
世界史用語出題事例

第１章 先史時代
原始社会

2サヘラントロプス 慶應大学2021 立命館大学2020 早稲田大学2020

デュボワ 早稲田大学2020

ハイデルベルク人 早稲田大学2020

2浜北人 駒澤大学2014

2更新世 立命館大学2020 中央大学2013

2完新世 関西大学2016 駒澤大学2015

2乾地農法 明治大学2020

1略奪農法 立教大学2017

2アルタイ語族 法政大学2020

第２章 オリエント世界
オリエント世界
メネス王 関西大学2016

トトメス３世 法政大学2021 上智大学2020

アマルナ文書 学習院大学2017

2カデシュの戦い 法政大学2021 立教大学2019 学習院大学2017 明治大学2016 明治大学2016

オリエント世界
ハットゥシャ 法政大学2021 早稲田大学2016

エラム人 法政大学2021

オリエント世界
1カナーン 立命館大学2016

2ペリシテ人 東京大学2005

1死海文書 立命館大学2022

2カナーン人 立命館大学2021

オリエント世界
1エクバタナ 立教大学2019 明治大学2018
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世界史用語出題事例
1カンビュセス２世 関西学院大学2018 法政大学2015

オリエント文化
マルドゥク 法政大学2021

2ベヒストゥーン碑文 立教大学2021 法政大学2021 法政大学2017 学習院大学2016

ウル=ナンム法典 早稲田大学2016

2神官文字 西南学院大学2021

1ネフェルティティ 早稲田大学2022

第３章 ギリシア世界
ギリシア世界
アカイア人 学習院大学2019 学習院大学2016

ギリシア世界
2クレーロス 立教大学2016

1シラクサ 西南学院大学2022 西南学院大学2021 法政大学2020 早稲田大学2017

ナウクラティス 慶應大学2021

ギリシア世界
1アルコン 明治大学2016

2五百人評議会 高崎経済大学2022

1ミルティアデス 学習院大学2021

2テルモピュライ 学習院大学2022 学習院大学2021 学習院大学2019 同志社大学32016

ギリシア世界
1ラウレイオン銀山 法政大学2019 関西学院大学2018

2衆愚政治 早稲田大学2022

1レウクトラの戦い 早稲田大学2022

ギリシア世界
1デモステネス 東京学芸大学2021

1イソクラテス 東京学芸大学2021

2アルベラの戦い 早稲田大学2022 中央大学2021 関西大学2017
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ネアルコス 立教大学2019 立教大学2019

ギリシア文化
1ゼウス 学習院大学2019

2「女の議会」 早稲田大学2020

2原子論 西南学院大学2017

1「無知の知」 上智大学2020

2アカデメイア 学習院大学2018

1哲人政治 上智大学2020

1「人間はポリス的動物」 上智大学2020

第４章 地中海世界
古代ローマ

1タレントゥム 学習院大学2022 学習院大学2018

1エクイテス 西南学院大学2021

1遊民 学習院大学2021 学習院大学2020

2シチリアの奴隷反乱 関西大学2016

古代ローマ
1ティベリウス=グラックス 明治大学2022

1オプティマテス 学習院大学2022

ユグルタ戦争 学習院大学2020

ヌミディア 西南学院大学2021

カプア 早稲田大学2020

トラキア 早稲田大学2020

ウェルキンゲトリクス 早稲田大学2020 関西学院大学2016

古代ローマ
トイトブルク森の戦い 京都大学2009

ティベリウス 京都大学2019

1ハドリアヌスの長城 関西学院大学2021 関西学院大学2016
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1ユダヤ戦争 学習院大学2020 慶應大学2018

2ディアスポラ 学習院大学2020 立命館大学2019 立教大学2019

1セプティミウス=セウェルス 早稲田大学2018

1アントニヌス勅令 早稲田大学2021

2パルミラ 慶應大学2016 京都大学2010

2ケルン 京都大学2003

1ドミヌス 西南学院大学2022

2テトラルキア 西南学院大学2022 愛知教育大学2021 西南学院大学2020 立命館大学2019

キリスト教の成立と発展
1聖墳墓教会 関西学院大学2016

1エチオピア教会 上智大学2020 明治大学2019

2エウセビオス 青山学院大学2021 立命館大学2019 立教大学2019 早稲田大学2018 青山学院大学2018

2五本山 明治大学2021 関西学院大学2020 明治大学2017

ローマ文化
2『叙情詩集』 明治大学2018

『アグリコラ』 早稲田大学2018

『アルマゲスト』 慶應大学2010

1ポンペイ 南山大学2021

1ガレノス 立教大学2020

2トリボニアヌス 立教大学2022 青山学院大学2021 学習院大学2021 西南学院大学2020 立教大学2019

2フォルム 学習院大学2017

2ブルンディシウム 立教大学2016 早稲田大学2016

2イシス教 学習院大学2019 慶應大学2018

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

2アラム文字 高崎経済大学2020 早稲田大学2019
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イラン世界と中央アジア
エデッサの戦い 早稲田大学2021

1白瑠璃碗 明治大学2015

イラン世界と中央アジア
1大夏 青山学院大学2020

第６章 南アジア世界
南アジア世界（古代インド）

1シンド 立命館大学2020

1ヒンドゥークシュ山脈 京都大学2005

2ブラフマン 同志社大学2020 立教大学2018 法政大学2005

2シャカ族 明治大学2019

ブッダガヤ 法政大学2021

南アジア世界（古代インド）
2ナンダ朝 法政大学2015

カリンガ 法政大学2015

1マヒンダ 明治大学2016

2パーンディヤ朝 関西学院大学2021

2アーンドラ朝 上智大学2020

2マトゥラー 京都大学2011

2ナタラージャ 明治大学2019

ダルマ=シャーストラ 法政大学2015

1エローラ石窟寺院 青山学院大学2016

2マトゥラー 慶應大学2020

1カナウジ 慶應大学2020

パーラ朝 法政大学2021

カジュラーホの寺院群 立教大学2018
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南アジア世界（古代インド）

2パーンディヤ朝 慶應大学2020 慶應大学2018 明治大学2016

2パッラヴァ朝 慶應大学2020 上智大学2017

2馬 東京大学2005

第７章 東南アジア世界
東南アジア世界

1サーフィン文化 慶應大学2020 西南学院大学2017

2安南都護府 京都府立大学2020 学習院大学2019

東南アジア世界
2昇竜 明治大学2016

李公蘊 上智大学2018

黎利 京都府立大学2020

2広南王国 南山大学2016

ジャヤヴァルマン２世 明治大学2020

2スールヤヴァルマン２世 南山大学2020 上智大学2016

2山田長政 上智大学2010

2ラオス 関西学院大学2021

2ペグー朝 西南学院大学2021

1ペグー 明治大学2022

東南アジア世界
1ロロジョングラン 慶應大学2020

1シャーバンダル 慶應大学2020

サムドゥラ=パサイ 慶應大学2020

ジョホール王国 法政大学2020

東南アジア世界
2スンダ海峡 慶應大学2019

2遷界令 西南学院大学2020
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第８章 東アジア世界⑴
中国文明の成立

