルク 法政大学2021 早稲田大学2020 立教大学2018 明治大学2017 同志社大学2142017

6スーダン 法政大学2020

6マフディーの反乱 関西大学2022 明治大学2021 青山学院大学2021 上智大学2020

6マフディー 明治大学2019 慶應大学2019

3ゴードン 明治大学2022 中央大学2021 同志社大学2020 上智大学2020 慶應大学2018

7ファショダ事件 南山大学2020 同志社大学2020 西南学院大学2020 新潟大学2020 立教大学2018

7アフリカ横断政策 関西学院大学2019 東京学芸大学2007

7アフリカ縦断政策

7ケープ植民地 西南学院大学2022 成城大学2017

7ブール人 立教大学2022 関西大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 新潟大学2020
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7オレンジ自由国 明治大学2021 法政大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 青山学院大学2017

7トランスヴァール共和国 同志社大学2022 学習院大学2021 南山大学2020 中央大学2019 学習院大学2019

7セシル=ローズ 立命館大学2022 立教大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020 新潟大学2020

7南アフリカ戦争 同志社大学2020 学習院大学2020 学習院大学2017 日本女子大学2016

6南アフリカ連邦 青山学院大学2017

6チュニジア 立命館大学2022 明治大学2022 北海道大学2020 同志社大学2020 関西大学2020

7アフリカ横断政策 法政大学2019 慶應大学2018 関西学院大学2018

5ジブチ 西南学院大学2022 学習院大学2019 同志社大学2182017

4マダガスカル

6英仏協商 中央大学2017

6モロッコ 慶應大学2021 立命館大学2020 南山大学2020 慶應大学2018 成城大学2017

6コンゴ

3レオポルド２世 明治大学2022 明治大学2022 西南学院大学2022 法政大学2021 立命館大学2020

4スタンリー 明治大学2017

4コンゴ自由国 立命館大学2022 中央大学2022 関西大学2022 北海道大学2020 同志社大学2020

4ベルギー領コンゴ

5カメルーン 同志社大学2022 早稲田大学2022 慶應大学2022 明治大学2021 法政大学2021

5東アフリカ

4南西アフリカ 学習院大学2019

4エリトリア 北海道大学2020 関西学院大学2020 南山大学2019 京都大学2016

5ソマリランド 法政大学2021 同志社大学2192017

3エチオピア 同志社大学2020 早稲田大学2020 新潟大学2020 立教大学2019 関西大学2018

3アドワの戦い 明治大学2022 法政大学2021 南山大学2021 早稲田大学2021 西南学院大学2020

5イタリア=トルコ戦争 早稲田大学2022 同志社大学2020 慶應大学2020 関西大学2019 成城大学2016

4トリポリ

4キレナイカ 明治大学2022
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6リビア 法政大学2021 早稲田大学2019 京都大学2019 立命館大学2016 東京外国語大学2012

5アンゴラ 青山学院大学2022 関西大学2022 関西学院大学2017 関西学院大学2015 京都大学2013

6リベリア共和国 慶應大学2022 学習院大学2022 名古屋大学2021 名古屋大学2021 同志社大学2020

6エチオピア帝国 慶應大学2022 明治大学2017 東京大学2007

太平洋諸地域の分割
3タスマン 西南学院大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 法政大学2020 立教大学2019

7オーストラリア 立命館大学2019

7ニューギニア 立命館大学2020 法政大学2020 西南学院大学2017 同志社大学672016

6クック 立命館大学2021 法政大学2021 法政大学2021 青山学院大学2021 学習院大学2021

7ハワイ

7ハワイ併合

4メラネシア 立命館大学2021 法政大学2014

4フィジー 関西学院大学2002

3ビスマルク諸島 法政大学2020

4ポリネシア 法政大学2014

3タヒチ 関西学院大学2022 法政大学2020 同志社大学1732017

3ゴーガン 立命館大学2016

3ハワイ王国

3カメハメハ１世 中央大学2017 明治学院大2016

3カメハメハ朝

5リリウオカラニ 西南学院大学2022 同志社大学2020 立教大学2019 立教大学2018 立教大学2018

6ミクロネシア 法政大学2014

6グアム島 西南学院大学2022 関西学院大学2021 法政大学2020 西南学院大学2017 関西学院大学2017

7アメリカ=スペイン戦争 東京外国語大学2011

3カロリン諸島 立教大学2015

5マリアナ諸島 法政大学2020 関西学院大学2009

4パラオ諸島 南山大学2016
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7アボリジニー 慶應大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2021 慶應大学2021 立教大学2020

4イースター島

6流刑

6金鉱発見

5白豪主義 西南学院大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2021 早稲田大学2020 中央大学2017

7ニュージーランド 法政大学2021 青山学院大学2016

6マオリ人 中央大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 立命館大学2021

第24章 第一次世界大戦とロシア革命
第一次世界大戦前の国際関係

5ビスマルク体制 早稲田大学2009

4三帝同盟 関西大学2016

7三国同盟 明治大学2021 南山大学2021

6チュニジア 関西大学2021 青山学院大学2017

6再保障条約 同志社大学2022 南山大学2020 近畿大学2018 京都大学2002

4建艦競争 法政大学2012

4バグダード鉄道 中央大学2022 南山大学2020 立命館大学2016 京都大学2004 京都大学2004

7３B政策 埼玉大学2014

7ベルリン

7ビザンティウム

7バグダード 北海道大学2020 立命館大学2018

7３C政策 福岡大学2015

7カイロ

7ケープタウン 同志社大学2020

7カルカッタ

6露仏同盟 南山大学2021 上智大学2020 成城大学2017

4「光栄ある孤立」 成城大学2017
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7日英同盟

6英仏協商 成城大学2017 北海道大学2010

6英露協商 関西大学2022 法政大学2013

7三国協商 関西学院大学2004

4モロッコ事件 青山学院大学2017 京都大学2008

4タンジール 上智大学2017 慶應大学2016 上智大学2012

3アルヘシラス会議 成城大学2018

4モロッコ事件

4アガディール 明治大学2022 早稲田大学2019 慶應大学2002

7「ヨーロッパの火薬庫」 中央大学2012

6パン=スラヴ主義 明治大学2010

5パン=ゲルマン主義 同志社大学2009

7青年トルコ革命

7ボスニア=ヘルツェゴヴィナ併合 関西大学2021 青山学院大学2020 法政大学2017

5ブルガリア 立教大学2022 法政大学2022 中央大学2022 法政大学2021 西南学院大学2021

7バルカン戦争 関西大学2019 関西大学2019

7バルカン同盟 中央大学2021 愛知教育大学2020 青山学院大学2019 法政大学2015

7アルバニア 関西大学2018 慶應大学2017 慶應大学2017

7バルカン戦争 関西大学2018

第一次世界大戦（1914〜18）
7第一次世界大戦 立命館大学2020 成城大学2016

7サライェヴォ 法政大学2022 中央大学2021 関西大学2021 西南学院大学2020 慶應大学2020

7オーストリアの帝位継承者夫妻

7対セルビア宣戦 関西大学2019 青山学院大学2018 立命館大学2017 中央大学2017

6ベルギーの中立侵犯 法政大学2022 中央大学2021 関西大学2019 法政大学2015

6タンネンベルクの戦い 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 明治大学2021 学習院大学2020

5東部戦線
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6ヒンデンブルク 学習院大学2020 2014 京都大学2007

5マルヌの戦い 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 青山学院大学2022 立教大学2021

6西部戦線

7塹壕戦 青山学院大学2014

6機関銃

7日本参戦 津田塾大学2008

6ドイツ領南洋諸島 立命館大学2017 関西学院大学2016

3膠州湾（青島） 中央大学2022 立命館大学2017

7二十一カ条の要求 学習院大学2021

7イタリア参戦 法政大学2022 学習院大学2020

3ロンドン秘密条約 関西大学2021 法政大学2019 関西大学2018

6連合国

6協商国

7同盟国 青山学院大学2020 明治大学2017

7総力戦 新潟大学2022 立命館大学2017 東京外国語大学2017 津田塾大学2017 学習院大学2017

3挙国一致 関西大学2021 法政大学2015

7塹壕戦 青山学院大学2014

5機関銃

7毒ガス 中央大学2022 早稲田大学2019 立教大学2013

7戦車 中央大学2022

7潜水艦 中央大学2022

5航空機 北海道大学2007

7飛行機

4第２インターナショナル崩壊 中央大学2018 青山学院大学2016

7秘密条約

7フセイン・マクマホン協定 明治大学2019 同志社大学1672017
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7サイクス・ピコ協定 青山学院大学2022 東京外国語大学2020 早稲田大学2018 近畿大学2017 法政大学2016

7バルフォア宣言 東京学芸大学2022 立教大学2021 高崎経済大学2016

6インド自治の約束 青山学院大学2016

第一次世界大戦（1914〜18）
3ヴェルダン 立教大学2018 立命館大学2017 上智大学2017 学習院大学2017

7無制限潜水艦作戦 同志社大学2022 立教大学2021 西南学院大学2020 学習院大学2019 京都大学2018

7アメリカの参戦 慶應大学2020 立命館大学2018 立教大学2018 京都大学2017

5平和に関する布告 中央大学2022 中央大学2021 明治大学2019 東京外国語大学2019 法政大学2015

7ブレスト=リトフスク条約 法政大学2022 同志社大学2022 長崎大学2022 立命館大学2021 学習院大学2020

7ウィルソン 法政大学2022 新潟大学2022 関西学院大学2022 同志社大学2021 関西大学2021

7十四カ条の平和原則 同志社大学2022 上智大学2020

7停戦条約

7社会民主党

7ドイツ革命 中央大学2021 関西大学2019

7キール軍港 明治大学2022 法政大学2022 同志社大学2022 中央大学2022 立命館大学2021

4レーテ 同志社大学2022 京都大学2012 早稲田大学2011

6ドイツ共和国

4スパルタクス団 関西大学2022

3ドイツ共産党

4ローザ=ルクセンブルク 中央大学2021 慶應大学2018

4カール=リープクネヒト 中央大学2021 南山大学2019

ロシア革命とソ連の成立
7ロシア革命

7ロシア三月革命

7ロシア二月革命 中央大学2022 近畿大学2017

6ロシア暦

7ペトログラード蜂起 立教大学2018 成城大学2018
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7ペトログラード 明治大学2022 成城大学2017

