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Ⅰ：オスマン帝国史と20世紀の西アジアと石油問題
　 〔論〕〔年〕〔写〕〔戦〕
　①オスマン×サファヴィー　　②トルコ革命
　③日本の朝鮮進出と辛亥革命　　④パレスティナ問題
　⑤1920～30年代のアメリカ史　　⑥戦後の中東諸国の動向
　⑦日本の石油輸入国相手

Ⅱ：北欧諸国とロシアなどとの対外関係の歴史
　　〔論〕〔年〕〔地〕〔戦〕
　①ハンザ同盟中世都市　　②ルターと農民戦争
　③スウェーデンとドイツ三十年戦争　　④ポーランド史
　⑤ロシアの極東南下政策　　⑥ビスマルクのドイツ統一
　⑦WWⅡ中のフィンランド　　⑧ヨーロッパ統合史
　⑨地球サミット(持続可能な発展)
　　　★論述★60～90字×7問

Ⅰ：所得や富の格差と差別に関する問題
　①封建制度の盛衰　②産業革命と世界恐慌
　③社会主義と女性差別　　　    〔論〕〔文〕〔戦〕〔史〕

Ⅱ：科学技術とアメリカ・アジアの植民地化
　①電信ケーブル　②植民地戦争と米独立
  ③トルコ～インドの植民地化　　　　　      〔論〕〔文〕

Ⅲ：ＷＷⅠとヴェルサイユ体制とナチスの動向
　①パリ講和会議とルール占領と国際協調
　②ナチス台頭とイギリスの宥和　　　　　         　〔論〕
　    ～15・25・35字論述1問ずつ～

(1)ビザンツ帝国とキリスト教史(年)
　　・公会議と十字軍　　・コンスタンティノープル

(2)宋〜明代の社会経済と文化の発展(年)(文)
　　　・商工業と貿易と農業と貨幣と税制と陶器

(3)２つの産業革命と仏革命と伝播(年)(文)（論）
　　・発明品と資本家と運河とプロイセンの改革
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～30字論述１問～

（1）世界の交易の歴史
　　大航海時代と西欧列強の植民活動)（戦）（年）

（2）スラヴ人とユーゴスラヴィア史
　　　オスマン支配～成立と内戦　　（戦）

（3）アヘン戦争～変法運動（文）（論）
　　　　　　　　　　　　　　～30字論述１問～

★慶應義塾大学✩６カ年データ★

Ⅰ：パクス＝ブリタニカによるアジア・アフリカ植民地化
　 〔論〕〔戦〕〔文〕〔年〕〔地〕
　①ゴードンの活躍（クリミア戦争～マフディーの乱）（地）
　➁自由貿易と選挙法改正と万国博覧会　　➂二大政党制
　➃太平天国の政策（30）　　➄インド直轄領と藩王国（90）
　➅1884年のベルリン会議（30）　　　➆アフリカ分割（地）
　➇イギリスのアジア・アフリカ植民地化　➈社会主義政党

Ⅱ：15～16世紀のグローバリゼーションと銀による影響
　 〔論〕〔年〕
　①明代の貿易　　②アカプルコ貿易と石見銀山（60）
　③両税法から一条鞭法へ（30）　　➃価格革命（90）

Ⅲ：WWⅡと諸会談と冷戦の流れ〔論〕〔年〕〔史〕〔地〕
　①朝鮮戦争　　②ポーランド侵攻の背景（60）
　③1935～39年のナチス侵略　　➃戦争処理会談（資料）
　➄冷戦のはじまりの流れ（年代）　　➅ベトナム戦争の流れ
　➆第三勢力の結束　　➇1980～1990年初頭の流れ
　➈NATOによるセルビア空爆の背景（90）

Ⅰ：文字の歴史（オリエント～東南・東アジア・モンゴル）
　 〔年〕〔文〕
　①アラム文字～遊牧民文字　　②チベット史　③北方民族
　③字喃と訓民正音　　➃チョイバルサンとキリル文字