1彩陶文化 中央大学2021

1長江文明 京都府立大学2021

1良渚文化 上智大学2019

2三星堆文化 早稲田大学2022 上智大学2019 立命館大学2016

2堯 立命館大学2021

湯王 上智大学2019 早稲田大学2018

2大邑 明治大学2020

1紂王 法政大学2019 上智大学2019

1犬戎 法政大学2019 立命館大学2017

呉 上智大学2020 成城大学2016

1孝公 法政大学2021

秦漢帝国
篆書 学習院大学2016

2オルドス地方 立命館大学2021

1景帝 上智大学2020

1災異説 立命館大学2018

衛青 法政大学2021

2フェルガナ 学習院大学2022 上智大学2020 立命館大学2019

趙佗 早稲田大学2022

2交趾郡 同志社大学2020

魏晋南北朝
2文帝 近畿大学2017

2成都 立命館大学2022 明治大学2020

2諸葛亮 学習院大学2021 立命館大学2016

2永嘉の乱 学習院大学2022 明治大学2020 関西大学2019 立教大学2018 立命館大学2017
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1淝水の戦い 法政大学2022

前秦 京都大学2005

1胡漢融合帝国 立教大学2021

2劉裕 立命館大学2022 早稲田大学2019 立命館大学2018 成城大学2018 法政大学2017

武帝 関西大学2017

隋唐帝国
広通渠 学習院大学2016 京都大学2005

通済渠 京都大学2014

2永業田 法政大学2019

2口分田 立命館大学2019 関西大学2016

1官人永業田 立命館大学2021 青山学院大学2016

1安東都護府 学習院大学2017

1都督府 中央大学2022 名古屋大学2018

2安南都護府 青山学院大学2019 南山大学2018

1則天文字 立命館大学2017

2武韋の禍 青山学院大学2019

高仙芝 学習院大学2021

2楊炎 慶應大学2022 京都府立大学2022 立命館大学2019 北海道大学2016

1王仙芝 早稲田大学2020 学習院大学2020 学習院大学2017

開元通宝 明治大学2021 上智大学2020

2飛銭 立命館大学2018 法政大学2015

1西市 学習院大学2020

1蕃坊 立命館大学2020 立教大学2020 立教大学2019

唐代までの北方民族
2北匈奴 学習院大学2016

1東胡 法政大学2015

2オルホン碑文 上智大学2010
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第９章 東アジア世界⑵
五代十国・宋と北方民族
荊南 学習院大学2021

1洛陽 東京学芸大学2020

沙陀突厥 法政大学2020 名古屋大学2018 関西学院大学2017

三武一宗の法難 法政大学2022

1禁軍 早稲田大学2019

1進士 青山学院大学2019

慶暦の和約 福井大学2019

2北面官 明治大学2016

1興慶 京都大学2011

完顔部 立命館大学2019

2燕京 立命館大学2020 京都府立大学2020

2中都 北海道大学2016 北海道大学2016

モンゴル帝国と元
2アリクブケ 京都府立大学2020

ザイトン 早稲田大学2019 関西大学2017

1下生信仰 立命館大学2019

1弥勒下生信仰 学習院大学2016

第10章 東アジア世界⑶
明清帝国

1内閣 立教大学2019 近畿大学2018

1ホルムズ 青山学院大学2020 青山学院大学2020 関西学院大学2017

1フフホト 関西大学2022 早稲田大学2019

2王直 立教大学2021 早稲田大学2021 早稲田大学2020 近畿大学2017 立教大学2016

1崇禎帝 法政大学2021 立命館大学2017 中央大学2016
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明清帝国

2建州部 立命館大学2017

2盛京 立命館大学2022 京都大学2022 法政大学2018 京都大学2010

1順治帝 法政大学2022 青山学院大学2018 京都大学2010

2遷界令 立教大学2018 京都大学2001

1ガルダン=ハン 上智大学2018

イリ地方 法政大学2022 学習院大学2016

2旗地 東京大学2002

1圏地 立命館大学2022 慶應大学2022

1ベク 明治大学2021 中央大学2021

2熱河 慶應大学2017

明清帝国
「盛世滋生図」 慶應大学2008

1海関 京都大学2001

中国の古典文化
2徳治主義 同志社大学1382017

2合従策 学習院大学2021

2許行 西南学院大学2020

漢代の文化
2帛 早稲田大学2020

魏晋南北朝時代の文化
2『後漢書』 早稲田大学2022 京都大学2004

道安 関西大学2017

2廃仏 立命館大学2022

唐代の文化
2閻立本 関西大学2020

1真言宗 立命館大学2018
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2大秦寺 関西大学2022 立教大学2019

宋代の文化
程顥 法政大学2015

性即理 立教大学2022 早稲田大学2021

2磁針 中央大学2017

元代の文化
2『漢宮秋』 慶應大学2018

馬致遠 慶應大学2018

明代の文化
心即理 同志社大学2019

2李贄 南山大学2021 慶應大学2020 法政大学2019 明治大学2016

1『性理大全』 関西大学2019 立命館大学2016

2時憲暦 西南学院大学2022

2羅貫中 立命館大学2022

2董其昌 上智大学2020 立命館大学2016

清代の文化
呉敬梓 早稲田大学2021 早稲田大学2021

蒲松齢 西南学院大学2022

1『長生殿伝奇』 関西大学2017

第11章 東アジア世界⑷
朝鮮・雲南・チベット・日本
箕子 法政大学2018

2帯方郡 南山大学2020 法政大学2018

1三韓 法政大学2018

2江華島 中央大学2021

1応永の外寇 関西大学2019

2倭館 関西大学2019
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朝鮮・雲南・チベット・日本

2『漢書』地理志 慶應大学2018

1円仁 立命館大学2017

2禅宗 青山学院大学2017

2博多 立教大学2021 西南学院大学2020 立教大学2019

2有田焼 中央大学2019

1尚巴志 早稲田大学2017

三大交通路と東西交渉史
崑崙山脈 高崎経済大学2020

天山北路 名古屋大学2020

西域北道 名古屋大学2020

西域南道 名古屋大学2020

2亀茲 関西学院大学2020 早稲田大学2018 早稲田大学2016

2カシュガル 早稲田大学2019

2陶磁の道 立教大学2020 東京大学2008 京都大学2001

2インノケンティウス４世 青山学院大学2022 立教大学2021 南山大学2017

1雷孝思 慶應大学2017

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
ジャーヒリーヤ 法政大学2016

2ヒジャーズ 関西大学2017

2ハーシム家 立命館大学2020

2ウマル 早稲田大学2022 中央大学2017 京都大学2017 慶應大学2016 法政大学2015

2フスタート 中央大学2020 明治大学2019

1ジンミー 慶應大学2019

2ウスマーン 早稲田大学2017 上智大学2017
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イスラーム世界の成立