7ソヴィエト 早稲田大学2021 南山大学2019

7ニコライ２世 法政大学2022 東京外国語大学2021 学習院大学2020 南山大学2019

7臨時政府

5立憲民主党 慶應大学2019 法政大学2016

3二重権力 上智大学2011

5四月テーゼ 早稲田大学2021 学習院大学2018 上智大学2016

7レーニン 中央大学2022 慶應大学2022 学習院大学2022 学習院大学2019 明治大学2017

3「すべての権力をソヴィエトへ」 立命館大学2008

7ケレンスキー 上智大学2020 立教大学2019 南山大学2019 同志社大学2522018 上智大学2016

7ボリシェヴィキ 学習院大学2022 早稲田大学2021 学習院大学2020 立命館大学2019 中央大学2018

6社会革命党 上智大学2020 京都大学2006

7十一月革命 立命館大学2021 慶應大学2021

6トロツキー 学習院大学2022 学習院大学2022 法政大学2021 立教大学2020 上智大学2020

3全ロシア=ソヴィエト会議 早稲田大学2021 上智大学2020 立命館大学2008

7スターリン 名古屋大学2022 立教大学2018 成城大学2018

5平和に関する布告 上智大学2020 中央大学2018 明治大学2016

5無償金・無併合・民族自決 立命館大学2022 慶應大学2022

5土地に関する布告 立命館大学2008 名古屋大学2004

4社会革命党左派 慶應大学2019

6憲法制定議会 南山大学2019 近畿大学2017 高崎経済大学2013

7ボリシェヴィキ独裁

7ブレスト=リトフスク条約 中央大学2022 青山学院大学2019 関西大学2018 法政大学2016 上智大学2016

4反革命軍

7対ソ干渉戦争 中央大学2022

7シベリア出兵 明治大学2021 東京外国語大学2019 東京外国語大学2012 札幌大学2002
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7赤軍 学習院大学2021 青山学院大学2019

4チェカ 上智大学2016

4非常委員会

6共産党

4モスクワ 成城大学2018

7戦時共産主義 立命館大学2019 東京外国語大学2017 和歌山大学2013 京都大学2006 京都大学2006

7食糧の強制的徴発

6インターナショナル

6コミンテルン 同志社大学2022 大阪大学2020 東京学芸大学2018 中央大学2018 成城大学2018

6世界革命

ロシア革命とソ連の成立
7ネップ 立命館大学2021 西南学院大学2021 青山学院大学2019 高崎経済大学2013 日本女子大学2002

7新経済政策

4ラパロ条約 立命館大学2021 関西大学2018 法政大学2016 法政大学2009

7ソヴィエト社会主義共和国連邦 立命館大学2021 学習院大学2019 早稲田大学2017

6ベラルーシ 北海道大学2021

5ザカフカース 北海道大学2021 南山大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2019 西南学院大学2017

5ウクライナ 北海道大学2021

4ソ連の承認 法政大学2016

5レニングラード 立教大学2022 九州大学2020 東洋大学2018

7一国社会主義論 法政大学2021 成城大学2018

6世界革命論 明治大学2022 明治大学2020

7五カ年計画 法政大学2021 立命館大学2019 南山大学2016 京都大学2006 京都大学2002

5ソフホーズ 立命館大学2019 西南学院大学2017

5コルホーズ 法政大学2016

6五カ年計画

5粛清 学習院大学2021 札幌大学2002
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3チェチェン人 東海大学2007

3クリミア=タタール

7スターリン憲法 立命館大学2022 法政大学2021 札幌大学2002

第25章 ヴェルサイユ体制と欧米諸国
ヴェルサイユ体制とワシントン体制

7ヴェルサイユ体制 新潟大学2022 慶應大学2022 立命館大学2020 慶應大学2015

7十四カ条の平和原則 立命館大学2021 学習院大学2016

7ウィルソン 中央大学2022 神戸市外国語大
学

2022 青山学院大学2020 法政大学2019 学習院大学2019

6秘密外交の廃止 新潟大学2022

5海洋の自由

4関税障壁の撤廃

4軍備縮小

4植民地問題の公正な解決

7民族自決 立教大学2022 福井大学2018 駒澤大学2015

5国際平和機関の設立

7パリ講和会議 同志社大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 慶應大学2021 西南学院大学2020

6ロイド=ジョージ 立命館大学2022 立教大学2021 学習院大学2020 南山大学2019 法政大学2018

5クレマンソー 南山大学2022 学習院大学2020 関西大学2018 関西大学2016

7ヴェルサイユ条約 西南学院大学2021 学習院大学2019 学習院大学2019 成城大学2017 上智大学2017

7国際連盟 新潟大学2022 立命館大学2020 西南学院大学2020

6アルザス・ロレーヌ 法政大学2019 法政大学2018 近畿大学2018 成城大学2017 立命館大学2016

5ダンツィヒ 立教大学2021 法政大学2019 立命館大学2017 慶應大学2016

4東プロイセン 慶應大学2021

7軍備制限 学習院大学2021

7ラインラント 学習院大学2016

7ラインラント非武装 立命館大学2016
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7賠償 学習院大学2019

4サン=ジェルマン条約 南山大学2021 関西大学2021 慶應大学2020 関西大学2019 立命館大学2018

4ヌイイ条約 立命館大学2021 慶應大学2020 関西大学2019 同志社大学112016 法政大学2015

4トリアノン条約 立命館大学2021 慶應大学2020 法政大学2019

7セーヴル条約 慶應大学2020 南山大学2018 青山学院大学2018 近畿大学2018 近畿大学2018

5フィンランド 立命館大学2021 学習院大学2011

4エストニア

4ラトヴィア

4リトアニア 関西学院大学2020

5ポーランド 東京外国語大学2012

6チェコスロヴァキア

4ハンガリー

5ユーゴスラヴィア 青山学院大学2019 立命館大学2016

3セルブ=クロアート=スロヴェーン 立命館大学2021

7国際連盟 法政大学2018 法政大学2018 北海道大学2016 学習院大学2016

6国際協調主義 法政大学2010

6ジュネーヴ 中央大学2022 新潟大学2022 慶應大学2022 関西大学2020 学習院大学2019

7総会

7理事国 東京外国語大学2022

4連盟事務局

6国際労働機関

6ILO

5国際司法裁判所

ヴェルサイユ体制とワシントン体制
6ワシントン体制 早稲田大学2022 慶應大学2005

7ワシントン会議 近畿大学2018

4ハーディング 中央大学2022 法政大学2020 法政大学2018 関西大学2018 明治大学2016
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7四カ国条約 法政大学2020 東京女子大学2011

7日英同盟を解消

7九カ国条約 南山大学2021 西南学院大学2020 関西大学2016

7ワシントン海軍軍備制限条約 中央大学2022 立命館大学2020

5ロンドン軍縮会議 南山大学2018

3ジュネーヴ軍縮会議(1927) 青山学院大学2020

7ロカルノ条約 早稲田大学2022 明治大学2021 学習院大学2021 青山学院大学2020 法政大学2019

7不戦条約 早稲田大学2022 早稲田大学2020 東京大学2001

6ケロッグ 東京外国語大学2022 青山学院大学2020 上智大学2020 南山大学2018 近畿大学2018

7ブリアン 立教大学2022 早稲田大学2022 上智大学2020 慶應大学2020 法政大学2019

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
7債権国へ転換 慶應大学2011

6孤立主義 立命館大学2020 西南学院大学2020

7禁酒法 早稲田大学2016

7女性参政権 学習院大学2022 立命館大学2021 立命館大学2019

6共和党 西南学院大学2022 関西大学2022 関西大学2020 慶應大学2011

3クーリッジ 関西大学2020 南山大学2019 成城大学2018

6フーヴァー 青山学院大学2020 慶應大学2019

4ハーディング 関西大学2022 法政大学2021 関西大学2020

7大量生産

7大量消費

5大衆消費社会

7大衆文化

5アメリカ的生活様式 早稲田大学2009

3摩天楼

7自動車

5冷蔵庫
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4洗濯機

4T型フォード

5「組み立てライン」方式 立命館大学2021 東京大学2004

7フォード 東京外国語大学2022 西南学院大学2022 立命館大学2021 慶應大学2021 南山大学2020

7ラジオ 慶應大学2011 京都大学2008

7映画

4ハリウッド 成城大学2018

6ワスプ 成城大学2018

6WASP 法政大学2018 学習院大学2018

4サッコ・ヴァンゼッティ事件 西南学院大学2022 明治大学2021 早稲田大学2019 成城大学2018

7移民法 京都大学2019 京都大学2019

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
6選挙法改正 西南学院大学2021

6女性参政権 学習院大学2022 南山大学2019

7アイルランド自由国 青山学院大学2018 関西学院大学2017

6マクドナルド内閣 近畿大学2018

7マクドナルド 学習院大学2022 明治大学2021 法政大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2020

7労働党内閣

7イギリス連邦 同志社大学2022 立命館大学2018 関西学院大学2017

6選挙法改正 関西大学2021 慶應大学2020 津田塾大学2017 青山学院大学2016

6マクドナルド内閣 関西大学2021

3ポワンカレ右派内閣 学習院大学2021 慶應大学2020 慶應大学2020 立命館大学2016 南山大学2016

7ルール占領 南山大学2022 同志社大学2022 京都大学2022 立命館大学2021 明治大学2021

4左派連合政権

7ブリアン 成城大学2018 近畿大学2018

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
6ヴァイマル共和国 東京外国語大学2017 東京外国語大学2017 成城大学2017
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5ヴァイマル国民議会

7ヴァイマル憲法 立教大学2022 中央大学2022 慶應大学2017 立教大学2016 学習院大学2016

6エーベルト 同志社大学2022 中央大学2022 南山大学2021 西南学院大学2021 慶應大学2021

7賠償問題 島根県立大学2009

7インフレーション 法政大学2019 立命館大学2016

4ミュンヘン一揆 立命館大学2016

3シュトレーゼマン内閣

5レンテンマルク 中央大学2022 中央大学2022 法政大学2019 南山大学2019 早稲田大学2019

7シュトレーゼマン 中央大学2022 早稲田大学2022 神戸市外国語大
学

2022 青山学院大学2021 中央大学2020

7ドーズ案 明治大学2019 法政大学2019 同志社大学3132018 立命館大学2016

7ロカルノ条約 同志社大学2022 神戸市外国語大
学

2022 関西大学2016

7国際連盟加盟

7ラインラント非武装

7ラインラント 立命館大学2018 青山学院大学2018 津田塾大学2008 京都大学2006

5ヤング案 学習院大学2022 法政大学2019 同志社大学3142018

3ローザンヌ会議 法政大学2019 南山大学2018

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
4北イタリアのストライキ

7ファシズム

7ムッソリーニ 西南学院大学2021 青山学院大学2017 中央大学2002

7ファシスト党

6ローマ進軍 立命館大学2021 法政大学2021 立教大学2017

4ファシズム大評議会 立命館大学2021 中央大学2002

6フィウメ併合 北海道大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021 法政大学2019 青山学院大学2019

5アルバニアの保護国化 北海道大学2021 早稲田大学2017

5ラテラノ条約 学習院大学2022 中央大学2021 立教大学2020 成城大学2018

5ヴァチカン市国
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3ホルティ 法政大学2021 南山大学2016 慶應大学2016