Ⅱ：大航海時代～東南アジアの植民地化
　〔論〕〔文〕〔戦〕
　①ASEAN史　　➁セイロン・マラッカ・マカオの到着
　➂フィリピンの植民地化と民族運動　　➃マレー半島
　➄ベトナムの植民地化　　➅タイ独立の背景（20）
　
Ⅲ：1968年前後の世界（50周年）　〔論〕〔戦〕〔年〕
　➀ド＝ゴールの業績　　➁OAPECとオイル＝ショック（30）
　③ベトナム戦争の流れ　　➃プラハの春とドプチェク
　④文化大革命～四つの現代化　　⑤核軍縮の流れ
　

Ⅰ：ポーランド分割～スターリン独裁までのロシア史
　 〔論〕〔戦〕〔文〕〔年〕〔史〕〔地〕
　①ウィーン体制～諸国民の春までの経緯（150）
　②オスマン帝国衰退の流れ　　③クリミア戦争
　④工業生産グラフ　　⑤農奴解放令と挫折（120）
　⑥シオニズム（30）と反ユダヤ主義の事件
　⑦四月テーゼ・平和に関する布告・十四カ条（資料）
　⑧ロシア革命とソヴィエト政府
　⑨共和政（ローマ・クロムウェル・合衆国・仏革命）
　⑩第二次世界大戦の流れ（年代）　⑪カンボジア内戦

Ⅱ：16世紀以降の中国とその周辺のアジア
　 〔論〕〔年〕〔史〕〔地〕
　①藩部と理藩院（30）　　②アジアの植民都市（地）
　③アカプルコ貿易　　④南京・天津・北京条約（資料）
　⑤19世紀の中国都市（地）　　⑥門戸開放宣言（資料）
　⑦辛亥革命勃発～清滅亡までの経緯（120）
　⑧満州事変以降～第2次国共合作までの流れ（150）
　　★論述★30字×２、60字×２、120～150字×３

Ⅰ：大航海時代以降の人の移動とアメリカ史
　 ①航海士・旧移民　　②米独立と領土
 　③奴隷解放の歴史             〔論〕〔年〕〔文〕〔戦〕

Ⅱ：インド・中国貿易と南・東南アジア史
　①キャリコとアカプルコと綿花とアヘン貿易
　④インド近現代史　　⑤東南アジア戦後史
　⑥アフリカ戦後史　　　　　　　  〔論〕〔年〕〔地〕〔戦〕

Ⅲ：中世東欧～戦後ドイツの経済復興
　①東方植民とベーメン　　②宗教改革
　③蘭海外進出　④ドイツ統一とルール占領
　⑤冷戦とベルリン　　　　　　　       〔論〕〔年〕〔戦〕
   　  ～40～50字×4問、80～100字×6問～

①大航海時代とスペイン絶対王政（論）(文)
　　　　　・封建社会の変容　・三角貿易の内容
②アメリカ独立革命と西部開拓（論）(年)（地）
③太平洋分割
④1920年代のアメリカとドーズ案と世界恐慌
⑤ロシア革命とスターリンの政策
⑥ナチス台頭と東西ドイツの成立（論）(年)
⑦日本の大陸進出と太平洋戦争（論）(年)（地）
⑧戦後の社会主義陣営崩壊の流れ(年)
⑨為替レートと1970～2010年（論）(年)
　　～すべての大問で60～110字論述～

（1）英・米・仏市民革命と植民地戦争
　　　とアイルランド問題(史)【論述】

（2）19世紀の列強のアジア進出と
　　　日本の東アジア進出（論）(年)(地)

（3）冷戦の仕組みと核開発、
　　　　パレスティナ問題、イスラームと
　　　　アメリカ（論）(年)(地)（戦）
  　～すべての大問で60～100字論述～

Ⅰ：ウクライナ史（東欧～ロシア関連）　〔文〕〔年〕〔戦〕
　①ゲルマン人とノルマン人　　②ヤゲウォ朝とポーランド分割
　③ロシア革命と政党　　④プーチン

Ⅱ：南インド史（古代～カーナティック戦争）
　〔文〕〔年〕〔戦〕
　①シク教　　②チョーラとパーンディアとヴィジャヤナガル
　③英のインド支配の流れ　 ④リー＝クアンユーとモサデグ