1アブド=アルマリク 法政大学2019

2アラブ帝国 慶應大学2019

1アター制 立教大学2017 学習院大学2017

2ホラーサーン 慶應大学2022

1ワズィール 中央大学2020 慶應大学2020

イスラーム世界の成立
2イドリース朝 早稲田大学2018 慶應大学2016

西カリフ国 学習院大学2021

2アブド=アッラフマーン３世 中央大学2020 早稲田大学2020 上智大学2019 法政大学2016

イスラーム世界の拡大
ニーシャープール 法政大学2020

1マラーズギルドの戦い 法政大学2020 法政大学2016

コンヤ 法政大学2020 早稲田大学2017 慶應大学2015

ニケーア 法政大学2022

ザンギー朝 法政大学2022

2バイバルス 青山学院大学2022 慶應大学2022 中央大学2020 明治大学2018 同志社大学2822018

2アレクサンドリア 関西学院大学2021 京都大学2014

2マグリブ地方 立命館大学2022 上智大学2020 立教大学2019 法政大学2017

イスラーム世界の拡大
1マフムード 法政大学2021 法政大学2020 慶應大学2017

イスラーム世界の拡大
2メロエ王国 法政大学2019 関西学院大学2019

2カネム=ボルヌー王国 関西学院大学2022 同志社大学2020 慶應大学2020

第13章 イスラーム世界の繁栄
イスラーム世界の繁栄

1キジルバシュ 慶應大学2022 慶應大学2021
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イスラーム世界の繁栄

1オスマン１世 法政大学2022

ムラト１世 早稲田大学2018 青山学院大学2016

2チャルディラーンの戦い 法政大学2022 青山学院大学2016

2モハーチの戦い 立命館大学2022 法政大学2022 慶應大学2021 愛知教育大学2020 東京都立大学2019

1セリム２世 法政大学2022 高崎経済大学2017

2チューリップ時代 法政大学2022 立教大学2016

1シパーヒー 慶應大学2016

2カーディー 法政大学2022 慶應大学2019 早稲田大学2017

イスラーム世界の繁栄
2シヴァージー 慶應大学2022 立教大学2019 立命館大学2018 慶應大学2017 京都大学2013

1アウド王国 慶應大学2018

イスラーム文化
2知恵の館 学習院大学2022 京都大学2021 明治大学2020 慶應大学2017 明治大学2016

1マームーン 早稲田大学2022

2タバリー 慶應大学2022 南山大学2021 京都大学2021 法政大学2020 青山学院大学2018

ハンマーム 学習院大学2018

2ミマーリ=シナン 慶應大学2021 学習院大学2018 上智大学2008

2ラージプート絵画 立命館大学2018

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

1ウァレンス 立教大学2021

1アラリック 立命館大学2018 立教大学2017 立教大学2016

1ブリトン人 成城大学2018

2エグバート 近畿大学2017 明治大学2016 青山学院大学2016

西ヨーロッパ世界の成立
ピレンヌ 早稲田大学2016
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世界史用語出題事例
1スペイン辺境伯領 青山学院大学2019 立命館大学2018

1デナリウス銀貨 関西大学2020

1カロリング小字体 関西大学2017

1ルートヴィヒ２世 上智大学2020

1シャルル２世 上智大学2020

2ロタール１世 同志社大学2020 上智大学2020 早稲田大学2016

2レヒフェルトの戦い 同志社大学2022 立命館大学2019 学習院大学2019 関西学院大学2018 立教大学2017

ヨハネス12世 早稲田大学2016

西ヨーロッパ世界の成立
1オレーグ 立教大学2022

1エドワード懺悔王 慶應大学2018

2ルッジェーロ２世 立命館大学2021 南山大学2021 成城大学2018 法政大学2017

西ヨーロッパの封建社会
2臣従礼 学習院大学2017

1現物経済 法政大学2017

2インムニテート 同志社大学2021 中央大学2020 成城大学2016

1カテドラ 東京学芸大学2022

レオ１世 早稲田大学2017

1イコノクラスム 東京学芸大学2022

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

2屯田兵制 上智大学2019 同志社大学3362009

1マケドニア朝 慶應大学2016

1アレクシオス１世 法政大学2022 慶應大学2016

マラーズギルドの戦い 法政大学2022

1ノミスマ 早稲田大学2018 慶應大学2016

2「第３のローマ」 中央大学2020
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世界史用語出題事例
ビザンツ帝国と東ヨーロッパ世界の成立

1ソフィア 西南学院大学2021

1カザン=ハン国 立教大学2020 慶應大学2017

1アストラハン=ハン国 京都大学2013

2カジミェシュ３世 早稲田大学2017 立命館大学2016 法政大学2016 慶應大学2016

2クラクフ 関西大学2016

2セルビア王国 立教大学2017

第16章 西ヨーロッパ世界の発展
西ヨーロッパ世界の発展
ランブール兄弟 関西大学2016

1エデッサ伯領 慶應大学2022 法政大学2017

2フリードリヒ１世 立命館大学2022 同志社大学2021 青山学院大学2019 早稲田大学2018 法政大学2017

1マルタ島 立教大学2021 慶應大学2016

2アシュケナジム 慶應大学2021 慶應大学2021

西ヨーロッパ世界の発展
1複式簿記 立教大学2021

1ケルン 成城大学2016 津田塾大学2009

2レヴァント貿易 慶應大学2019 立命館大学2018 同志社大学2892018

1アドリア海の女王 立教大学2021 早稲田大学2019 同志社大学952016

2ロンドン 関西学院大学2020 法政大学2017

2ベルゲン 南山大学2019 慶應大学2018

2ノヴゴロド 立教大学2022 同志社大学2021 早稲田大学2019 立命館大学2018 立教大学2018

中世ヨーロッパ文化
2パレルモ 同志社大学2022 上智大学2016

1ボエティウス 明治大学2022

1イシドルス 慶應大学2017

1ベーダ 慶應大学2018
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世界史用語出題事例
1ベルナルドゥス 法政大学2022

