
ヤジマ式（歴史の流れが見えてくる）

世界史整理年表 空欄語句

〔三訂版〕 表の上の方から順序性をもって並べました

三足 長安 貞観の治
１ 先史時代 殷墟 劉邦 ３ 分裂・隋唐 都護府

アウストラロピテ 甲骨 郡国 豪族 高句麗

クス 商 封建 （門閥）貴族 律，令，格，式

礫（ｏｒ打製） 神権 呉楚七国の乱 魏 中書

ジャワ原人 青銅 董仲舒 曹操，曹丕 門下

北京原人 鎬京 儒学 呉 尚書

火 易姓 郷挙里選 蜀 六部

周口店 渭水 五経博士 曹丕 御史台

ハイデルベルク 封建， 血縁 塩，鉄，酒 蜀 州県

ネアンデルタール 宗法 五銖銭 九品中正 科挙

埋葬 井田 均輸 屯田 均田

クロマニヨン 諸侯 平準 司馬炎 租庸調

骨角 卿，大夫，士 匈奴 呉 府兵

アルタミラ 封土 張騫 匈奴 則天武后

ラスコー 邑 大月氏 八王 開元の治

狩猟 社 衞青 占田， 課田 ソグト

漁撈 洛邑 霍去病 テイ， 羌 大食

採集 春秋の五覇 楽浪 羯， 匈奴，鮮卑 節度使

ホルド 覇者 日南（南海） 建康 募兵制

磨製 尊王攘夷 宦官， 外戚 司馬睿 安史の乱

彩文 戦国の七雄 豪族 北魏， 安禄山

ジャルモ 秦，燕，斉，楚， 冒頓単于 鮮卑 史思明

メンヒル 韓，魏，趙 大宛 北周 ウイグル

ドルメン 諸子百家 烏孫 宋，斉，梁，陳 節度使（藩鎮）

ストーン＝ サーク 商鞅 周 均田 両税法

ル 鉄製農具， 牛耕 赤眉の乱 孝文 楊炎

農耕， 牧畜 青銅貨幣 洛陽 三長 両税法

灌漑 布貨， 刀貨 劉秀 府兵 土地私有（荘園）

氏族， 血縁 咸陽 豪族 大興城 藩鎮

エジプト 李斯 張角 楊堅 黄巣の乱

メソポタミア 郡県 五斗米道 陳 王仙芝

インダス 半両銭 倭 大運河 朱全忠

黄河 蒙恬 班超 高句麗遠征

都市 焚書坑儒 西域都護 突厥

法家 甘英 小野妹子 ４ 宋・元
万里の長城 安敦 均田 藩鎮（節度使）

２ 中国古典 象郡（南海） マルクス＝ アウレ 租庸調 朱全忠

粟（あわ） 陳勝・呉広の乱 リウス＝ アン 府兵 後梁 ，後晋

原シナ人 スキタイ トニヌス 科挙 燕雲十六州

仰韶 騎馬 党錮 長安 後周

竜山， 黒陶 匈奴 黄巾の乱 李淵 武断

灰陶 項羽 太平道 李世民 佃戸
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貴族 クリルタイ 靖難の変 八旗 ジュンガル