4ピウスツキ 同志社大学2022 関西大学2022 立命館大学2021 法政大学2021 南山大学2020

3ポーランド=ソヴィエト戦争

4ハンガリー革命 青山学院大学2019

3ルーマニア 南山大学2018

3トランシルヴァニア 京都大学2011

5ユーゴスラヴィア 法政大学2015

第26章 戦間期のアジア・アフリカ
アフリカ・西アジア

4アフリカ民族会議 立命館大学2011

3パン=アフリカ会議 明治大学2022

3パン=アフリカニズム 学習院大学2022 津田塾大学2012

7エジプト王国 西南学院大学2022

6ワフド党 慶應大学2017 近畿大学2017 関西学院大学2017 上智大学2016 東京外国語大学2015

7スエズ運河地帯の駐屯権

3ムスリム同胞団 立命館大学2022 國學院大學2005

4エジプト=イギリス同盟条約 慶應大学2017

4フサイン 慶應大学2022 早稲田大学2018

6イブン=サウード 立教大学2018 近畿大学2017 南山大学2016

7サウジアラビア王国 立命館大学2016 上智大学2016 京都大学2015

7セーヴル条約 関西大学2019 立教大学2018 法政大学2018 早稲田大学2018 西南学院大学2017

4イズミル 法政大学2016 同志社大学152016 上智大学2016

6ギリシア軍 北海道大学2021 西南学院大学2021 法政大学2018

7ムスタファ＝ケマル 中央大学2021 上智大学2018 法政大学2016 上智大学2016 成城大学2014

6トルコ革命 京都大学2019

6トルコ大国民議会 法政大学2021
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7アンカラ政府

7スルタン制廃止 法政大学2021

7ローザンヌ条約 早稲田大学2020 京都大学2019 関西大学2019 学習院大学2019 近畿大学2018

7トルコ共和国

6アンカラ 法政大学2019

3共和国憲法

5カリフ制廃止 成城大学2014

7アタテュルク 西南学院大学2021 同志社大学2015

5女性解放

7文字改革 九州大学2022 青山学院大学2019 明治学院大2016

5政教分離

アフリカ・西アジア
6シオニズム 立命館大学2019 慶應大学2017 近畿大学2017

7フセイン・マクマホン協定 法政大学2021 南山大学2021 南山大学2016

7サイクス・ピコ協定 京都大学2022 上智大学2020 上智大学2018 明治大学2017 和歌山大学2012

7バルフォア宣言 法政大学2021

7イラク

7イラク王国 京都大学2022

7ヨルダン 関西大学2020 関西学院大学2018

6ヨルダン王国 立教大学2022 関西大学2017

3ハーシム家 慶應大学2017 上智大学2006

7パレスチナ 法政大学2021 千葉大学2020

7シリア 中央大学2022 立教大学2020 早稲田大学2020 早稲田大学2017 立教大学2015

6レバノン

7カージャール朝 慶應大学2020

7レザー=ハーン 南山大学2021 中央大学2021 西南学院大学2021 京都府立大学2020 明治大学2019

7パフレヴィー朝 愛知教育大学2022 立教大学2020 法政大学2018 明治学院大2016 京都大学2015
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4レザー=シャー

7イランに改称 早稲田大学2018

4アフガニスタン王国 明治大学2017

インド・東南アジア
7インド自治の約束 立命館大学2017

6ローラット法 同志社大学2022 東京外国語大学2022 明治大学2021 学習院大学2021 上智大学2020

3アムリットサール事件 北海道大学2021 法政大学2021 法政大学2019 愛知教育大学2014

7非暴力・不服従運動 立命館大学2022 神戸市外国語大
学

2022 学習院大学2018 愛知教育大学2009

7ガンディー 明治大学2022 法政大学2021 東京外国語大学2021 学習院大学2021 学習院大学2021

4サティヤーグラハ 明治大学2021 法政大学2021 関西大学2019 学習院大学2019 早稲田大学2018

6南アフリカで活動 同志社大学2022 早稲田大学2018

3ラホール大会 南山大学2021 南山大学2016

7ネルー 九州大学2020 学習院大学2018 札幌学院大学2016 東京大学2010

5英印円卓会議 明治大学2021 法政大学2019 同志社大学2008

7プールナ=スワラージ 同志社大学2022 上智大学2020

6塩の行進 神戸市外国語大
学

2022 青山学院大学2020 上智大学2020 法政大学2019 早稲田大学2018

6新インド統治法 上智大学2020 学習院大学2018

6ジンナー 法政大学2021 早稲田大学2020 上智大学2020 京都大学2020 法政大学2019

7パキスタン

インド・東南アジア
7ミャンマー

7ビルマ 成城大学2016

7タキン党 南山大学2021 早稲田大学2020 立教大学2018 上智大学2018 近畿大学2017

4アウン=サン 学習院大学2020 成城大学2017 近畿大学2017 学習院大学2017 法政大学2015

4ベトナム青年革命同志会 京都大学2018 学習院大学2016

7ホー=チ=ミン 同志社大学2022 早稲田大学2019 東京大学2016 京都大学2003

7インドシナ共産党 同志社大学2021 成城大学2017 近畿大学2017 高崎経済大学2016
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6立憲革命 上智大学2017 学習院大学2014

3シャム

6インドネシア共産党

7インドネシア国民党 早稲田大学2021 立命館大学2020 中央大学2018 明治学院大2016 法政大学2015

7スカルノ 立教大学2022 同志社大学2022 南山大学2021 早稲田大学2019 上智大学2018

5独立準備政府 津田塾大学2012

4フィリピン独立法 早稲田大学2020

東アジア
7二十一カ条の要求 京都大学2016 津田塾大学2008

3石井=ランシング協定 学習院大学2021

4新文化運動 学習院大学2021 学習院大学2017

7白話 法政大学2018 和歌山大学2015 関西大学2008

7文学革命

7陳独秀 青山学院大学2022 早稲田大学2020 学習院大学2019 京都大学2018 学習院大学2018

3『青年雑誌』

7『新青年』 早稲田大学2022 同志社大学2019 東京大学2004

5「民主と科学」 慶應大学2021 上智大学2019 南山大学2018

7胡適 明治大学2022 関西大学2019 成城大学2018 立命館大学2017 学習院大学2017

7魯迅 関西学院大学2020 学習院大学2016 京都大学2011

7『狂人日記』 京都産業大学2007

6『阿Q正伝』 東京外国語大学2019 上智大学2019 成城大学2018

5李大釗 学習院大学2022 学習院大学2020 上智大学2010

7五・四運動 法政大学2022 東京外国語大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2018

6北京大学 学習院大学2022

7ヴェルサイユ条約調印拒否 青山学院大学2020

3カラハン宣言 明治大学2021 学習院大学2019 明治大学2017

3奉天軍閥
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7張作霖 西南学院大学2022 学習院大学2021 京都大学2020 南山大学2019 立命館大学2018

7中国国民党 立命館大学2021

7中国共産党 上智大学2020 上智大学2019

6コミンテルン 法政大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 学習院大学2018 関西大学2016

7陳独秀 法政大学2022 学習院大学2022 関西大学2021 学習院大学2021 明治大学2020

7国共合作 東京学芸大学2022 法政大学2020 青山学院大学2019

3中国国民党一全大会

6連ソ・容共・扶助工農 立命館大学2021 立教大学2021 明治大学2021 立命館大学2018 明治大学2016

6反帝国主義

7五・三〇運動 学習院大学2021 青山学院大学2019 立命館大学2018 立教大学2018 東京大学2016

7上海 明治大学2022 青山学院大学2022

7広州国民政府 青山学院大学2022 南山大学2021 学習院大学2020 立命館大学2018 成城大学2014

7北伐 南山大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 学習院大学2020

7国民革命軍 立命館大学2021 上智大学2019 京都大学2006

7蔣介石 立教大学2022 明治大学2022 東京学芸大学2022 関西大学2022 明治大学2021

3武漢政府 上智大学2020 成城大学2014

6国民党左派 立命館大学2021

7上海クーデタ 西南学院大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2020 上智大学2020

7浙江財閥 学習院大学2022 上智大学2020 早稲田大学2018

7南京国民政府 南山大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 青山学院大学2020 上智大学2020

5山東出兵

6張作霖爆殺事件

3奉天事件 立命館大学2018 立命館大学2018

7関東軍

7張学良 法政大学2020 青山学院大学2020 関西大学2020 慶應大学2019 京都大学2018

3関東州
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東アジア

7毛沢東 南山大学2021 法政大学2020 青山学院大学2020 上智大学2019 学習院大学2019

3井崗山 法政大学2022 慶應大学2019

5紅軍

7満州事変

7柳条湖事件 立命館大学2022 南山大学2021 関西大学2020 中央大学2018 中央大学2017

7リットン調査団

7満州国 立命館大学2022 成城大学2018

7溥儀 立教大学2022 関西大学2020 中央大学2016 京都大学2012

7国際連盟脱退 東京大学2001

4上海事変 学習院大学2021 早稲田大学2016

7中華ソヴィエト共和国臨時政府 明治学院大2016 新潟大学2010

7瑞金 青山学院大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2022 南山大学2019 早稲田大学2019

7長征 関西大学2020 明治学院大2018 中央大学2016

3大西遷

7延安 明治大学2020 明治大学2020 関西大学2020 関西学院大学2019 学習院大学2019

7八・一宣言 明治大学2021 関西大学2020 高崎経済大学2003

4幣制改革

4法幣 慶應大学2016

3新生活運動

3冀東防共自治政府 慶應大学2020 慶應大学2014 立教大学2011

7西安事件 法政大学2022 東京学芸大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 上智大学2020

7張学良 東京学芸大学2022 青山学院大学2022 学習院大学2022 関西学院大学2019

7抗日民族統一戦線

4宋慶齢 立命館大学2021

3宋美齢

7日中戦争 大阪大学2020
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7盧溝橋事件 青山学院大学2022 関西大学2020 学習院大学2020 上智大学2019 上智大学2019

7国共合作 北海道大学2020 関西大学2019 慶應大学2010

7南京虐殺事件 関西大学2020

5武漢 慶應大学2020

7重慶 立命館大学2022 東京学芸大学2022 立教大学2021 明治大学2021 同志社大学3002018

6汪兆銘 南山大学2022 東京学芸大学2022 学習院大学2022 立命館大学2021 上智大学2020

東アジア
6外モンゴル

3ハルハ 早稲田大学2022

6外モンゴル独立宣言 青山学院大学2019

4モンゴル人民革命党

5チョイバルサン 明治大学2021 慶應大学2021 京都府立大学2020 学習院大学2020 東京外国語大学2019

7モンゴル人民共和国

4ダライ=ラマ13世 学習院大学2021 成城大学2018 南山大学2017 学習院大学2016

6チベット独立の布告 関西大学2022

6米騒動

7シベリア出兵 成城大学2018

4関東大震災

4金融恐慌

7普通選挙法

7治安維持法 同志社大学2021 東京外国語大学2019 立教大学2013

7大正デモクラシー

4五・一五事件 慶應大学2012

5二・二六事件

4犬養毅 早稲田大学2020

3東亜新秩序 学習院大学2010

3ノモンハン事件 中央大学2010
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3東条英機 上智大学2006

5武断政治 立命館大学2020 中央大学2016 立命館大学2015

4土地調査事業 立命館大学2015

7三・一独立運動 新潟大学2022 関西大学2021 立命館大学2020 明治学院大2016 和歌山大学2015

6大韓民国臨時政府 東京大学2021

6上海 新潟大学2022 同志社大学2021 関西大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020