1ウニウェルシタス 東京大学2002

2プラハ大学 法政大学2022 名古屋大学2020 立命館大学2019

アインハルト 立教大学2017 立教大学2016

2トルバドゥール 立命館大学2021 立命館大学2015

2ヴォルムス大聖堂 法政大学2003

1サン=ドニ聖堂 慶應大学2017

第17章 西ヨーロッパ世界の変動
西ヨーロッパ世界の変動

1封建反動 法政大学2017

2クレメンス５世 中央大学2022

2聖書の英訳 立教大学2020

1チェコ語 関西学院大学2021

西ヨーロッパ諸国の情勢
1フィリップ６世 法政大学2020

1ポワティエの戦い 法政大学2020 早稲田大学2016

2エドワード黒太子 立命館大学2021 学習院大学2016

西ヨーロッパ諸国の情勢
2ルッジェーロ２世 法政大学2020 関西学院大学2020 京都大学2019 法政大学2016

「シチリアの晩鐘」 法政大学2020

1アラゴン王国 早稲田大学2017 立命館大学2016

2チョンピの乱 慶應大学2017

1コルテス 立教大学2022 同志社大学2021 中央大学2021 立教大学2019 明治大学2019

2セファルディム 慶應大学2019

2ユダヤ人追放 東京都立大学2017

ルネサンス（文芸復興）
ブルクハルト 早稲田大学2022
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世界史用語出題事例
1コジモ 法政大学2018

2プラトン=アカデミー 同志社大学2022 立教大学2021

ロレンツォ 法政大学2022

サヴォナローラ 法政大学2018

「天地創造」 上智大学2017

1システィナ礼拝堂 早稲田大学2019 早稲田大学2019 関西大学2017

2「アテネの学堂」 学習院大学2019 慶應大学2017

1「ローマの劫略」 西南学院大学2020 学習院大学2019 立命館大学2017

ルネサンス（文芸復興）
2人文主義者 同志社大学2020 成城大学2017

1『エセー』 関西学院大学2022 立命館大学2019 関西大学2017

1「羊が人を食う」 名古屋大学2021

『マクベス』 早稲田大学2020

2ジョルダーノ=ブルーノ 立教大学2022 法政大学2022 慶應大学2022 西南学院大学2020 東京大学2013

ヨーロッパ世界の拡大
2メソアメリカ文明 明治大学2022 青山学院大学2022 法政大学2017 青山学院大学2016

2トルテカ文明 立教大学2019 上智大学2018

メシーカ 明治大学2022 明治大学2022 明治大学2021

2アンデス文明 法政大学2017

2インカ文明 早稲田大学2017

1ケチュア人 明治大学2021

2アタワルパ 明治大学2022 慶應大学2022 法政大学2021

ヨーロッパ世界の拡大
1プレスター=ジョン伝説 慶應大学2022

カラヴェル船 法政大学2021

1パロス 法政大学2021 法政大学2018

1セビリャ 明治大学2021 慶應大学2017 早稲田大学2016
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世界史用語出題事例
1バハマ諸島 明治大学2021 上智大学2019

1カルティエ 上智大学2017

1サラゴサ条約 慶應大学2019

ヨーロッパ世界の拡大
2「近代世界システム」 明治大学2020

1ウォーラーステイン 明治大学2022

宗教改革
2「ローマの牝牛」 青山学院大学2016

1福音信仰 学習院大学2019

1『キリスト者の自由』 関西大学2018 明治学院大2016

2シュマルカルデン戦争 立命館大学2018 青山学院大学2016

2ゴイセン 関西大学2017

1ノックス 慶應大学2022 早稲田大学2019 早稲田大学2017 関西学院大学2016

2エドワード６世 慶應大学2022 関西大学2019 西南学院大学2018

宗教改革
1アンリ３世 明治大学2017

2ボーダン 西南学院大学2022 学習院大学2018

バイエルン 成城大学2018 早稲田大学2016

第18章 主権国家体制の形成・展開
主権国家体制の形成

1マクシミリアン１世 中央大学2019

シャルル８世 明治大学2022 法政大学2021 成城大学2018

2貿易差額主義 立教大学2022 慶應大学2016

スペインとオランダの繁栄
2ゴイセン 中央大学2022 明治大学2021 早稲田大学2018 近畿大学2018

アラス同盟 早稲田大学2022 明治大学2017
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世界史用語出題事例
イギリス

1治安判事 早稲田大学2017

1私掠特許状 立教大学2017

1ホーキンズ 関西学院大学2018

1ジェームズ６世 立教大学2021

1ネーズビーの戦い 立教大学2022 法政大学2015

2プレスビテリアン 京都大学2003

コモンウェルス 青山学院大学2020

2財政革命 立教大学2021 同志社大学2021 中央大学2021

2寛容法 慶應大学2022 慶應大学2022 西南学院大学2020 高崎経済大学2012

2南海泡沫事件 早稲田大学2020

2南海会社 学習院大学2020

フランス
1フランス学士院 中央大学2018 関西学院大学2016

1ピレネー条約 立教大学2022 関西大学2019 関西大学2017

1マリ=テレーズ 慶應大学2020

ガリカニスム 早稲田大学2020

1ライスワイク条約 慶應大学2018

1アン女王戦争 中央大学2021 関西大学2019

2フェリペ５世 早稲田大学2022 法政大学2020 同志社大学2020 慶應大学2020 中央大学2019

ドイツ
ケーニヒスベルク 京都大学2017

ブランデンブルク=プロイセ
ン

上智大学2020 立命館大学2017

1フリードリヒ=ヴィルヘルム 早稲田大学2020

2ベルリン 関西学院大学2021 明治大学2020 関西学院大学2018

『反マキァヴェリ論』 早稲田大学2017

1アーヘン条約 関西大学2020 慶應大学2017 上智大学2016
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世界史用語出題事例
2フランツ１世 立命館大学2022 慶應大学2022

ロシアと東ヨーロッパ世界・北ヨーロッパ世界
ニスタット条約 法政大学2018

1カムチャッカ 法政大学2021

17・18世紀のヨーロッパ文化
2ボーダン 青山学院大学2019 同志社大学2322017

『エミール』 学習院大学2017

『新エロイーズ』 明治大学2021

1ヒューム 立命館大学2017 学習院大学2017

2単子（モナド）論 関西学院大学2016

1『永遠平和のために』 立教大学2020

1博物学 立命館大学2022

『ローマ帝国衰亡史』 明治大学2021

幾何学的庭園 早稲田大学2020

1シェーンブルン宮殿 学習院大学2021 早稲田大学2020 立命館大学2017

1「フィガロの結婚」 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
ディウ沖海戦 京都大学2002

2ナツメグ 慶應大学2019

1『インディアスの破壊につい
ての簡潔な報告』

千葉大学2020

2アカプルコ貿易 立教大学2018 慶應大学2017

2ガレオン船 青山学院大学2022 京都大学2021 明治大学2020 明治大学2020 青山学院大学2020

1ゼーランディア城 法政大学2019 東京外国語大学2011

西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争
ローリ 学習院大学2016

1ジェームズタウン 上智大学2019 成城大学2018 関西学院大学2017
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世界史用語出題事例
2ジャマイカ 慶應大学2016 学習院大学2016

