
エフタル イクター アッバース１世 アテネ ザマ

ゾロアスター イラン イスファハン スパルタ 大スキピオ

ケン教 トルコ ボハラ ペロポンネソス カルタゴ

アヴェスター ヒヴァ ペルシア 小スキピオ

マニ コーカンド テーベ 閥族

景教 １３ イスラム発展 トルコ デマゴゴス 騎士

正倉院 コルドバ イスラム カイロネイア ラティフンディウ

獅子狩文錦 アブド＝ アッラフ トルコ フィリッポス２世 ム

ニハーヴァンド マーン３世 デモステネス 奴隷

セム ベルベル テーベ グラックス兄弟

メッカ ガーナ １４ 古代ギリシア 東方遠征 中小自作農民

アッラー ベルベル エヴァンズ イッソス 閥族， スラ

コーラン グラナダ クノッソス ダレイオス３世 平民

ヒジュラ アルハンブラ ミケーネ アレクサンドリア スパルタクス

メディナ シーア ギリシア アケメネス朝ペル シリア（セレウコ

カーバ カイロ シュリーマン シア ス朝

アラビア サラディン ドーリア コイネ カエサル

ジハード 第３回 鉄器 プトレマイオス ガリア

シリア バグダード 平民 アレクサンドリア カエサル

エジプト イラン シノイキスモス ローマ ポンペイウス

ニハーヴァンド イクター アゴラ セレウコス クラッスス

アリー イラン バルバロイ パルティア ブルータス

スンナ，シーア トルコ オリンピア バクトリア オクタヴィアヌス

ムアーウィヤ トゥグリル＝ ベク リュクリゴス アントニウス

ダマスカス スルタン ペリオイコイ レピドゥス

西ゴート 十字軍 ヘロット １５ ローマ史 アクティウム

インダス ニザーム＝ アル＝ 騎兵 ティベル クレオパトラ

イベリア ムルク マッサリア ラテン エジプト

トゥール＝ ポワテ イクター ネアポリス エトルリア プリンケプス

ィエ間 モンゴル ビザンティオン 元老院 ラティフンディウ

ジズヤ フラグ 平民 コンスル ム

ハラージュ カザン＝ ハン 重装歩兵 護民官 ペテロ， パウロ

シーア， イラン ティムール ドラコン 平民会 ネロ

バグダード サマルカンド ソロン 十二表法 カタコンベ

タラス河畔 アンカラ 財産 パトリキ ネルヴァ

製紙法 明 ペイシストラトス プレブス トラヤヌス

ハールーン＝ アッ ウズベク クレイステネス リキニウス＝ セク マルクス＝ アウレ

ラシード ビザンツ 陶片追放 スティウス リウス＝ アン

ジズヤ イスタンブル イオニア コンスルの１人が トニヌス

アラブ スルタン＝ カリフ マラトン 平民 ローマ市民権

ハラージュ スレイマン１世 重装歩兵 大土地所有制限 ササン朝ペルシア

マムルーク ウィーン サラミス ホルテンシウス コロナトゥス

コルドバ プレヴェザ テミストクレス 元老院 ディオクレティア

アブド＝ アッラフ レパントの海戦 無産市民 同盟，重装歩兵 ヌス

マーン３世 イェニチェリ プラタイア カルタゴ ドミヌス

チュニス カピテュレーショ デロス シチリア島 キリスト教徒

シーア ン 無産 属州 コンスタンティヌ

カイロ カルロヴィッツ ペリクレス ハンニバル ス

バグダード イラン， シーア 奴隷 カンネー ミラノ勅令

イラン シャー 政治 ニケーア

４



アタナシウス ルューリック 教会大分裂 ラテン

三位一体 キエフ ウィクリフ クリュニー １９ 中世諸国・
アリウス ノルマンディー公 フス 教会の東西分裂 ヴェルダン

コンスタンティノ 国 コンスタンツ宗教 カノッサ事件 フランク王国

ープル ロロ 会議 ハインリッヒ４世 メルセン

コロヌス デンマーク ウォルムスの協約 ノルマンディー公

テオドシウス カヌート アルビジョワ 国

国教化 ノルマン １７ ビザンツ帝国 ジョン ロロ

東西分裂 ウィリアム コンスタンティノ フランチェスコ ユーグ＝ カペー

コンスタンティノ ヘースティングズ ープル ドミニコ ジョン

ープル 両シチリア ビザンティウム ベルベル 十字軍

ローマ イェルサレム ヴァンダル レコンキスタ アルビジョワ

エフェソス クレルモン 東ゴート アラゴン 三部会

ネストリウス 十字軍 ローマ法大全 カスティリャ アナーニ事件

オドアケル サラディン 聖ソフィア聖堂 ポルトガル アヴィニョン

ゲルマン民族大移 コンスタンティノ ササン朝ペルシア グラナダ ジャックリーの乱

動 ープル ロンバルド アルハンブラ ジャンヌ＝ ダルク

ヴェネツィア商人 軍管区制 カヌート オルレアン

ラテン 屯田 ヘースティングズ 両シチリア

１６ 中世ヨーロッパ アウグスティヌス エジプト，シリア ウィリアム 東方

フン ネストリウス ギリシア語 マグナ＝ カルタ ヴェネツィア

西ゴート ベネディクトゥス 皇帝教皇 身分制 ピサ

イベリア半島 ゲルマン コンスタンティノ シモン＝ ド＝ モン ジェノヴァ

アングロ＝ サクソン 聖像禁止令 ープル フォール フレンツェ

ヴァンダル レオン３世 聖像禁止令 模範議会，二院制 ミラノ

フン 教皇 ギリシア正 ペスト ロンバルディア

アッティラ レオ３世 セルジューク＝ ト ジャクリーの乱 ギベリン