5文化政治 学習院大学2019 中央大学2016 立命館大学2015

5皇民化政策 関西大学2018

5神社参拝 法政大学2002

6学校で日本語強制

7創氏改名 同志社大学2020 同志社大学2019 明治学院大2016

4徴兵制

3慰安婦

5朝鮮労働者

第27章 世界恐慌とファシズム
世界恐慌と各国の対応

7世界恐慌 立命館大学2018 高崎経済大学2017 立命館大学2016

6ニューヨーク株式市場

7ウォール街 西南学院大学2022 明治学院大2016

5「暗黒の木曜日」 立教大学2019 立命館大学2018 高崎経済大学2017

6フーヴァー=モラトリアム 南山大学2022 西南学院大学2022 早稲田大学2020 高崎経済大学2017 成城大学2016

7ブロック経済 千葉大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2020 高崎経済大学2017 北海道大学2016

7スターリング=ブロック 立教大学2022 高崎経済大学2017

7フラン=ブロック 東京外国語大学2017

6ドル=ブロック 法政大学2017

世界恐慌と各国の対応
6フーヴァー=モラトリアム
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7フランクリン=ローズヴェルト 立命館大学2022 同志社大学2021 学習院大学2020 慶應大学2019 成城大学2018

7ニューディール政策 西南学院大学2022 成城大学2018 明治大学2017 高崎経済大学2017 明治学院大2016

3ケインズ 同志社大学2021 慶應大学2019 学習院大学2019 成城大学2018

7農業調整法 東京大学2014

6AAA

7全国産業復興法 西南学院大学2022 同志社大学2021 慶應大学2019 成城大学2018

6NIRA

7テネシー川流域開発公社 西南学院大学2022 同志社大学2021 京都大学2012

6TVA

6ワグナー法 西南学院大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 関西大学2021 同志社大学2019

3産業別組織会議 明治大学2021 慶應大学2019 南山大学2018

3CIO

6ソ連の承認 法政大学2016

6善隣外交 南山大学2022 同志社大学2021 高崎経済大学2017 学習院大学2017 津田塾大学2007

3フィリピンの独立承認 学習院大学2021 立命館大学2017

5キューバ独立の承認 中央大学2021

3カルデナス 同志社大学2021 慶應大学2020 南山大学2016 同志社大学522016 上智大学2016

3ヴァルガス 同志社大学2021 慶應大学2016 関西学院大学2016

世界恐慌と各国の対応
6マクドナルド内閣 早稲田大学2019 近畿大学2018

6失業保険の削減

6マクドナルド挙国一致内閣 西南学院大学2016

6金本位制停止

6ウェストミンスター憲章 九州大学2021 学習院大学2021 立命館大学2017 中央大学2017 成城大学2017

7イギリス連邦

6オタワ連邦会議 同志社大学2021 青山学院大学2021 慶應大学2019 南山大学2018 学習院大学2018

6イギリス連邦経済会議
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4コミンテルン第７回大会

7フランス人民戦線

7人民戦線内閣

5ブルム人民戦線内閣 同志社大学2022 南山大学2021 関西大学2021 関西大学2019 同志社大学3162018

世界恐慌と各国の対応
7国民社会主義ドイツ労働者党 法政大学2019 成城大学2017 学習院大学2016 学習院大学2016 学習院大学2016

5ナチ党

7ナチス

7ヒトラー 明治大学2021 同志社大学3152018

3突撃隊

5親衛隊

3SS

4ミュンヘン一揆

6中間層

71932年総選挙 慶應大学2015

6ヒンデンブルク 東京大学2022 中央大学2022 関西大学2019 成城大学2017 東京大学2000

3大統領緊急令

4ヒトラー政権 関西大学2021

7ヒトラー内閣

6国会議事堂放火事件 法政大学2019 立命館大学2018

7全権委任法 中央大学2022 成城大学2017

6ナチス=ドイツ

3第三帝国

4全体主義

5ゲシュタポ 立命館大学2018 成城大学2017

5トーマス=マン 関西大学2022 明治大学2019 立命館大学2018 立教大学2017 関西学院大学2017

4総統
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7ユダヤ人迫害 京都大学2009

6アインシュタイン 成城大学2017

3ロマ 成城大学2017

3ジプシー

3強制収容所 立命館大学2018

7アウシュヴィッツ 立命館大学2022 立命館大学2016 明治学院大2016

6ゲットー 青山学院大学2003

5ワルシャワ=ゲットー

4ホロコースト 立教大学2017 成城大学2017 東京大学2011 京都大学2005

5アウトバーン 慶應大学2021 成城大学2017 東京大学2008

3四カ年計画 早稲田大学2016 慶應大学2014

ヴェルサイユ体制の崩壊とドイツの侵略
7国際連盟脱退 慶應大学2022 関西大学2018

4ザール 京都大学2022 青山学院大学2018

7再軍備宣言 立命館大学2018

6徴兵制復活

3仏ソ相互援助条約 学習院大学2021 京都大学2006

5英独海軍協定 南山大学2022 中央大学2021 慶應大学2015

7エチオピア侵入 東京外国語大学2022 法政大学2021 立命館大学2019 南山大学2019

7ラインラント 立命館大学2018 青山学院大学2018 津田塾大学2008 京都大学2006

5ロカルノ条約破棄 立教大学2021

7スペイン内戦 慶應大学2014 京都大学2009

7人民戦線内閣 神戸市外国語大
学

2022 法政大学2021 立命館大学2019

7フランコ 神戸市外国語大
学

2022 関西大学2019 同志社大学3162018 立命館大学2017 成城大学2015

6国際義勇軍 中央大学2022 神戸市外国語大
学

2022 立命館大学2019 法政大学2014

5ヘミングウェー 立命館大学2019 南山大学2019 関西大学2019

3オーウェル 南山大学2021 関西大学2021 慶應大学2019 明治大学2016 法政大学2013
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7ゲルニカ

7ピカソ 関西大学2019 関西大学2018 南山大学2017 立命館大学2016 慶應大学2016

6不干渉政策 神戸市外国語大
学

2022 成城大学2015

6ベルリン=ローマ枢軸 立命館大学2022 関西学院大学2007

4日独防共協定 立命館大学2017

7日独伊三国防共協定 近畿大学2017

7枢軸国

4三国枢軸

7オーストリア併合 関西大学2021 青山学院大学2020 関西大学2018 近畿大学2017

7ミュンヘン会談 関西学院大学2021 関西大学2020 立命館大学2019 関西大学2017

6ズデーテン地方 立命館大学2022 法政大学2021 関西大学2021 南山大学2020 青山学院大学2020

6ネヴィル=チェンバレン 関西大学2022 法政大学2021 東京学芸大学2020 関西大学2020 北海道大学2016

3ダラディエ 法政大学2021 関西大学2018

7ヒトラー

7ムッソリーニ

6宥和政策 立命館大学2022 東京学芸大学2020 早稲田大学2017 成城大学2017 成城大学2017

7チェコスロヴァキア解体 京都大学2002

5スロヴァキア保護国化

5ポーランド回廊

5ダンツィヒ 関西大学2022 関西学院大学2021 京都大学2017 関西大学2017

7独ソ不可侵条約 立命館大学2022 関西大学2022 立命館大学2018 早稲田大学2017

第28章 第二次世界大戦
第二次世界大戦

7ポーランド侵攻 同志社大学2022 関西大学2022 青山学院大学2020 関西大学2020 法政大学2019

7第二次世界大戦 早稲田大学2019

7ソ連=フィンランド戦争 学習院大学2020 関西大学2019 関西大学2018 法政大学2016
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7バルト３国 立命館大学2022 立命館大学2002

4ベッサラビア 立命館大学2022 関西大学2019 法政大学2015

5ソ連を除名〔国際連盟〕

6デンマーク・ノルウェー侵入 立命館大学2022 法政大学2018 慶應大学2018

6オランダ・ベルギー侵入

7チャーチル 日本女子大学2012

7イタリア参戦 西南学院大学2006

7ヴィシー政府 立命館大学2022 立命館大学2022 立命館大学2022 法政大学2022 同志社大学2022

5ペタン 関西大学2021 関西大学2020 青山学院大学2018 立命館大学2017 立教大学2017

7ド=ゴール 南山大学2022 同志社大学2022 青山学院大学2020 東京大学2015

5自由フランス政府 立命館大学2022 青山学院大学2018

7レジスタンス 立命館大学2016 高崎経済大学2016

6日独伊三国（軍事）同盟 上智大学2019

6ロンドン空襲

5武器貸与法 立命館大学2020 成城大学2016 東京大学2015

7ティトー 学習院大学2019 立教大学2017

5パルチザン

7独ソ戦 立命館大学2017 立教大学2007

5大西洋上会談

7大西洋憲章 早稲田大学2022 千葉大学2022 立命館大学2020 青山学院大学2016 東京大学2001

4連合国共同宣言 立命館大学2017

7スターリングラードの戦い 立命館大学2022 中央大学2022 立教大学2021 青山学院大学2020 慶應大学2020

4ヴォルゴグラード 南山大学2021

3コミンテルン解散 関西大学2019 法政大学2008

5北アフリカ上陸

4シチリア上陸
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5バドリオ政権 立命館大学2022 法政大学2020 明治大学2019 南山大学2017

7イタリア無条件降伏

7テヘラン会談 関西大学2022 関西大学2021 慶應大学2020 関西大学2020 明治大学2019

7ノルマンディー上陸 立命館大学2022 同志社大学2022 青山学院大学2020 青山学院大学2018 立命館大学2017

7アイゼンハワー 南山大学2022

7パリ解放

7ヤルタ会談 青山学院大学2022 明治大学2021 南山大学2021 慶應大学2020 学習院大学2020

6ヤルタ協定 関西大学2010

7ベルリン

7無条件降伏

7トルーマン 関西学院大学2018 明治大学2016 明治大学2016 中央大学2016 東京大学2012

第二次世界大戦
3ノモンハン事件 南山大学2021 学習院大学2021 成城大学2016

7大東亜共栄圏 新潟大学2019 関西大学2018

7仏印進駐 同志社大学2022 立教大学2021 関西大学2019 高崎経済大学2016 東京外国語大学2014

6日米交渉

7日ソ中立条約 慶應大学2020 上智大学2019

5ABCDライン 関西大学2018

7真珠湾攻撃 立命館大学2020 関西大学2018 立命館大学2017

7対米宣戦 千葉大学2022 千葉大学2022 千葉大学2022

7太平洋戦争 関西大学2019

3アジア・太平洋戦争 立命館大学2017

6シンガポール占領 法政大学2013

7マレー半島占領 上智大学2019

4ジャワ占領

4スマトラ占領

7フィリピン占領 関西大学2019
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6ビルマ占領 関西大学2019

5軍政 法政大学2015

4アウン=サン 早稲田大学2019 上智大学2019 関西大学2019 近畿大学2017 法政大学2015

6ベトナム独立同盟 京都府立大学2022 関西大学2019 中央大学2018 慶應大学2018 東京大学2017

7ホー=チ=ミン 学習院大学2021 同志社大学1642017

4ベトミン

7金日成 中央大学2021 関西大学2019 成城大学2016

7ミッドウェー海戦 法政大学2013

7カイロ会談 立命館大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 立命館大学2019 関西大学2019