2セントローレンス川 関西大学2021

1ハイチ 立命館大学2022 神戸市外国語大
学

2022

1アン女王戦争 関西大学2021 慶應大学2020 青山学院大学2019 成城大学2018

2ジョージ王戦争 早稲田大学2020

2デュプレクス 青山学院大学2020 立教大学2016

2セネガル 南山大学2022 明治大学2017

2ミシシッピ川以西のルイジアナ 学習院大学2022 関西大学2021

ラテンアメリカ
2イスパニョーラ島 関西大学2020 慶應大学2019

西ヨーロッパ諸国の海外進出と抗争
エルミナ 慶應大学2019

1ブガンダ王国 青山学院大学2020

第20章 「革命の時代」
産業革命

2ランカシャー 南山大学2021 津田塾大学2008

2木炭 学習院大学2020

2トレヴィシック 中央大学2022

シェフィールド 慶應大学2019

2「聖月曜日」 明治大学2017

アメリカ独立革命
2マサチューセッツ 東京大学2019 上智大学2019

1クエーカー 明治大学2017

1年季奉公人 学習院大学2016

1ジョージア 上智大学2019

ミニットマン 明治大学2017

アダムズ 早稲田大学2021
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世界史用語出題事例
2サン=シモン 南山大学2022

1フェデラリスト 立命館大学2019 京都大学2004 京都大学2004

1ハミルトン 早稲田大学2022 慶應大学2019 同志社大学2732018 明治学院大2016 早稲田大学2016

フランス革命
2複合革命 慶應大学2021 慶應大学2021 成城大学2018

1聖職者の公務員化 学習院大学2020

1ピルニッツ宣言 学習院大学2016

1左翼 明治大学2021

ナポレオン戦争（1796〜1815）
1コルシカ島 立命館大学2021 早稲田大学2020 関西大学2018 成城大学2016

カンポ=フォルミオの和約 法政大学2019

2コンコルダート 立命館大学2021 学習院大学2020 南山大学2016 青山学院大学2016

1ピウス７世 早稲田大学2019 上智大学2019 明治大学2016

1ベルリン勅令 南山大学2022 関西学院大学2022 慶應大学2021 学習院大学2021

2ベルリン大学 早稲田大学2021

バタヴィア共和国 法政大学2020

2マリ=ルイーズ 明治大学2016 青山学院大学2016

モスクワ遠征 関西学院大学2016

1ウェリントン 慶應大学2018 立教大学2017

第21章 19世紀の欧米
ウィーン体制

2マルタ島 関西大学2020 成城大学2016

2ノルウェー 関西大学2020 立教大学2019 関西大学2019 早稲田大学2018 聖心女子大学2016

1ヴァルトブルク祭 法政大学2022

ウィーン体制
2アドリアノープル条約 南山大学2022 上智大学2016

1ギゾー 立教大学2019 法政大学2018 中央大学2017 法政大学2016
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世界史用語出題事例
1フリードリヒ=ヴィルヘルム４世 関西大学2016

2クロアティア 法政大学2019

2スラヴ民族会議 慶應大学2017

イギリス・アイルランド
1ウィルバーフォース 慶應大学2020 立教大学2018 学習院大学2014

1ピール 立教大学2022 早稲田大学2022

2パーマストン 慶應大学2017

1アイルランド土地法 立教大学2022

2アイルランド国民党 学習院大学2020 関西大学2017

1ブレア労働党内閣 関西大学2017

フランス
2英仏通商条約 同志社大学2020 早稲田大学2016

2上下水道 高崎経済大学2022

2スダン 南山大学2021 関西学院大学2020 関西大学2019 関西大学2018

イタリア・ドイツ
2アウスグライヒ 明治大学2022 立教大学2020 青山学院大学2020 慶應大学2017

2フランツ=ヨーゼフ１世 法政大学2019 学習院大学2016

1バイエルン 関西学院大学2020

2連邦参議院 学習院大学2022

1中央党 京都大学2003

2ラサール 関西大学2021 慶應大学2018

イタリア・ドイツ
2ピエモンテ 関西大学2018

2トリノ 青山学院大学2020 青山学院大学2017

ロシア・北ヨーロッパ
1ゼムストヴォ 慶應大学2019

1ゲルツェン 慶應大学2019
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世界史用語出題事例
2『父と子』 南山大学2022

1ポグロム 学習院大学2022 立教大学2020 関西大学2017

東方問題
2ロンドン条約 関西大学2017

2パーマストン 青山学院大学2017

1聖地管理権問題 上智大学2019

ルーマニア自治公国 法政大学2015

1大ブルガリア 立教大学2022 明治大学2022 近畿大学2017

2ベッサラビア 東京外国語大学2020

北アメリカ
リパブリカン 早稲田大学2019

2中立政策 高崎経済大学2017

2モンロー主義 立教大学2017

2ホイッグ党 早稲田大学2021 明治大学2020 早稲田大学2019

2ニューオーリンズ 学習院大学2022

1オレゴン 慶應大学2021

2ニューメキシコ 明治大学2018

2マニフェスト=デスティニー 愛知教育大学2022 立命館大学2021 同志社大学2021 学習院大学2021 立教大学2019

1州権主義 学習院大学2022

1ジェファソン=デヴィス 立教大学2022 青山学院大学2021 明治大学2020 関西大学2019 西南学院大学2018

1リー将軍 西南学院大学2018

1グラント 関西大学2022 西南学院大学2021 明治大学2020 青山学院大学2017

1憲法修正第13条 早稲田大学2021 早稲田大学2021 青山学院大学2017 早稲田大学2016

1ジム=クロウ 早稲田大学2021 慶應大学2019 慶應大学2016 慶應大学2013

1プロモントリー 明治大学2017

ラテンアメリカ
1ペニンスラール 明治大学2022 法政大学2016
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世界史用語出題事例
1エクアドル 立教大学2020

