
パレスティナ 張作霖 ＥＥＣ 周恩来

シリア 満州 ３９ 東西陣営成立 アイゼンハウアー アジア－ アフリカ

ワフド 満州国 ティトー フルシチョフ （ＡＡ）

アフガニスタン 五・一五 鉄のカーテン 部分核実験 バンドン

レザー＝ ハーン 国際連盟 トルーマン宣言 鉄のカーテン スエズ運河国有化

イヴン＝ サウード 溥儀 （ドクトリン チャーチル 第２次中東

パフレヴィー 二・二六 封じ込め トルーマン宣言 ガーナ

サウジアラビア 蘆溝橋 マーシャル＝ プラ 封じ込め エンクルマ

イヴン＝ サウード 三国軍事 ン マーシャル＝ プラ イラク

イラク コミンフォルム ン カストロ

スエズ運河 チェコ コミンフォルム 非同盟諸国

ローラット ３８ 第二次大戦 西ヨーロッパ連合 西欧連合 ベオグラード

国民会議 日独伊 チェコスロヴァキア ベルリン封鎖 エヴィアン

ガンディー 仏領インドシナ ユーゴ コメコン アフリカ統一機構

非暴力・不服従 日ソ 通貨改革 ＮＡＴＯ

ラホール 真珠湾 ベルリン封鎖 中ソ

プールナ＝ スワラ ミッドウェー 大韓民国 ＡＮＺＵＳ ４１ 多極化と終結
ージ サイパン 朝鮮民主主義 ＳＥＡＴＯ ニュー＝ フロンテ

ネルー 沖縄 コメコン パリ ィア

英印円卓 ソ連 ＮＡＴＯ ＭＥＴＯ 部分核実験

新インド統治 独ソ不可侵 ドイツ連邦共和国 ワルシャワ 核拡散

ジンナー ポーランド ドイツ民主共和国 国連 ニクソン

五・四運動 フィンランド 中華人民共和国 義勇 戦略兵器制限

中国国民 チャーチル 毛沢東 板門店 湾岸

孫文 イタリア 中ソ友好同盟相互 スターリン 東方

中国共産 ヴィシー 援助 フルシチョフ フランス

九か国 大西洋上 ＥＣＳＣ ボズナニ ＮＡＴＯ

第１次国共合作 スターリングラー シューマン＝ プラ ハンガリー ＥＣ

連ソ，容共，扶助 ド ン ベルリン 拡大ＥＣ

工農 北アフリカ サンフランシスコ ベルリンの壁 サミット

五・三〇 カサブランカ ＡＮＺＵＳ キューバ ドイツ

北伐 カイロ 板門店 ヴェトナム 中ソ

蒋介石 テヘラン ジュネーブ ホーチミン ルーマニア

毛沢東 シチリア ＳＥＡＴＯ フィリピン 文化大革命

国民政府 イタリア パリ インド チェコ， プラハ

蒋介石 イタリア ワルシャワ条約機構 ネルー 中ソ

北伐 チャーチル ＭＥＴＯ イスラム 中国

中華ソヴィエト共 Ｆ．ルーズベルト カシミール 日中

和国臨時政府 蒋介石 ビルマ トウ小平

瑞金 スターリン ４０ 東西冷戦 朝鮮 米中

毛沢東 ノルマンディー サンフランシスコ パレスティナ 自主労組

長征 ヤルタ ヤルタ インドネシア コメコン

延安 ポツダム ポツダム スカルノ ＳＡＬＴⅡ

幣制改革 トルーマン 世界人権 中華人民共和 アフガニスタン

八・一 アトリー アイゼンハウアー 台湾 ペレストロイカ

西安 スターリン エジプト チェルノブイリ

第２次国共合作 ジュネーブ ナセル（ナギブ ＩＮＦ

シベリア インドシナ戦争 コロンボ ＳＴＡＲＴ

三・一独立運動 ジュネーヴ４巨頭 平和五原則 ＣＩＳ

（万歳事件 コミンフォルム ネルー
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柳斎志異 五賢

４２ 国際紛争 文１ 中国文化前半 文２ 中国文化後半 フェルビースト カエサル

イスラエル 孔子 周敦頤 ブーヴェ リヴィウス

パレスティナ 孟子 朱熹（朱子） レジス プルタルコス

英，仏 荀子 陸九淵 ，明 康熙 タキトゥス

スエズ 墨子 司馬光 カスティリオーネ ストラボン

ＰＬＯ 老子 旧法 プリニウス

ヨルダン川 荘子 院体画 ，徽宗 プトレマイオス

六日 商鞅 ，秦 文人画 文３ ギリシア ローマ コロッセウム

十月 韓非子 蘇軾 ホメロス カエサル

アラファト 李斯 ，秦 全真教 トロヤ

サダト 蘇秦 西廂記 ヘシオドス

エジプト 張儀 琵琶記 奴隷 文４ ルネサンス
ＰＬＯ 屈原 漢宮秋 サッフォー イヴン＝ ハルドゥ

イラン 董仲舒 ， 武 郭守敬 女性 ーン

ナセル 鄭玄 白蓮教，紅巾の乱 アイスキュロス ラシード＝ ウッデ

スエズ運河国有化 司馬遷 プラノ＝ カルピニ ソフォクレス ィーン

イラク 班固 ルブルック エウリピデス イル＝ ハン

エヴィアン 太平道 モンテ＝ コルヴィノ アリストファネス イヴン＝ ルシュド

ＯＡＰＥＣ 黄巾の乱 マルコ＝ ポーロ ソクラテス アリストテレス

イラン 蔡倫 ヴェネツィア フィディアス イヴン＝ バットゥ