7蔣介石 中央大学2020 関西大学2020 上智大学2019 青山学院大学2016

6カイロ宣言 慶應大学2018 関西大学2016 近畿大学2013

5ガダルカナル島 中央大学2020 法政大学2013

4サイパン島 上智大学2019 法政大学2013

7日本本土空襲

6フィリピン 上智大学2020

7沖縄本島上陸 法政大学2013

7原子爆弾

7広島に原爆投下

3朝鮮・樺太に侵入 明治大学2013

7長崎に原子爆弾

7ポツダム宣言 同志社大学1272016 青山学院大学2016

7日本の無条件降伏 立命館大学2019

第29章 戦後の国際関係
国際連合と戦後処理

7国際連合 学習院大学2022 名古屋大学2010

7大西洋憲章 成城大学2015
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5ダンバートン=オークス会議 明治大学2021 早稲田大学2021 立教大学2019 成城大学2015

7国際連合憲章

7サンフランシスコ会議 西南学院大学2022 立教大学2021 明治大学2021 立命館大学2020 青山学院大学2020

6ニューヨーク本部 中央大学2022

5世界人権宣言 立教大学2017

4常任理事国 青山学院大学2020 青山学院大学2016

7拒否権

6総会

7安全保障理事会

3非常任理事国

4経済社会理事会 高崎経済大学2004

5国際司法裁判所

6ユネスコ 早稲田大学2022 立命館大学2020 九州大学2020 関西大学2019 南山大学2018

6国際連合教育科学文化機関

6国際復興開発銀行 西南学院大学2022 早稲田大学2021 明治大学2020 明治大学2019 同志社大学2019

3IBRD 南山大学2019

6国際通貨基金 学習院大学2020 同志社大学2019 立命館大学2007

6IMF

5世界保健機関 明治大学2014

4WHO

3FAO

6ILO 同志社大学2007

5ブレトン=ウッズ体制 中央大学2021 明治大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2019 学習院大学2019

5ブレトン=ウッズ会議 南山大学2022 早稲田大学2021 青山学院大学2021 明治大学2020 早稲田大学2019

7関税と貿易に関する一般協定 青山学院大学2019 立命館大学2007

7GATT 名古屋大学2022 明治大学2021 南山大学2020 早稲田大学2018 学習院大学2017
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4基軸通貨 同志社大学2016

5国際軍事裁判 明治学院大学2008

4「平和に対する罪」

4「人道に対する罪」 立教大学2022

4ニュルンベルク裁判 立教大学2022 南山大学2021 青山学院大学2021 立教大学2020 早稲田大学2019

4東京裁判

4極東国際軍事裁判 学習院大学2012

5パリ講和条約 学習院大学2001

4サンフランシスコ平和条約

5オーストリア国家条約 中央大学2008

74カ国に分割占領 学習院大学2020 関西大学2014

戦後の国際関係
4人民民主主義 学習院大学2020 中央大学2017

7鉄のカーテン 立命館大学2019 同志社大学1372016

3シュテッティン

7トリエステ 法政大学2021 慶應大学2020 早稲田大学2018

7チャーチル 立教大学2021 南山大学2017 高崎経済大学2016

7冷戦 立命館大学2022 明治大学2022 同志社大学2021 大阪大学2020 明治大学2017

6トルーマン=ドクトリン 西南学院大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2020 上智大学2020

5ギリシア 同志社大学2021 早稲田大学2020 学習院大学2019

5トルコ 同志社大学2021 早稲田大学2020 南山大学2019 南山大学2019 同志社大学1282016

7封じ込め政策 西南学院大学2022 上智大学2020

7マーシャル=プラン 名古屋大学2022 西南学院大学2022 学習院大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2021

4マーシャル 関西大学2020

3ヨーロッパ経済復興援助計画

7コミンフォルム 同志社大学2021 早稲田大学2021 上智大学2020 関西大学2020 明治大学2019

6チェコスロヴァキア=クーデタ 明治大学2021 東京都立大学2017 高崎経済大学2016
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6ユーゴスラヴィア除名 早稲田大学2022 学習院大学2022 学習院大学2019 早稲田大学2017 法政大学2015

6西ヨーロッパ連合条約 法政大学2017 東京都立大学2017

4ブリュッセル条約 法政大学2019 高崎経済大学2016

6ベネルクス３国

6西側管理地区通貨改革 法政大学2019 中央大学2010

7ベルリン封鎖 法政大学2019 東京都立大学2017

7北大西洋条約機構 名古屋大学2022 西南学院大学2022 関西大学2020 法政大学2019 東京都立大学2017

7NATO 関西大学2022 学習院大学2022 早稲田大学2021

7コメコン 名古屋大学2022 関西大学2020

7経済相互援助会議 西南学院大学2022 青山学院大学2021 法政大学2019 東京都立大学2017

3COMECON

7ドイツ連邦共和国

7ドイツ民主共和国

3パリ協定 明治大学2019

5NATO加盟

7ワルシャワ条約機構 名古屋大学2022 関西大学2022 明治大学2019 法政大学2019 福井大学2019

7国共内戦 青山学院大学2017 青山学院大学2016

7中華人民共和国 法政大学2022

7毛沢東 北海道大学2020 中央大学2017

7周恩来 中央大学2022 立教大学2020 新潟大学2020 西南学院大学2018 明治大学2016

6中ソ友好同盟相互援助条約 同志社大学2020 新潟大学2001

7蔣介石 立教大学2016

7休戦協定

7ジュネーヴ休戦協定 中央大学2022 関西大学2022 法政大学2021 島根県立大学2020 青山学院大学2016

5太平洋安全保障条約 慶應大学2001

5ANZUS 関西大学2022 早稲田大学2020
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3米比相互防衛条約

3米韓相互防衛条約 津田塾大学2014

6東南アジア条約機構 学習院大学2019 青山学院大学2016 関西学院大学2016 法政大学2015 京都大学2013

6SEATO

3米華相互防衛条約 成城大学1998

5中東条約機構 千葉大学2020 千葉大学2020 同志社大学2006

6METO

4バグダード条約機構 関西大学2022

6中央条約機構 西南学院大学2001

6CENTO

戦後の国際関係
7スターリンの死 法政大学2019 青山学院大学2016 京都大学2013

6第三勢力

6ネルー・周恩来会談 学習院大学2021 法政大学2015

6平和五原則 同志社大学2021 東京都立大学2020 新潟大学2020 立命館大学2019 関西大学2017

7アジア=アフリカ会議 中央大学2022 上智大学2020 明治大学2019 明治大学2019 近畿大学2017

7バンドン 青山学院大学2022 同志社大学2021 学習院大学2021 北海道大学2020 西南学院大学2020

6平和十原則 立命館大学2019 明治大学2019 関西大学2017

7非同盟諸国首脳会議 新潟大学2020 青山学院大学2018 関西大学2017 法政大学2015

5ジュネーヴ4巨頭会談 明治大学2016

3ソ連=西独国交回復

3日ソ共同宣言

6ソ連共産党第20回大会 明治大学2021 上智大学2020 立命館大学2019 西南学院大学2017

7スターリン批判 学習院大学2022 東京外国語大学2021 上智大学2020 上智大学2020 同志社大学2019

7平和共存政策 同志社大学2019 福井大学2009

5コミンフォルム解散 法政大学2011

7ポーランド反政府反ソ暴動
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6中ソ論争 明治大学2013

4大陸間弾道弾

3スプートニク 立教大学2019 中央大学2018

6人工衛星

6フルシチョフ訪米 法政大学2011

戦後の国際関係
7キューバ革命

7ケネディ 中央大学2022 明治大学2021 同志社大学2021 東京外国語大学2021 上智大学2020

7ベルリンの壁 新潟大学2007

6部分的核実験禁止条約 慶應大学2022 立教大学2021 東京外国語大学2021 中央大学2021 明治大学2020

6ブラント 学習院大学2022 南山大学2021 関西学院大学2020 法政大学2019 南山大学2019

6東方外交 慶應大学2017 立教大学2016

3西独=ポーランド条約

5ワルシャワ=ゲットー 南山大学2021

4東西ドイツ基本条約

6東西ドイツ国連同時加盟 中京大学2010

4デタント 慶應大学2017

7緊張緩和 南山大学2016

3ノーベル平和賞受賞

7ニクソン訪中 早稲田大学2016 関西学院大学2016

6サミット

6先進国首脳会議 関西学院大学2020 立命館大学2014

戦後の国際関係
6第２次冷戦

4新冷戦 立命館大学2022 立命館大学2022

7アフガニスタン軍事介入 青山学院大学2022 中央大学2020 立命館大学2019 中央大学2017 同志社大学1332016

7ゴルバチョフ 青山学院大学2020 立命館大学2019 近畿大学2018 立教大学2017 北海道大学2017
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7中距離核戦力全廃条約 慶應大学2017 京都大学2008

7INF全廃条約

7アフガニスタン撤兵 関西大学2022 明治大学2018

3ブレジネフ=ドクトリン

3東欧革命

7マルタ会談 関西大学2022 学習院大学2022 明治大学2020 早稲田大学2020 同志社大学2019

7G.H.W.ブッシュ 関西大学2022 関西学院大学2021

戦後の国際関係
7ソ連の消滅 関西大学2018 関西大学2018 関西大学2017

7湾岸戦争 青山学院大学2020 関西大学2018

7ルワンダ 慶應大学2017 京都大学2008

7同時多発テロ

6G.W.ブッシュ 明治大学2019 立命館大学2018

3国連難民高等弁務官事務所 立命館大学2021 明治大学2017

3UNHCR 立教大学2019

3国連平和維持軍

3PKF

7南北問題 青山学院大学2020 明治学院大2016 青山学院大学2016

4国際連合貿易開発会議 法政大学2021 慶應大学2020 明治大学2018 京都大学2013

4UNCTAD 南山大学2022 明治大学2020 立教大学2019 同志社大学2019

5石油輸出国機構 立教大学2016

4OPEC 立教大学2017

4アラブ石油輸出国機構 法政大学2021 慶應大学2021 青山学院大学2020 成城大学2016

3OAPEC 慶應大学2018

4南南問題 学習院大学2022 同志社大学2012

5南南格差

6開発独裁 中央大学2020 成城大学2018 早稲田大学2016
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7NIES 立命館大学2019 立教大学2019 立教大学2019 中央大学2019 新潟大学2019

7新興工業経済地域 立命館大学2017 慶應大学2016

3輸入代替工業化 同志社大学2021 京都大学2013

4BRICS 明治大学2022 立教大学2020 中央大学2020 中央大学2020 慶應大学2020

7世界貿易機関 青山学院大学2021 慶應大学2021 立教大学2018 京都大学2008

7WTO 中央大学2020 慶應大学2016

7グローバル化 青山学院大学2020 立命館大学2018 明治大学2017 京都大学2008

3反グローバリズム

3多国籍企業 早稲田大学2020

3空洞化 早稲田大学2020

3政府開発援助

5人間の安全保障 青山学院大学2020

5G8サミット

5G20 同志社大学2020 慶應大学2020

3エコロジー

6地球温暖化 青山学院大学2017

5人口爆発

6オゾン層の破壊 明治学院大学2002

3酸性雨

4砂漠化

3『沈黙の春』

3レイチェル=カーソン 明治大学2021 南山大学2019 慶應大学2013

4緑の党 南山大学2019 立命館大学1999

4国連人間環境会議 九州大学2021 明治大学2020

4ストックホルム 慶應大学2017

5国連環境開発会議 学習院大学2022
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4リオデジャネイロ 東京外国語大学2022 早稲田大学2022 立教大学2021 立教大学2020 南山大学2019