トゥパク=アマルの蜂起 法政大学2016

ジョアン６世 明治大学2022

ペドロ１世 明治大学2022

1カランサ 関西学院大学2022

社会主義・平和運動
2バクーニン 関西大学2021 近畿大学2018 慶應大学2017

1常設仲裁裁判所 青山学院大学2020

1クーベルタン 早稲田大学2022 津田塾大学2014

19世紀の欧米文化
2ワーズワース 慶應大学2019 成城大学2017

2『チャイルド=ハロルドの巡礼』 早稲田大学2022

1ホーソン 京都大学2012

メルヴィル 京都大学2021 東京外国語大学2018

『白鯨』 東京外国語大学2018

『ゴリオ爺さん』 明治大学2022

2フロベール 成城大学2017

2『ボヴァリー夫人』 明治大学2022

1『オリヴァー=トゥイスト』 関西学院大学2019

2『女の一生』 南山大学2019

2ドーミエ 法政大学2022

1アール=ヌーヴォー 早稲田大学2021 早稲田大学2018 西南学院大学2017

1「ニーベルンゲンの指輪」 法政大学2019

1ヴェルディ 立命館大学2021 法政大学2019 立命館大学2016

1サヴィニー 明治大学2021

1労働価値説 高崎経済大学2022

2リービヒ 法政大学2013
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野口英世 東京外国語大学2016

2ジーメンス 法政大学2020

リュミエール 慶應大学2016

2ガソリンエンジン 学習院大学2017

2スコット 中央大学2022

1スタイン 明治大学2019

2トマス=クック 法政大学2015

第22章 アジア・アフリカの動揺と民族運動
中東の情勢

1セリム３世 慶應大学2022 中央大学2020

1マフムト２世 中央大学2020 上智大学2016

中東の情勢
1アフシャール朝 慶應大学2022

1タシケント 中央大学2021

1綿花栽培 学習院大学2022 関西大学2018

1ドゥッラーニー朝 慶應大学2022 法政大学2021

インドの植民地化と民族運動
2ブクサールの戦い 慶應大学2017

1ネパール 法政大学2021

2パンジャーブ地方併合 関西大学2020 青山学院大学2018

1ラクシュミー=バーイー 立教大学2020 青山学院大学2017

バハードゥル=シャー２世 学習院大学2022 慶應大学2019

1副王 慶應大学2019

ナオロジー 法政大学2019

1カーゾン法 学習院大学2022

2デリー遷都 近畿大学2018
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東南アジアの植民地化と民族運動
ファン=デン=ボス 明治大学2020 明治大学2019 立教大学2018 法政大学2017

2アチェ戦争 学習院大学2022 南山大学2021 学習院大学2020 法政大学2019 中央大学2019

2ブディ=ウトモ 法政大学2020 近畿大学2018

ケダ王国 法政大学2020

2ラッフルズ 法政大学2022 西南学院大学2021 慶應大学2020 立教大学2018

ミンドン 学習院大学2020

1ヤンゴン 学習院大学2020

1ラングーン 学習院大学2017

東南アジアの植民地化と民族運動
1バウリング条約 学習院大学2021 中央大学2020 法政大学2017 学習院大学2017 立命館大学2016

2チャクリ改革 学習院大学2021 中央大学2018

2カティプーナン 慶應大学2018

2フエ 関西大学2022 学習院大学2019

1サイゴン条約 西南学院大学2021

2サイゴン 関西大学2022 島根県立大学2020

1ファン=チュー=チン 法政大学2022

中国の変動
嘉慶帝 青山学院大学2021 青山学院大学2019

1道光帝 慶應大学2017

1『海国図志』 明治大学2022 早稲田大学2021

2フランス人宣教師殺害事件 同志社大学3482002

中国の変動
2新疆省 京都大学2019

1咸豊帝 上智大学2020 上智大学2019

2広西省金田村 法政大学2020 上智大学2020 青山学院大学2019
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日本・朝鮮

1シーボルト 東京外国語大学2018

1岩倉具視 慶應大学2021

津田梅子 東京外国語大学2015

2福沢諭吉 学習院大学2021

李太王 明治大学2017

1黄海海戦 上智大学2019

1台湾民主国 中央大学2020

霧社事件 法政大学2019

列強の中国侵略と中国の対応
2新界 立命館大学2019 成城大学2011 東京都立大学2010

広東省東部 明治大学2021

2京師大学堂 福井大学2020

1清華学堂 中央大学2019

列強の中国侵略と中国の対応
2閔妃殺害事件 京都大学2011

寺内正毅 明治学院大2016

辛亥革命
1華興会 慶應大学2020

2宋教仁 学習院大学2019

2湖北新軍 南山大学2020

2「五族共和」 早稲田大学2022

2臨時約法 成城大学2018 立命館大学2016

第23章 帝国主義の時代
帝国主義時代

2エッフェル塔 同志社大学1632017

1ウィーン証券取引所 青山学院大学2017
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1スタンダード石油会社 早稲田大学2020 早稲田大学2017

USスティール 法政大学2020

2黄禍論 中央大学2020 京都大学2012

社会の変容と世界の一体化
2冷凍技術 京都大学2021

1アルゼンチンの牛肉 中央大学2021

1チリの硝石 中央大学2021

帝国主義時代
2ヘルツル 明治大学2019

2シオニズム 法政大学2022 九州大学2022 明治大学2019 中央大学2017 京都大学2016

2クルップ 学習院大学2022 法政大学2020 慶應大学2020 立命館大学2016

帝国主義時代
2プレハーノフ 関西大学2021

帝国主義時代
ハバナ 上智大学2020

ホセ=マルティ 上智大学2020

2プラット条項 明治大学2019 法政大学2018 学習院大学2018 成城大学2017 早稲田大学2014

2ドミニカ 法政大学2022

2「宣教師外交」 立教大学2021 関西大学2021 学習院大学2018

2エリス島 成城大学2018

1マーク=トウェイン 慶應大学2022

2ロックフェラー 立教大学2022 法政大学2021 慶應大学2020 慶應大学2019 明治大学2018

1カーネギー 法政大学2021 京都大学2007

1モルガン 慶應大学2019

2世界産業労働者同盟 慶應大学2019

1人民党 早稲田大学2018
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アフリカの分割

1ベルリン=コンゴ会議 中央大学2017

2ムハンマド=アフマド 立命館大学2022 早稲田大学2020 慶應大学2018 関西学院大学2018 関西学院大学2018

2ハルツーム 慶應大学2021

1アフリカーナー 慶應大学2019

2ローデシア 青山学院大学2021 慶應大学2019 明治大学2015

1サモリ=トゥーレ 明治大学2022 上智大学2016

1ギニア 学習院大学2019

ガボン 関西学院大学2021

1サヌーシー教団 京都大学2017 上智大学2016

社会の変容と世界の一体化
1女性参政権 同志社大学2020 青山学院大学2020

太平洋諸地域の分割
2ニューカレドニア 立教大学2020 法政大学2020

2サモア 法政大学2020

2ニューサウスウェールズ 慶應大学2017

2ヴィクトリア 同志社大学272016

2女性参政権 関西学院大学2021 同志社大学2020 関西学院大学2017

第24章 第一次世界大戦とロシア革命
第一次世界大戦（1914〜18）

1フランツ=フェルディナント 法政大学2015

第一次世界大戦（1914〜18）
2ルシタニア号 立命館大学2021 立教大学2021 慶應大学2020

2ソンムの戦い 中央大学2022 立命館大学2017

2ロイド＝ジョージ内閣 慶應大学2020 法政大学2016

ロシア革命とソ連の成立
2白軍 南山大学2019 慶應大学2018
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1チェコ兵捕虜 慶應大学2019