西ローマ帝国 クリュニー ルコ ワット＝ タイラー ゲルフ

東ゴート 東西教会の分離 ヴェネツィア 独立自営農民 ローマ教皇

東ローマ帝国（ユ グレゴリウス７世 ジェノヴァ ドイツ，イタリア ナポリ（両シチリア

スティニアヌス カノッサ事件 プロノイア アナーニ メディチ

ロンバルド 聖職叙任権 第４回十字軍 フィリップ４世 マジャール

クローヴィス ウルバヌス２世 オスマン＝ トルコ 教皇のバビロン捕 オットー１世

メロヴィング ウォルムス協約 ブルガール 囚 イタリア

アタナシウス インノケンティウ セルビア アヴィニヨン カノッサ

トゥール＝ ポワテ ス３世 ギリシア 教会大分裂 グレゴリウス７世

ィエ間 不輸不入 ウィクリフ，フス ドイツ騎士団

カール＝ マルテル 農奴 コンスタンツ宗教 大空位

小ピピン 諸侯 ，従士制 １８ 中世諸国・ 会議 金印勅書

カロリング 恩貸地制 フランク イサベラ カール４世

ロンバルド 三圃 アブド＝ アッラー フェルナンド 選帝侯

アヴァール ペスト フマン３世 グラナダ リューベック

アルクイン ジャクリー コルドバ フランドル ハプスブルク

カール大帝 ワットタイラー デーン ワットタイラー ワールシュタット

ヴェルダン 独立自営農民 アルフレッド ヨーマン ヤゲロー

メルセン ボニファティウス 諸侯，騎士 カレー ノブゴロド

神聖ローマ ８世 クレルモン ばら戦争 ルス，リューリク

ヴァイキング アナーニ事件 サラディン ランカスター キエフ

ノブゴロド 教皇のバビロン捕 コンスタンティノ ヨーク ギリシア正教

ルス 囚 ープル 星室庁 ウラディミル１世
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キリル モルッカ 牧羊 ウェストファリア カトリック

バトゥー ニュー＝ アムステ 無敵艦隊 カルヴァン 審査律

サライ ルダム 東インド会社 スイス 人身保護律

モスクワ大公 英蘭 権利の請願 オランダ トーリー

イヴァン３世 東インド クロムウェル 神聖ローマ ウィッグ

ツアーリ ヴァージニア 航海条令 オーストリア継承 権利章典

ピルグリム＝ ファ 英蘭 シュレジエン 権利の宣言

ーザーズ 審査律 七年 大ブリテン
２０ 古代アメリカ 航海 人身保護律 パリ（フベルトゥ ウィンザー

キリスト，コプト ニュー＝ ヨーク 権利章典 スブルク ウォルポール

ムラービト カルカッタ 大ブリテン 啓蒙専制 君臨すれども統治

トンブクトゥ スペイン継承 ウォルポール 国家第一の下僕 せず

トンブクトゥ ユトレヒト 君臨すれども統治 キプチャク

モンゴロイド ジョージ せず ツアーリ

インディオ 七年 パリ イェルマーク ２５ 米独立革命
とうもろこし フレンチ＝ インデ イタリア シベリア ピルグリム＝ ファ

鉄器 ィアン ユグノー ステンカ＝ ラージ ーザーズ

太陽 クライヴ サン＝ ヴァルテル ン ニュー＝ イングラ

メキシコ＝ シティ プラッシー ミ ネルチンスク ンド

コルテス パリ ナントの勅令 アゾフ フレンチ＝ インデ

クスコ，ペルー 東インド 三部会 北方 ィアン

文字，キープ ケベック リシュリュー スウェーデン パリ

ピサロ ポンディシェリ マザラン バルト ミシシッピー

ルイジアナ フロンド ペテルブルク ジョージ３世

シャンデルナゴル コルベール キャフタ 代表なくして課税

２１ 植民活動 デュプレクス ヴェルサイユ 啓蒙専制 なし

エンリケ航海王子 朕は国家なり プガチョフ 印紙法（条令

バルトロメウ＝ デ ナントの勅令 クリミヤ タウンゼント

ィアス ２２ 絶対主義・ スペイン継承 ポーランド ボストン茶会

トルデシリャス カール５世 ユトレヒト ラクスマン 茶法（条令

ヴァスコ＝ ダ＝ ガ 沈まぬ帝国 大陸会議

マ レパントの レキシントン

ブラジル マニラ ２３ 絶対主義・ ２４ 英市民革命 ワシントン

ゴア ポルトガル 九十五カ条の論題 王権神授 トマス＝ ペイン

マラッカ 無敵艦隊（アルマダ ウォルムス 国教会 コモン＝ センス

リスボン ゴイセン ドイツ農民 権利の請願 独立宣言

種子島 ユトレヒト ミュンツァー スコットランド ジェファーソン

マカオ オランダ独立 ウィーン包囲 長期議会 ロック

イサベル オレンジ公ウィリ シュマルカルデン クロムウェル ラファイエット

コロンブス アム アウグスブルク ネーズビー コシューシコ

バルボア 毛織物 諸侯 長老 フランス

マゼラン 仲継 個人 独立 フランクリン

コルテス アムステルダム カトリック 水平 オランダ

ピサロ ウェストファリア ルター 独立 スペイン

マニラ 英蘭 北欧 チャールズ１世 武装中立同盟

ポルトガル 首長令 ベーメン 共和政 エカチェリーナ２

アルマダ（無敵艦隊 統一令 ワレンシュタイン アイルランド 世

東インド マニュファクチュ グスタフ＝ アドル 航海条令 ヨークタウン

バタヴィア ア フ 英蘭戦争 パリ

アンボイナ 第１次囲い込み リシュリュー 護国卿 ミシシッピー
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