5地球サミット

6持続可能な発展 南山大学2019 学習院大学2018 青山学院大学2016 慶應大学2016 京都大学2008

5非政府組織 青山学院大学2020

6NGO 青山学院大学2017

4気候変動枠組条約 慶應大学2020

7京都議定書 東京外国語大学2022 立命館大学2021 同志社大学2020 慶應大学2020 南山大学2019

3パリ協定 立命館大学2022 学習院大学2022 立教大学2021 慶應大学2021 立教大学2019

6多文化主義 立命館大学2022 学習院大学2022 立命館大学2018

5ビキニ環礁 東京外国語大学2021 学習院大学2019 中央大学2017 西南学院大学2017

6第五福竜丸事件 明治大学2022 早稲田大学2019 早稲田大学2019 早稲田大学2018 立教大学2017

4原水爆禁止運動

3ラッセル=アインシュタイン宣言 京都大学2019

6アインシュタイン 南山大学2022

3ラッセル

5原水爆禁止世界大会 慶應大学2015

6パグウォッシュ会議 慶應大学2022 立教大学2021 立教大学2018 立教大学2016

6核拡散防止条約 東京外国語大学2018 立教大学2017

6NPT

6戦略兵器制限交渉

6SALTⅠ

3戦略兵器制限交渉 学習院大学2018

7中距離核戦力全廃条約

4戦略兵器削減条約 早稲田大学2020 上智大学2011

3STARTⅠ

4包括的核実験禁止条約 慶應大学2022 南山大学2011
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4CTBT

4オバマ核兵器廃絶プラハ演説 明治大学2022 南山大学2016

7オバマ

3原爆実験

5核実験

7核兵器保有 立命館大学2008

7原爆の実験

7水爆実験

7水爆実験

7原爆の実験 立命館大学2008

7核実験

6原爆実験

6原爆実験 関西学院大学1999

第30章 現代世界⑴
アメリカ

7トルーマン 関西大学2020

4マッカーシズム 立命館大学2018 立教大学2017 南山大学2017

3マッカーシー 西南学院大学2022 関西大学2018 学習院大学2016 京都大学2012

3中央情報局 学習院大学2019

3CIA 明治大学2022

6トルーマン=ドクトリン 明治大学2020

7アイゼンハワー 立教大学2019

5宇宙開発 学習院大学2012

7ケネディ 中央大学2021 立命館大学2020 東京外国語大学2018 成城大学2018 立教大学2017

6ニューフロンティア政策 立教大学2021 関西大学2021 関西大学2017

7キューバ危機
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7公民権運動 慶應大学2022 南山大学2019 立命館大学2018 慶應大学2017

6ワシントン大行進 同志社大学2020 慶應大学2001

7キング牧師 立命館大学2022 同志社大学2020 慶應大学2018 学習院大学2018 明治学院大2016

7ケネディ大統領暗殺 青山学院大学2019

6ジョンソン 早稲田大学2022 明治大学2021 明治大学2021 慶應大学2021 早稲田大学2020

7公民権法 同志社大学2020 早稲田大学2018 明治学院大2016 京都大学2014 早稲田大学2011

4偉大な社会 立命館大学2022 南山大学2022 南山大学2019 明治学院大2016

7ベトナム戦争 京都大学2020 慶應大学2010

7反戦運動 慶應大学2022

7ニクソン 立命館大学2022 立命館大学2022 高崎経済大学2022 明治大学2021 南山大学2021

3キッシンジャー 立教大学2021 成城大学2018

3ニクソン=ドクトリン

7金とドルの交換停止 西南学院大学2017

7ドル=ショック 慶應大学2017

4ウォーターゲート事件 島根県立大学2020 立命館大学2018 明治大学2018 成城大学2018 学習院大学2018

5カーター 法政大学2022 成城大学2018 慶應大学2017

3「人権外交」

6レーガン 法政大学2022 明治大学2018 中央大学2016

6プラザ合意 慶應大学2017 慶應大学2009

5新自由主義 慶應大学2020 慶應大学2017 立教大学2016

3強いアメリカ 立命館大学2018

4グレナダ 法政大学2022 明治大学2020 西南学院大学2017

5クリントン 立命館大学2016 南山大学2016

7北米自由貿易協定 立教大学2016

7NAFTA 早稲田大学2017 明治学院大2016

6G.W.ブッシュ 青山学院大学2020
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7同時多発テロ 立命館大学2016 関西学院大学2016

3９.11事件 青山学院大学2020

7世界貿易センタービル

7対テロ戦争宣言

3単独行動主義 立命館大学2016

7アフガニスタン攻撃

7イラク戦争

7オバマ 慶應大学2022 早稲田大学2021 立命館大学2016

5ブレトン=ウッズ体制 京都大学2008

3リーマン=ショック 立教大学2021 早稲田大学2020 立命館大学2018 上智大学2017 上智大学2017

アメリカ
5米州機構

5OAS

5累積債務

3南米南部共同市場 南山大学2015

3MERCOSUR

7キューバ革命

7カストロ 東京外国語大学2021 同志社大学2020 慶應大学2019 学習院大学2019 成城大学2017

6ゲバラ 関西大学2021 上智大学2020 学習院大学2020 慶應大学2019

6バティスタ 同志社大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020 慶應大学2020 慶應大学2019

7キューバ社会主義宣言 立命館大学2020 同志社大学2020

3ニカラグア革命 法政大学2022 慶應大学2017

6アジェンデ 中央大学2022 関西大学2022 南山大学2018 明治大学2017 明治学院大2016

6チリ軍部クーデタ

5ピノチェト 関西学院大学2022 同志社大学2021 学習院大学2020 青山学院大学2018 上智大学2016

4ペロン 中央大学2022 関西大学2022 同志社大学2021 立命館大学2020 同志社大学2020

4アルゼンチン軍事政権 関西学院大学2019

214



世界史用語出題事例
3フォークランド戦争 関西大学2022 明治大学2018 明治大学2017

第31章 現代世界⑵
ヨーロッパ

4シューマン=プラン 南山大学2020 学習院大学2020 慶應大学2018 法政大学2017

4シューマン 関西学院大学2021 関西大学2020 中央大学2017

7ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体 京都大学2022 南山大学2021 同志社大学2021 関西大学2020 立命館大学2019

7ECSC 京都大学2022 関西大学2022 中央大学2021 九州大学2021 早稲田大学2017

7ヨーロッパ経済共同体 学習院大学2020 法政大学2017 青山学院大学2016 京都大学2005

7EEC 関西大学2022 中央大学2021 学習院大学2017

5ヨーロッパ原子力共同体

5EURATOM 南山大学2021 中央大学2021

5ヨーロッパ自由貿易連合 同志社大学2021 南山大学2020 関西大学2020 立命館大学2019 法政大学2017

5EFTA 中央大学2021 関西大学2019 早稲田大学2017 青山学院大学2016

7ヨーロッパ共同体 学習院大学2020 立教大学2016 関西大学2016

7EC

6拡大EC 同志社大学2021 中央大学2021 南山大学2020 上智大学2017

6拡大EC 明治大学2021 早稲田大学2018

7マーストリヒト条約 関西大学2022 同志社大学2021 学習院大学2020 学習院大学2019 南山大学2018

7ヨーロッパ連合 明治大学2020 京都大学2015

7EU 中央大学2020 大阪大学2017

7ユーロ 上智大学2017 立命館大学2016

4ヨーロッパ中央銀行 南山大学2019 成城大学2016

3フランクフルト 学習院大学2020

3EU憲法

3リスボン条約 慶應大学2021 南山大学2020 慶應大学2018

4EUの拡大（2013） 南山大学2018 慶應大学2018 立教大学2017 関西学院大学2017
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ヨーロッパ

5アトリー 中央大学2022 関西大学2022 学習院大学2022 立教大学2020 明治大学2020

3「ゆりかごから墓場まで」 高崎経済大学2016

6福祉国家 早稲田大学2020

3「大きな政府」論

6社会福祉制度の充実

6サッチャー 明治大学2022 京都大学2022 立教大学2021 立命館大学2020 中央大学2020

5小さな政府

3フォークランド戦争 慶應大学2022 立命館大学2019 南山大学2019 立教大学2018 明治大学2018

6第四共和政 同志社大学2022 神戸市外国語大
学

2022 高崎経済大学2016

6アルジェリア戦争 同志社大学2022 学習院大学2022 明治大学2021 法政大学2021

6第五共和政 立命館大学2022 青山学院大学2021 慶應大学2021 東京大学2018 東京大学2018

7ド=ゴール 法政大学2022 神戸市外国語大
学

2022 東京外国語大学2021 同志社大学2019 慶應大学2018

4第五共和国憲法

7アルジェリア独立 東京外国語大学2021 関西大学2020 関西大学2016

6中華人民共和国承認 立命館大学2017

7NATO軍事機構脱退 立命館大学2017

3五月革命 早稲田大学2018

3ミッテラン 南山大学2022 立教大学2016

7ドイツ連邦共和国

4ボン 関西大学2020 関西大学2016

7アデナウアー 関西大学2020 立教大学2019 慶應大学2017 学習院大学2017 関西大学2016

7「経済の奇跡」 同志社大学2011

3キリスト教民主同盟 南山大学2021 関西大学2020 関西大学2016

3ソ連=西独国交回復

7社会民主党 学習院大学2017

6ブラント 青山学院大学2019 早稲田大学2017 関西大学2016
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6東方外交

3東西ドイツ基本条約

6東西ドイツ国連同時加盟

6コール 慶應大学2020 法政大学2019 立命館大学2005 京都大学2005

7ベルリンの壁開放 学習院大学2020 法政大学2019

7ドイツ統一

7四カ国分割占領

5オーストリア国家条約

5王政廃止 明治学院大学2001

5イタリア共産党

4ポルトガル革命 慶應大学2022 上智大学2017 学習院大学2002

5EC加盟

4ギリシア民主政復帰

5EC加盟（ギリシア） 早稲田大学2017

4スペイン王政復活 早稲田大学2022

ヨーロッパ
7スターリンの死

7フルシチョフ 明治大学2022 青山学院大学2022 西南学院大学2022 関西大学2022 学習院大学2022

6ブレジネフ 関西学院大学2022 関西大学2020 明治大学2019 慶應大学2018 学習院大学2017

3ブレジネフ=ドクトリン

7ゴルバチョフ 立教大学2022 法政大学2019

7ペレストロイカ 法政大学2022 立命館大学2019 慶應大学2017 東京大学2016 明治大学2010

5新思考外交 明治大学2021 南山大学2021 早稲田大学2017

7チェルノブイリ原発事故

6ウクライナ 慶應大学2017 南山大学2016

7グラスノスチ 東京外国語大学2022 立命館大学2016 同志社大学1342016 京都大学2012

7コメコン解体 上智大学2011
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7ワルシャワ条約機構解体 東海大学2018