ロシア革命とソ連の成立
クロンシュタットの反乱 京都大学2006

1英ソ通商協定 法政大学2016

2少数民族強制移住 慶應大学2019 法政大学2016

綿花栽培 明治大学2020

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

2オルランド 中央大学2022

2バルト３国 中央大学1996

ヴェルサイユ体制とワシントン体制
1ジュネーヴ軍縮会議

(1932~34）
立命館大学2018

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
2KKK 関西大学2022

1排日移民法 近畿大学2018 早稲田大学2017

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
1オースティン=チェンバレン 青山学院大学2020

ヴェルサイユ体制下の欧米諸国
小協商国 法政大学2015

マサリク 関西学院大学2017 東京外国語大学2012

第26章 戦間期のアジア・アフリカ
アフリカ・西アジア

1デュボイス 慶應大学2021 青山学院大学2017

シエラレオネ 慶應大学2021

2ヒジャーズ王国 慶應大学2017

1共和人民党 法政大学2021
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アフリカ・西アジア

2バルフォア 明治大学2019 早稲田大学2018

2ロスチャイルド家 法政大学2016

1ファイサル 慶應大学2017

インド・東南アジア
1アムリットサール市 早稲田大学2020 慶應大学2017

1ヒラーファト運動 慶應大学2022

1サイモン委員会 法政大学2019

2チャンドラ=ボース 明治大学2021 学習院大学2021 法政大学2019

インド・東南アジア
1サヤ=サン 学習院大学2020 関西学院大学2017 法政大学2015

バモオ 学習院大学2020

1人民党 学習院大学2021 上智大学2018

ピブン 学習院大学2021

東アジア
2段祺瑞 関西学院大学2021 学習院大学2021 関西学院大学2018

2直隷派 早稲田大学2017

1済南事件 慶應大学2020 上智大学2019 立命館大学2018

東アジア
遵義会議 青山学院大学2020

1八路軍 京都大学2006

三光政策 立教大学2017

東アジア
イヘ=フレー 学習院大学2021

キャフタ協定 学習院大学2021 学習院大学2021

2大隈重信 早稲田大学2019

1田中義一内閣 上智大学2018
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2近衛文麿 慶應大学2020

第27章 世界恐慌とファシズム
世界恐慌と各国の対応

1スムート=ホーリー関税法 青山学院大学2021 早稲田大学2020 法政大学2019

2社会保障法 慶應大学2019

2中立法 立命館大学2020

2プラット条項 西南学院大学2022 同志社大学2021 学習院大学2021

世界恐慌と各国の対応
2『わが闘争』 慶應大学2020 成城大学2017

1フューラー 成城大学2017

2ベルリンオリンピック 学習院大学2022 学習院大学2022

ヴェルサイユ体制の崩壊とドイツの侵略
1アサーニャ 明治大学2016 法政大学2013

2サラザール 法政大学2021 南山大学2019 早稲田大学2018

2マルロー 関西大学2020

2マドリード 成城大学2015

2アルバニア併合 法政大学2021 関西学院大学2021 早稲田大学2020 青山学院大学2018 立教大学2017

第28章 第二次世界大戦
第二次世界大戦

1カレリア地方 慶應大学2019

2第二戦線 法政大学2008

2南樺太 慶應大学2018

1ポツダム協定 関西学院大学2011

第二次世界大戦
日米通商航海条約破棄 法政大学2020

1援蔣ルート 学習院大学2016

1ハル=ノート 立教大学2021 明治大学2016
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三光政策 立教大学2017

2ソロモン諸島 法政大学2020

第29章 戦後の国際関係
国際連合と戦後処理

2オーデル川ナイセ川 早稲田大学2017 慶應大学2016

戦後の国際関係
2ヨーロッパ経済協力機構 関西大学2020 法政大学2019

ブカレスト 関西学院大学2021

2ベルリン空輸 中央大学2017

戦後の国際関係
2コロンボ会議 法政大学2021 学習院大学2021 上智大学2020 法政大学2015

2反植民地主義 立命館大学2022

2ICBM 立命館大学2008

戦後の国際関係
2全欧安全保障協力会議 南山大学2020 法政大学2019

2ヘルシンキ宣言 学習院大学2018 中央大学2017

戦後の国際関係
2戦略防衛構想 慶應大学2017

戦後の国際関係
1フェアトレード 慶應大学2020

2従属理論 慶應大学2020

2輸出志向型工業化 同志社大学2021

2モントリオール議定書 南山大学2019

湯川秀樹 東京外国語大学2018

第30章 現代世界⑴
アメリカ

2「巻き返し政策」 南山大学2021
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2NASA 立教大学2020

2軍産複合体 青山学院大学2016

1ブラウン判決 早稲田大学2021 学習院大学2018

2「進歩のための同盟」 立命館大学2020 明治大学2019 京都大学2013

1金ドル本位制 早稲田大学2020 同志社大学2019

2「双子の赤字」 成城大学2018

メキシコ不法移民 早稲田大学2018

ブラック・ライヴズ・マター 慶應大学2022 早稲田大学2021

1ケネディ=ラウンド 早稲田大学2022

1ウルグアイ=ラウンド 青山学院大学2019 上智大学2017 早稲田大学2016

1サブプライム問題 早稲田大学2018

アメリカ
2リオ協定 上智大学2017

1パン=アメリカ会議 立教大学2017

1チャベス 慶應大学2020 学習院大学2020

1メキシコ経済危機 明治大学2018 青山学院大学2016

2ホットライン 立教大学2019

1ニカラグア 慶應大学2019 上智大学2018

1サンディニスタ民族解放戦線 法政大学2018

2ニカラグア内戦 中央大学2021

2グアテマラ左翼政権 法政大学2022 明治大学2020 明治大学2019 慶應大学2019 学習院大学2017

ノリエガ 法政大学2022

2エルサルバドル内戦 法政大学2022

エイルウィン 上智大学2018

1マルビナス諸島 学習院大学2020

2アルゼンチン民政移行 中央大学2022

2ポピュリズム 学習院大学2020
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第31章 現代世界⑵
ヨーロッパ