新興地主 ホラズム 北京 緑営

開封 カラコルム 朱子学 保甲

趙匡胤 バトゥ 内閣大学士 地丁銀 ７ 朝鮮・ヴェトナム
形勢戸 ワールシュタット 鄭和 満漢偶数官制 象郡

官戸 フラグ 永楽大典 辯髪 日南

佃戸 大都（北京） 五経大全 文字の獄 大越

文治主義 大都 四書大全 チュノム

殿試 元 オイラート 越南

セン淵の盟 文永， 弘安 エセン＝ ハン ６ 北方民族 阮福映

遼 大理 土木の変 ラサ フランス

西夏 ハイドゥ 万里の長城 ラマ ホーチミン

青苗，市易，均輸 モンゴル人第一 タタール ツォンカパ 武帝

保甲 色目 アルタン＝ ハン 黄帽 楽浪

司馬光 漢人 和寇 張騫 隋

新法， 旧法 南人 張居正 班超 白村江

靖康の変 モンゴル 一条鞭法 西域都護 金城， 慶州

徽宗 パスパ 東林党 甘英 仏国寺

草市 中書 李自成 都護府 骨品

景徳鎮 科挙 広東（広州） ソグド 王建， 開城

行 塩，酒，茶 マカオ 李元昊 金属活字

作 交鈔 マテオ＝ リッチ 西夏 高麗青磁

市舶司 駅伝 佃戸 スキタイ 倭寇

明州，泉州，広州 紅巾の乱 抗租 蒙恬 李成桂

交子 白蓮 華僑（南洋華僑） 万里の長城 漢城， ソウル

耶律阿保機 朱元璋 湖広 冐頓単于 両班制

契丹 キプチャク＝ ハン メキシコ 衞青 朱子学

燕雲十六州 サライ 山西， 新安 匈奴，羯，鮮卑 銅活字

二重統治 バトゥ 会館， 公所 テイ ，羌 訓民正音

セン淵の盟 イル＝ ハン 北京 鮮卑 日朝修好条規

契丹 タブリーズ 女真 北魏 東学党の乱

李元昊 フラグ 後金 トルコ （甲午農民戦争

タングート チャガタイ＝ ハン 八旗 突厥 韓

西夏 オゴタイ＝ ハン 清 トルコ 三・一独立運動

臨安， 杭州 北京 ウイグル 北緯３８度線

岳飛 鄭成功 耶律阿保機 李承晩

秦檜 ５ 明・清 三藩の乱 燕雲十六州 金日成

江南 紅巾の乱 ネルチンスク 二重統治

淮水 金陵 典礼問題 契丹

会子 朱元璋 軍機処 完顔阿骨打 ８ 古代インド
占城 金陵（南京 地丁銀 靖康 ドラヴィダ

江浙（蘇湖） 江南 キャフタ 猛安謀克 ハラッパ

燕京（北京） 中書省 理藩院 女真 モヘンジョ＝ ダロ

完顔阿骨打 六部 ジュンガル チンギス＝ ハン 青銅

ツングース 衛所制 中国本土 カラコルム 都市

女真 魚鱗図冊 満州 フビライ インダス

猛安・謀克 賦役黄冊 台湾 エセン パンジャーブ

交鈔 里甲 白蓮教徒の乱 土木の変 インド＝ ヨーロッ

女真 六諭 軍機処 アルタン パ

全真 北京 理藩院 ヌルハチ リグ＝ ヴェーダ
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カースト エローラ ザミンダール 上座部（小乗 肥沃な

鉄製 ヒンドゥー セイロン ビルマ ティグリス

バラモン シヴァ マラータ 上座部（小乗 ユーフラテス

クシャトリヤ サンスクリット 貿易独占の廃止 イスラム ウル，ウルク

ヴァイシャ カーリダーサ 商業活動の停止 阮福映 神殿（ジグラト

シュードラ シャクンタラー シーク サイゴン 神権

バラモン マハーバーラタ セポイの反乱 フランス 太陰， ６０

カースト ラーマーヤナ 東インド ラーマ５世 楔形

マハーバーラタ マヌ ムガル イギリス ローリンソン

ラーマーヤナ 法顕 ヴィクトリア女王 イギリス サルゴン１世

コーサラ エフタル ビルマ バタヴィア バビロン

マガダ ハルシャ＝ ヴァル インド国民会議 強制栽培 アムル

ウパニシャッド ダナ ベンガル分割令 ホーチミン ハンムラビ

仏教 玄奘 カルカッタ ヴェトナム独立同 鉄器

クシャトリヤ 義浄 ティラク 盟の結成 セム

ガウタマ＝ シッダ カースト スワデシ ヴェトナム民主共 モーゼ

ールタ 仏教 スワラジ 和国 エルサレム

ジャイナ ヒンドゥー 英貨排斥 ジュネーブ ダビデ

ヴァルダマーナ 民族教育 南ヴェトナム解放 ソロモン

アレクサンドロス 全インドムスリム 民族戦線の結成 バビロン

チャンドラグプタ ９ インド（２） 連盟 ＳＥＡＴＯ ユダヤ

パータリプトラ ガズナ イスラム ＡＳＥＡＮ ダマスカス

アショーカ ゴール ローラット ビルマ連邦共和国 セム

仏典結集 デリー 非暴力・不服従 ネ＝ ウィン シドン

石柱碑 奴隷 ガンディー マレーシャ連邦 ティルス

セイロン アイバク ラホール シンガポール カルタゴ

クシャーナ イスラム プールナ＝ スワラ スカルノ アルファベット

イラン カリカット ジ インドネシア共和 ニネヴェ

プルシャプラ ゴア ネルー 国 金属貨幣

カニシカ デリー 英印円卓会議 バビロン

仏典結集 イスラム 新インド統治 ネブカドネザル２

大乗仏教 ヒンドゥー ジンナー １１ オリエント 世

ナーガールジュナ アグラ ガンディー ナイル ペルセポリス

竜樹 ムガル ネルー ノモス カンビセス２世

菩薩 ラージプト ハム ダレイオス１世

日本 ジズヤ メンフィス ダレイオス３世

ガンダーラ デリー １０ 東南アジア ギザ（ギゼー） サトラップ

ギリシア（ヘレニ タージマハール インド クフ 王の目， 王の耳

ズム ジズヤ 海の道 ファラオ 駅伝

デカン ボンベイ 都護府 神聖， ゾロアスター

ローマ帝国 マドラス 林邑 シャンポリオン アフラ＝ マズダ

マヌ法典 カルカッタ 義浄 パピルス

チャンドラグプタ ポンディシェリ 大乗 ミイラ， 太陽

１世 シャンデルナゴル ボロブドゥール テーベ １２ イスラム成立
パータリプトラ シーク 大越 ヒクソス 安息

チャンドラグプタ ナーナク チュノム テーベ クテシフォン

２世 マラータ 占城 アメンホテップ４ ローマ

ナーランダ プラッシー アンコール＝ ワッ 世 クテシフォン

グプタ クライヴ ト アトン神 シャープール１世

アジャンタ ベンガル タイ アマルナ ホスロー１世

３