7保守派クーデタ

7ソ連の消滅

7独立国家共同体 明治大学2019 立教大学2007

7ＣＩＳ 南山大学2021

7バルト３国独立回復

7ロシア連邦

7エリツィン 明治大学2022 立命館大学2019 学習院大学2019 南山大学2016 立教大学2015

5チェチェン紛争 京都大学2022 立教大学2020 学習院大学2019 慶應大学2009

6プーチン 明治大学2019 慶應大学2018 上智大学2017

4メドヴェージェフ 南山大学2021 明治大学2019

3グルジア紛争 南山大学2016

ヨーロッパ
7ドイツ民主共和国 青山学院大学2019

7ベルリンの壁 東京大学2021 南山大学2017

5ホネカー 立命館大学2020 青山学院大学2019 立教大学2013

5ポズナニ暴動 関西大学2022 法政大学2019 早稲田大学2018

4ゴムウカ 立命館大学2020 立教大学2017 慶應大学2016

7「連帯」 早稲田大学2020 京都大学2005

6ワレサ 明治学院大2016

7プラハの春 学習院大学2021 早稲田大学2017 中央大学2010

5ドプチェク 明治大学2022 南山大学2022 青山学院大学2022 立教大学2021 南山大学2020

3ビロード革命 早稲田大学2021 上智大学2014

4ハンガリー事件 慶應大学2022 学習院大学2022 上智大学2020

5ブダペスト 慶應大学2021 慶應大学2016

5ナジ=イムレ 関西学院大学2022 学習院大学2019 西南学院大学2017 近畿大学2017 学習院大学2017

6チャウシェスク 早稲田大学2021 立命館大学2020 学習院大学2019 南山大学2018 法政大学2015
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5自主外交

7ティトー 法政大学2021 立命館大学2020 青山学院大学2018 関西学院大学2018 近畿大学2017

6コミンフォルムから除名

7ユーゴスラヴィア内戦 京都大学2009

6スロヴェニア 慶應大学2022 南山大学2021

7クロアティア 慶應大学2022 青山学院大学2018 法政大学2015

7ボスニア=ヘルツェゴヴィナ 慶應大学2022 青山学院大学2018

3モスレム人

3新ユーゴスラヴィア

7コソヴォ紛争 慶應大学2022 立教大学2021 明治大学2021 中央大学2020 学習院大学2019

7セルビア空爆 学習院大学2019 南山大学2018

5アルバニア 高崎経済大学2016 法政大学2015

第32章 現代世界⑶
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7「アフリカの年」 関西大学2022 明治大学2020 近畿大学2018 青山学院大学2016 慶應大学2016

7アフリカ統一機構 学習院大学2022 法政大学2021 中央大学2021 西南学院大学2020 新潟大学2020

7OAU

4アフリカ連合 中央大学2020 同志社大学2019 同志社大学2012

5AU 明治大学2020 南山大学2018

4エリトリア 青山学院大学2016

4リビア独立

3スーダン独立

3南スーダン共和国 明治大学2019 慶應大学2019 上智大学2016

6モロッコ独立

6チュニジア独立 関西大学2022 関西大学2020 立命館大学2017

7アルジェリア独立 慶應大学2020 学習院大学2019
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3民族解放戦線 同志社大学2019 北海道大学2018

3FLN

7ド=ゴール 青山学院大学2018 京都大学2004

7ガーナ独立 慶應大学2022 関西大学2022 京都大学2015

7エンクルマ 学習院大学2022 同志社大学2020 西南学院大学2020 慶應大学2020 明治大学2019

7「アフリカの年」 西南学院大学2020

6コンゴ独立 学習院大学2022

5ザンジバル

5モザンビーク独立 立教大学2021 同志社大学2020 南山大学2018

6アンゴラ独立 学習院大学2022 立教大学2021 慶應大学2018 東洋大学2013

3アンゴラ内戦 法政大学2014

5南ローデシア

3ローデシア独立宣言

3ジンバブエ 同志社大学2019 学習院大学2019 成城大学2015 甲南大学2014

4アフリカ民族会議 学習院大学2021 明治学院大2016

4ANC 上智大学2018

7南アフリカ共和国 慶應大学2022

7アパルトヘイト 立命館大学2022 学習院大学2022 東京大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020

3デクラーク 青山学院大学2021 立教大学2017 明治学院大2016

7マンデラ 明治大学2022 名古屋大学2021 関西学院大学2021 関西学院大学2021 同志社大学2020

7アパルトヘイト，法的撤廃

6コンゴ動乱 学習院大学2022 関西大学2020 西南学院大学2018 青山学院大学2016

7ルワンダ 青山学院大学2021 立教大学2019 学習院大学2019 早稲田大学2017 法政大学2016

3フツ人

3ツチ人

7ソマリア内戦 明治大学2020 成城大学2018 明治大学2017
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中東

7アラブ連盟 立命館大学2019 新潟大学2016

7パレスチナ分割案 関西大学2017

7イスラエル 立教大学2016

7第１次中東戦争 関西大学2017 東京大学2001

6パレスチナ戦争 法政大学2021

7パレスチナ難民 京都大学2019 近畿大学2018

7難民

7第２次中東戦争

7スエズ戦争 法政大学2021 京都大学2004

7ナセル 同志社大学2022 法政大学2021 立命館大学2020 法政大学2018 関西学院大学2018

7スエズ運河国有化宣言

6アラブ民族主義 上智大学2006

7パレスチナ解放機構 法政大学2021

7PLO

7第３次中東戦争 立教大学2022 立教大学2019

4ゴラン高原 関西学院大学2020 明治大学2018 同志社大学2011

6シナイ半島 立命館大学2019 明治大学2019 上智大学2016

5ヨルダン川西岸 関西大学2017

5ガザ地区 関西大学2017 関西大学2017

4アラブ石油輸出国機構 京都大学2012

3OAPEC

6アラファト

7第４次中東戦争 青山学院大学2020 中央大学2017 南山大学2016 京都大学2012

6石油戦略 立教大学2021 慶應大学2018

7エジプト=イスラエル平和条約 法政大学2021 南山大学2016

7サダト 上智大学2018
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6シナイ半島返還

7インティファーダ 東京大学2022 関西大学2017 立教大学2016 南山大学2016 南山大学2016

4オスロ合意 南山大学2019 関西大学2017

7パレスチナ暫定自治協定 立命館大学2018 東京大学2001

5ラビン

6アラファト 立教大学2021 立命館大学2019 南山大学2018

5ガザ地区

3ラビン首相暗殺 慶應大学2020 西南学院大学2016

中東
7ナセル 同志社大学2020 南山大学2019 学習院大学2019 近畿大学2017 関西大学2017

3自由将校団 立命館大学2022 西南学院大学2022 慶應大学2017

7アスワン=ハイダム 明治大学2019 慶應大学2017 青山学院大学2016

7スエズ運河国有化宣言

7スエズ戦争 立教大学2020

7第２次中東戦争

7サダト 立教大学2018

3サダト暗殺 立命館大学2022

3ムバラク 立教大学2017 立教大学2016 上智大学2011

6レバノン

7シリア 慶應大学2020

5シリア独立 立教大学2022 法政大学1998

中東
5イラン石油国有化

4モサデグ 早稲田大学2022 中央大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 明治大学2018

3アングロ=イラニアン石油会社 慶應大学2020

3イラン=クーデタ

3「白色革命」 慶應大学2020 関西学院大学2020 法政大学2018 上智大学2018
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4パフレヴィー２世 学習院大学2021

7イラン革命

7ホメイニ 愛知教育大学2022 中央大学2021 西南学院大学2021 学習院大学2021 同志社大学2020

7イラン=イスラーム共和国 慶應大学2022 明治大学2018

5石油危機 中央大学2021

7イラン=イラク戦争 南山大学2020 千葉大学2020

7アフガニスタン軍事介入

7ターリバーン 成城大学2018 近畿大学2018 中央大学2016 青山学院大学2013

5アル=カーイダ 立教大学2022 早稲田大学2017

4バグダード条約機構

4イラク革命 法政大学2018

7サダム=フセイン 西南学院大学2021 青山学院大学2020 京都府立大学2020 立教大学2018 成城大学2018

7クウェート侵攻 立教大学2022 学習院大学2022 千葉大学2020 慶應大学2020 立教大学2017

7湾岸戦争

7多国籍軍 成城大学2018

5クルド問題 早稲田大学2022 立教大学2017

7クルド人 関西学院大学2021 立教大学2018 立教大学2016

7イラク戦争 青山学院大学2020 関西大学2018

3イスラーム復興運動

4イスラーム原理主義

3ハマース 立命館大学2022 慶應大学2021 関西大学2017

3アラブの春 慶應大学2021 京都大学2020 上智大学2016

3チュニジア 南山大学2020 南山大学2018

3エジプト 青山学院大学2020

第33章 現代世界⑷
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東アジア

5土地改革 中央大学2012

7国共内戦

3人民解放軍

4人民政治協商会議 中央大学2021 島根県立大学2020 成城大学2018 青山学院大学2017 慶應大学2016

7中華人民共和国

7北京 同志社大学2019

7毛沢東 同志社大学2019 関西大学2019

7周恩来 同志社大学2020 島根県立大学2020 同志社大学2019 同志社大学3012018

4中華人民共和国の承認 成城大学2018 関西学院大学2018 慶應大学2016

6中ソ友好同盟相互援助条約 立命館大学2019 北海道大学2017

7蔣介石 関西大学2019 関西大学2016

3米華相互防衛条約 立命館大学2017

7義勇軍

6五カ年計画

3新疆ウイグル自治区 中央大学2022 明治大学2020

3反中国運動

7チベットの反中国運動 同志社大学2021 早稲田大学2021 青山学院大学2017

6ダライ=ラマ14世 法政大学2022 立命館大学2021 慶應大学2018 近畿大学2018 近畿大学2018

7中印国境紛争 同志社大学2021 法政大学2015

5チベット自治区

6「大躍進」 明治大学2022 法政大学2022 京都大学2022 立命館大学2021 明治大学2021

7人民公社 京都大学2022 立命館大学2021 同志社大学2020 島根県立大学2020 学習院大学2019

6国家主席

7プロレタリア文化大革命 学習院大学2020 立命館大学2016 京都大学2016

7文化大革命 立命館大学2021 法政大学2016

4実権派 関西大学2006
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7劉少奇 明治大学2022 青山学院大学2022 関西学院大学2022 関西学院大学2022 学習院大学2021

7鄧小平 同志社大学2020 関西大学2019 慶應大学2018

6紅衛兵 同志社大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019 上智大学2016 慶應大学2016