1カレルギー 慶應大学2018 早稲田大学2017

2ローマ条約 学習院大学2020

2単一欧州議定書 早稲田大学2017 成城大学2016

1シェンゲン協定 学習院大学2020

ギリシア債務問題 学習院大学2020

EU離脱（2016） 慶應大学2017

ヨーロッパ
1スエズ出兵 同志社大学2022

2ポンド切り下げ 早稲田大学2020

キャメロン 上智大学2017

1ヴァイツゼッカー 青山学院大学2019

2オーデル川ナイセ川 慶應大学2020 近畿大学2018 学習院大学2016

メルケル 東京外国語大学2019

2サラザール 立教大学2021

1フアン=カルロス１世 上智大学2017

ヨーロッパ
2コスイギン 立教大学2021 関西大学2020

サハロフ 京都大学2012

1新ベオグラード宣言 明治大学2022

1モルドヴァ 学習院大学2019

2ウズベキスタン 上智大学2017

2キルギス 関西大学2017

1北オセチア学校占拠事件 慶應大学2019

ヨーロッパ
1「人間の顔をした社会主義」 学習院大学2017
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2チェコ共和国 立命館大学2017

2スロヴァキア共和国 青山学院大学2016

ルーマニア革命 早稲田大学2017

2ミロシェヴィッチ 立教大学2022 青山学院大学2018 立教大学2016

1独立宣言〔マケドニア〕 高崎経済大学2022

第32章 現代世界⑶
アフリカ

2アフリカ諸国首脳会議 慶應大学2020

2エチオピアで結成 関西大学2022 関西学院大学2021

2アジスアベバ 学習院大学2022

1エチオピア革命 関西学院大学2016

1ハイレ=セラシエ 学習院大学2022 明治大学2019 学習院大学2018 立教大学2017 立教大学2016

2ダルフール 立教大学2022

2ギニア独立 慶應大学2021

2カタンガ 慶應大学2019

1ルムンバ 立教大学2017 立教大学2016

2ビアフラ戦争 法政大学2021

1ビアフラ共和国 青山学院大学2016

2リベリア内戦 関西学院大学2021

マリ共和国軍事介入 上智大学2018

中東
1ベングリオン 上智大学2016

1シャロン 関西大学2017

中東
2ナギブ 立命館大学2021 上智大学2016

2アラブ連合共和国 慶應大学2021

オマーン独立 中央大学2022
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中東

1アフマディネジャド 慶應大学2022

1バース党 千葉大学2020

1アラブ首長国連邦 慶應大学2021

2ビン=ラーディン 京都大学2020 関西大学2018

第33章 現代世界⑷
東アジア

1双十協定 立命館大学2019 慶應大学2016 法政大学2015

台湾国民政府 南山大学2022 関西大学2019 青山学院大学2018

ウルムチ 青山学院大学2022

反右派闘争 慶應大学2016

2中ソ技術者協定 青山学院大学2017

2走資派 明治学院大2016

1珍宝島 法政大学2015

1ダマンスキー島 京都大学2016

1経済特区 慶應大学2016

2趙紫陽 立命館大学2022 学習院大学2022 明治大学2018 上智大学2016

2南巡講話 慶應大学2016

香港特別行政区政府 北海道大学2020

2習近平 立教大学2018

2南沙諸島 青山学院大学2020

2民主進歩党 京都大学2019

2馬英九 慶應大学2016

蔡英文 青山学院大学2019

東アジア
朝鮮人民共和国 法政大学2015

1朝鮮労働党 中央大学2019
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1マッカーサー 京都大学2012

1板門店 立教大学2021 同志社大学2019 成城大学2018

2全斗煥 同志社大学2021 関西大学2019 東京大学2015

1太陽政策 西南学院大学2018

1主体思想 法政大学2015

1賠償 早稲田大学2017

佐藤内閣 関西大学2017

1池田内閣 慶應大学2016

緒方貞子 立命館大学2021

2尖閣諸島問題 立命館大学2019

第34章 現代世界⑸
南アジア

1アンベードカル 上智大学2020

2コロンボ会議 早稲田大学2018 中央大学2017

1緑の革命 慶應大学2016

2インド人民党 上智大学2020

1ラジーヴ=ガンディー 同志社大学1082016

パキスタン=イスラーム共和
国

立命館大学2016

東南アジア
2TPP 立命館大学2020

1AEC 慶應大学2018

1ネ＝ウィン 関西大学2019 慶應大学2016

サリット 学習院大学2021

バーツ 慶應大学2016

2トンキン湾事件 立教大学2021 立教大学2018 成城大学2018 慶應大学2018

2ピュリッツァー賞 慶應大学2016

1UNTAC 立命館大学2016
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世界史用語出題事例
1ASEAN10 明治大学2022

2マハティール 法政大学2020 早稲田大学2019 上智大学2018 南山大学2017 慶應大学2016

2リー=クアンユー 法政大学2021 慶應大学2018 立命館大学2017 関西学院大学2017

ハーグ協定 慶應大学2016

20世紀の文化
2ペニシリン 立教大学2011

1ワトソン・クリック 立教大学2022 京都大学2008

2ハイデッガー 南山大学2019 京都大学2004

2世界女性会議 立教大学2016

『雇用・利子および貨幣の一
般理論』

早稲田大学2020 関西学院大学2018

2ブローデル 南山大学2016

2サイード 学習院大学2022 明治大学2020 早稲田大学2020 関西大学2019

1ポスト=コロニアル 立命館大学2017

『魔の山』 明治大学2017

1ジョイス 学習院大学2022

『誰がために鐘は鳴る』 明治大学2021 明治大学2016

1タゴール 関西大学2021

2野獣派 早稲田大学2017

2超現実主義 早稲田大学2017

2シュールレアリスム 明治大学2022 早稲田大学2021 同志社大学2019

2ダリ 南山大学2022 同志社大学2019

2シケイロス 南山大学2019 同志社大学2019 早稲田大学2019

1ウォーホル 慶應大学2016

ル・コルビュジエ 東京外国語大学2017 早稲田大学2017

1ディズニー 京都大学2020

2カウンター=カルチャー 早稲田大学2011

2ガルシア=マルケス 慶應大学2020
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世界史用語出題事例
リーバイス 東京外国語大学2017
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