ホメイニ 説文解字 フビライ パルテノン ータ

サダム＝ フセイン 陶淵明 イヴン＝ バットゥ ターレス 元

クエート 昭明太子 ータ ピタゴラス イヴン＝ シーナー

ホーチミン 顧ガイ之 四書大全 ，永楽 ヘラクレイトス 千夜一夜物語

ディエンビエンフ 王羲之 五経大全 ，永楽 デモクリトス オマル＝ ハイヤーム

ジュネーブ 仏図澄 永楽大典 ，永楽 プロタゴラス セルジューク

ゴ＝ ディン＝ 鳩摩羅汁 王陽明 ソクラテス アルハンブラ宮殿

ディェム 法顕 本草綱目 プラトン ナスル

解放民族 グプタ 農政全書 アリストテレス スレイマン寺院

トンキン 寇謙之 天工開物 アレクサンドロス オスマン＝ トルコ

北爆 斉民要術 崇禎暦書 ヘロドトス アルクイン

パリ 傷寒論 西遊記 ペルシア カール

ポル＝ ポト 李白 ， 玄宗 三国志演義 トゥキディデス トマス＝ アクィナス

社会主義 水滸伝 ペロポネソス ロジャー＝ べーコン

カンボジア 杜甫 ，安史の乱 金瓶梅 ヒッポクラテス ボローニャ

中越 王維 牡丹亭還魂記 ゼノン サレルノ

カシミール 白居易 マテオ＝ リッチ アレクサンドリア ロマネスク

ガーナ 韓愈 アダム＝ シャール エウクレイデス ピサ

カストロ 柳宗玄 康熙字典 ，康熙 アルキメデス ゴシック

アフリカ 呉道玄 古今図書集成 エラトステネス ノートルダム

スハルト 顔真卿，安史の乱 雍正 アリスタルコス ローランの歌

アジェンデ 唐三彩 四庫全書 ，乾隆 キケロ カール

バングラディシュ 孔穎達 明 ヴェルギリウス アーサー王物語

マルコス 玄奘，ヴァルダナ 黄宗羲 アウグストゥス ニーベルンゲンの歌

義浄 銭大キン ホラティウス ダンテ，トスカナ

ケン教 変法自強 セネカ ペトラルカ

景教 紅楼夢 マルクス＝ アウレ ボッカチオ

儒林外史 リウス＝ アン ジオット

長生殿伝奇 トニヌス ボッティチェリ
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レオナルド＝ ダ＝ フリードリヒ２世 ルイ１６世 ナポレオン コッホ

ヴィンチ ポツダム アダム＝ スミス ドラクロワ ダーウィン

ミケランジェロ ワトー ボイル ギリシア メンデル

ラファエロ バッハ ニュートン 七月 モールス

ブルネレスキ ヘンデル ラヴォワジェ ミレー ベル

ブラマンテ ハイドン フランス クールベ エディソン

マキャヴェリ モーツァルト ラプラース モネ マルコーニ

トスカネリ リシュリュー リンネ ルノワール リヴィングストン

コロンブス コルネイユ ハーヴェー ゴーギャン スタンレー

ガリレイ ラシーヌ ジェンナー ロダン

エラスムス ルイ１４世 フランクリン ベートーヴェン

ファン＝ アイク兄弟 モリエール アメリカ ナポレオン

ブルューゲル ミルトン ショパン

コペルニクス ピューリタン ヘーゲル

デューラー バンヤン 文６ １９世紀の文化 フォイエルバッハ

ホルバイン デフォー 仏 マルクス

グーテンベルク スイフト １９ ベンサム

ケプラー 演繹 ハイネ コント

ラブレー デカルト バイロン ロバート＝ オーウ

モンテーニュ パスカル ギリシア独立 ェン

セルバンテス フランシス＝ ベー ユーゴー サン＝ シモン

トマス＝ モア コン ナポレオン３世 アメリカ

第１次囲い込み ホッブズ フランス フーリエ

チョーサー ロック スタンダール マルクス

シェークスピア カント 王政復古 １８４８

エリザベス グロティウス バルザック エンゲルス

三十年 フロベール マルサス

ホッブズ トゥルゲーネフ リカード

文５ １７，１８世紀文化 ピューリタン ロシア リスト

１７ ロック ドストエフスキー ドイツ関税同盟

ヴェルサイユ 名誉 トルストイ マルクス

ルイ１４世 １８ ナポレオン サヴィニー

ルーベンス モンテスキュー ゾラ ランケ

ファン＝ ダイク ヴォルテール ドレフェス事件 マイヤー

レンブラント ルソー モーパッサン ヘルムホルツ

エル＝ グレコ ディドロ イプセン レントゲン

ベラスケス ダランペール 女性 キュリー夫妻

１８ ケネー ダヴィッド リービヒ

サンスーシ テュルゴー フランス パストゥール

ヤジマ式（歴史の流れが見えてくる） １９９６年 ９月１５日 三訂版発行

世界史整理年表〔三訂版〕 著作者 矢 島 義 恭
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