4林彪 学習院大学2022 関西大学2019 上智大学2016 慶應大学2016 慶應大学2016

6国連代表権交替 立命館大学2022 法政大学2019

7ニクソン訪中 学習院大学2022 関西大学2019 関西学院大学2019 早稲田大学2016

6日中国交正常化 立命館大学2017 法政大学2015

5四人組 立命館大学2016

3江青 立命館大学2021 立教大学2019 上智大学2019 青山学院大学2017 明治学院大2016

5周恩来死去

3華国鋒 立命館大学2022 立命館大学2022 慶應大学2018 立命館大学2015 京都大学2012

5四人組逮捕

6日中平和友好条約 立命館大学2022 島根県立大学2020 関西大学2019 慶應大学2016

7「四つの現代化」 同志社大学2020 島根県立大学2020 同志社大学2019 成城大学2014

7鄧小平 青山学院大学2022 立教大学2021 名古屋大学2021 学習院大学2021 立命館大学2020

7改革・開放政策 京都大学2022 同志社大学2020 東京都立大学2020 京都大学2008

7人民公社解体 同志社大学2019

3農業生産の請負制 慶應大学2016 慶應大学2016

7天安門事件 立教大学2022 同志社大学2020 慶應大学2019 関西大学2019 明治大学2017

6江沢民 明治大学2021 明治大学2021 立教大学2019 関西大学2019

7社会主義市場経済 同志社大学2019 同志社大学2019 青山学院大学2017 島根県立大学2009

7香港返還 関西大学2019 関西大学2016

6マカオ返還 学習院大学2021 立命館大学2020 関西大学2019 南山大学2018 慶應大学2016

3一国二制度 同志社大学2020 立命館大学2017 明治学院大2016 慶應大学2016

6胡錦濤 立命館大学2022 関西大学2019 早稲田大学2016

3社会主義体制離脱
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6モンゴル国 東京大学2007

3二・二八事件 中央大学2020 法政大学2019 関西大学2019 同志社大学3042018 成城大学2018

3本省人 関西大学2019

3外省人 中央大学2020

6李登輝 法政大学2019 新潟大学2019 関西大学2019 青山学院大学2018 立命館大学2017

4民進党 立命館大学2021 立教大学2021

3陳水扁 立命館大学2021 関西大学2019 立命館大学2017 中央大学2017

東アジア
7北緯38度線 高崎経済大学2022 中央大学2019 北海道大学2018 青山学院大学2018 成城大学2018

7大韓民国 関西大学2021

7ソウル 上智大学2016

7李承晩 高崎経済大学2022 明治大学2021 中央大学2021 学習院大学2019 青山学院大学2018

7朝鮮民主主義人民共和国 同志社大学2020 同志社大学2020 成城大学2018

7金日成 高崎経済大学2022 北海道大学2018 学習院大学2016

7朝鮮戦争 立命館大学2020 上智大学2019

7国連軍 高崎経済大学2016

3仁川上陸 慶應大学2021 慶應大学2016

7義勇軍 成城大学2018

7李承晩 立命館大学2022 立教大学2020 関西学院大学2017

5韓国（軍部）クーデタ

7朴正熙 関西大学2022 立命館大学2021 中央大学2021 中央大学2019 関西大学2019

7日韓基本条約 立命館大学2021 西南学院大学2018

3朴大統領暗殺

4光州事件 明治大学2018 西南学院大学2018 慶應大学2016 京都大学2013

3盧泰愚 上智大学2010

3韓ソ国交樹立

3南北同時国連加盟
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3中韓国交樹立

5金泳三 関西大学2019 明治大学2018 西南学院大学2018 法政大学2015

7金大中 法政大学2015

6南北首脳会談 立命館大学2017

7金正日 中央大学2021 立命館大学2016 立命館大学2016

3日本人拉致

7北朝鮮の核開発

3六カ国協議 立命館大学2017

5金正恩 中央大学2021

5軍隊の解体

5農地改革

4財閥解体 学習院大学2012

6日本国憲法

3教育改革

7朝鮮戦争

5特需 早稲田大学2016

7警察予備隊 中京大学2016

6自衛隊

6サンフランシスコ講和会議 立教大学2022 同志社大学2019 中央大学2000

4サンフランシスコ平和条約

7日米安全保障条約 立命館大学2019 法政大学2015

3日華平和条約 立命館大学2022 同志社大学2019 慶應大学2006

5沖縄返還

4田中角栄 立命館大学2022 同志社大学2019 学習院大学2019 関西大学2016

6東京オリンピック 青山学院大学2019 関西大学2017

7高度経済成長
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3水俣病

7貿易摩擦

5中曽根内閣 慶應大学2020 明治大学2018

6平和維持活動 立命館大学2016

5自衛隊のイラク派遣

4外国人労働者問題

6東日本大震災

5福島第一原発の事故

第34章 現代世界⑸
南アジア

3インド独立法

7インド独立 関西大学2019 中央大学2017

3インド連邦

5カシミール帰属問題 学習院大学2021 法政大学2019 南山大学2018 早稲田大学2017 関西学院大学2017

3インド=パキスタン戦争 上智大学2020

7ガンディー暗殺 慶應大学2020

7ネルー 法政大学2021 立命館大学2020 近畿大学2018

5インド共和国

3インド憲法

4インディラ=ガンディー 慶應大学2021 同志社大学1982017 成城大学2016

4インド=パキスタン戦争

6バングラデシュ 関西大学2019 学習院大学2017 同志社大学1092016

6核実験

7パキスタン 関西大学2019 明治学院大2016 同志社大学1042016 東京大学2001

4インド=パキスタン戦争

6核実験 早稲田大学2020
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4シンハラ人 上智大学2019

6セイロン独立

6スリランカ独立 関西大学2017

6スリランカ共和国 慶應大学2021 上智大学2020

4タミル人 関西大学2021 立命館大学2020 立教大学2019

4シンハラ人 関西大学2021 同志社大学1062016

4スリランカ内戦 早稲田大学2018

東南アジア
6東南アジア条約機構 島根県立大学2020 上智大学2020 立命館大学2016

7東南アジア諸国連合 上智大学2020

7ASEAN 西南学院大学2018 明治学院大2016 中央大学2008

7アジア通貨危機

3ASEAN＋日中韓首脳会議

3東アジア共同体

7ビルマ連邦共和国 上智大学2020 早稲田大学2019

7ミャンマー

4アウン=サン

4アウン=サン=スー=チー 立教大学2022 立教大学2021 関西大学2019 早稲田大学2018 立教大学2017

7アジア通貨危機

7ベトナム民主共和国 同志社大学2022 西南学院大学2022 島根県立大学2020 上智大学2020 同志社大学2019

4ベトミン

5ベトナム独立同盟 島根県立大学2020

7ホー=チ=ミン 関西学院大学2019 上智大学2018 慶應大学2018 立命館大学2016 青山学院大学2016

7インドシナ戦争 東京都立大学2020 上智大学2020 中央大学2018 高崎経済大学2016

5ベトナム国 法政大学2015

4バオダイ 学習院大学2021 上智大学2020 同志社大学2019 青山学院大学2018 立命館大学2016

6ディエンビエンフーの戦い 明治大学2020 北海道大学2020 島根県立大学2020 上智大学2020 中央大学2018
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7ジュネーヴ休戦協定 京都府立大学2022 早稲田大学2021 大阪大学2020 中央大学2018 京都大学2010

7北緯17度線 高崎経済大学2022 早稲田大学2021 上智大学2020 中央大学2018 立教大学2017

7ベトナム共和国 同志社大学2022 島根県立大学2020 慶應大学2018 法政大学2015

5ゴ=ディン=ジエム 立教大学2022 南山大学2022 同志社大学2022 西南学院大学2022 高崎経済大学2022

7ベトナム戦争 津田塾大学2008

7南ベトナム解放民族戦線 京都府立大学2022 島根県立大学2020 大阪大学2020 同志社大学2019 中央大学2018

7北ベトナム爆撃

7北爆

6ジョンソン 高崎経済大学2022 島根県立大学2020 同志社大学2019 学習院大学2019 中央大学2018

5沢田教一 慶應大学2016

4「安全への逃避」

5パリ和平会談

7ベトナム和平協定

7パリ和平協定 島根県立大学2020 中央大学2018 京都大学2016

7サイゴン陥落 立命館大学2019 同志社大学2019 中央大学2018 高崎経済大学2016

7ベトナム社会主義共和国 島根県立大学2020 南山大学2019 京都大学2019 近畿大学2018 立命館大学2016

3ベトナム難民

6カンボジア侵攻 関西大学2022 同志社大学2021

6中越戦争 学習院大学2021 立命館大学2016 慶應大学2016 東京外国語大学2013

7ドイモイ 法政大学2022 京都府立大学2022 学習院大学2021 同志社大学2020 立命館大学2018

6ラオス独立

4シハヌーク 早稲田大学2021 学習院大学2021 法政大学2020 慶應大学2016

6カンボジア王国 同志社大学2015

6プノンペン 学習院大学2017

4カンボジア独立

3民主カンプチア
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6ポル=ポト 立教大学2022 関西大学2022 学習院大学2021 上智大学2018 学習院大学2018

5ポル=ポト政権崩壊

4カンボジア撤退

4カンボジア４派パリ和平協定 慶應大学2016

6マラヤ連邦 上智大学2020 中央大学2017 成城大学2017 慶應大学2016

7マレーシア連邦 早稲田大学2019 東京外国語大学2013

6シンガポール独立 西南学院大学2018 慶應大学2018 東京大学2017 中央大学2017 早稲田大学2017

4ブルネイ 京都大学2011 法政大学2004

4マルコス 立教大学2022 明治大学2020 法政大学2020 関西大学2019 早稲田大学2017

3インドネシア共和国 中央大学2022 学習院大学2021 早稲田大学2019 早稲田大学2017

7スカルノ 立命館大学2022 東京大学2022 同志社大学2021 法政大学2020 上智大学2020

5九・三〇事件 立命館大学2022 法政大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2018 津田塾大学2017

7スハルト 立教大学2021 法政大学2021 学習院大学2021 学習院大学2021 中央大学2020

5東ティモール 立教大学2022 慶應大学2022 慶應大学2021 明治大学2020 法政大学2020

太平洋
3白豪主義廃止

7APEC 同志社大学2020 西南学院大学2017

7アジア太平洋経済協力会議 学習院大学2022

20世紀の文化
6ライト兄弟 青山学院大学2017

3テレヴィジョン

6コンピュータ 青山学院大学2019 東京大学2004

5IT革命

3抗生物質

4生命工学

5相対性理論

4量子力学 立教大学2020 青山学院大学2017
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7原子力発電

3スリーマイル原発事故 学習院大学2018

4ロケット 青山学院大学2020 青山学院大学2017

5アポロ計画

6月面着陸

3分子生物学

4クローン技術 立命館大学2020

3ヒトゲノム 立命館大学2020 南山大学2020

4携帯電話

6情報革命

7インターネット 青山学院大学2019 早稲田大学2018

6パソコン

4実存主義 立教大学2021 京都大学2004

4サルトル 法政大学2022 立命館大学2017

6プラグマティズム 関西学院大学2020 南山大学2019

6デューイ 学習院大学2020 関西大学2019 慶應大学2017 京都大学2012

5フェミニズム 早稲田大学2022 広島修道大学2016

7歴史学

3シュペングラー 南山大学2019 同志社大学2019 関西大学2018 東京大学2010

3『西洋の没落』

3レヴィ=ストロース 立教大学2011

3文化人類学

3ロマン=ロラン 明治大学2019

5ヘミングウェー

4サルトル

5『雪どけ』
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7魯迅 南山大学2018 成城大学2018 立教大学2017

7『狂人日記』

6『阿Q正伝』

6ジャズ 成城大学2018

3立体派

7ピカソ 早稲田大学2021 同志社大学2019 早稲田大学2017

3チャップリン 学習院大学2022 慶應大学2011

3「モダンタイムス」 立教大学2022

3ビートルズ 明治学院大2016 愛知教育大学2007

3ロック

7大衆文化

233