Ⅲ：古代ローマの対立と交流と文化　　〔文〕〔年〕
　①ローヌ川・ティベル川　　②シチリア島とポリビオス
　③ポンペイウス　　　　➃プリニウス

Ⅳ：漢～隋代の周辺国家の動向　　〔文〕
　①匈奴と王昭君　　➁武帝と朝鮮４郡と朝鮮史
　②倭国の動向（漢書・楽浪郡・後漢・金印・魏・卑弥呼）

Ⅰ：朝鮮半島史　〔年〕〔戦〕
　①衛氏朝鮮～朝鮮４郡　　②新羅・高麗・朝鮮の文化比較
　③２つの内乱と日清戦争後の動向　　➃朝鮮戦争～盧武鉉

Ⅱ：モンゴル帝国史　　〔年〕〔文〕
　①各ハンの征服地　　　②３つのウルスの都と歴史
　③フビライの大遠征とその国　　➃ヒトとモノの東西交流

Ⅲ：イギリス史とヨーロッパ大陸との関係　〔文〕〔戦〕
　①ローマの属州　②アングロ＝サクソンとノルマン征服
　③植民地戦争とナポレオン戦争　　　④EU関連

Ⅳ：壁に関するテーマ史　〔年〕〔文〕〔戦〕
　①ローマ国境　➁山海関　　➂ウォール街　➃大西洋の壁
　➄嘆きの壁　　➅エローラ石窟　　➆壁画　　➇メキシコ革命

(1)帝政ローマ～西欧中世国家の動向(年)
　　軍人皇帝・ビザンツ・ローマ教皇・英仏国王

(2)中国全時代文化関連史(年)(文)

(3)19世紀～WWⅠ後の欧米諸国(年)(戦)（史）
　　　独立国・ヴェルサイユ体制・核軍縮

(4)イスラーム教の拡大と変化(年)(文)
　　　アフリカ・南・東南アジアのイスラーム化

（1）中国周辺民族とロシア極東南下
　　　　　　　　　　と主な宗教の伝播（戦）（地）

（2）アフリカ分割と朝鮮侵略（戦）

（3）アメリカ史・メキシコ史
　   　　　　　　　の経済と環境問題（戦）（文）

（4）オスマン帝国史（戦）（年）

Ⅰ：情報の歴史(紙と印刷・情報交換とその技術革新)
　①製紙法と四大発明　　②電信機・映画・ラジオ放送・ジャズ
　③ベトナム戦争　　④スペイン内戦　　  〔論〕〔文〕〔戦〕

Ⅱ：絶対王政～第一次世界大戦までの経済史
　①重商主義・重農主義　②産業革命　③イギリスの自由主義
　④社会主義思想と独・英の社会保険制度
　⑤帝国主義時代の企業集中　　　　 　　〔論〕〔文〕〔年〕

Ⅲ：戦後の東南アジアの動向と中国現代史
　①インドネシア　　②ミャンマー　③韓国　④日本　⑤マレーシア
　⑥カンボジア内戦　⑦アジア通貨危機　　　〔論〕〔年〕〔戦〕
　　★論述★30～40字×7問

Ⅰ：「自由」に関する歴史
　①中世の社会と都市と文化と学問　②三部会　　〔文〕

Ⅱ：イスラーム教の拡大とアフリカ史
　①イスラーム地域的大分裂　②アフリカのイスラーム化
　③アフリカの独立　④サファヴィー朝　　　　　　　　〔文〕〔戦〕

Ⅲ：世界史における「人の移動」の歴史
　①シリア内線　②奴隷の歴史　③黒人問題　　　　〔文〕〔戦〕

Ⅳ：中華人民共和国史
　①日中戦争　②台湾史　③アジア・アフリカ会議　　　〔戦〕

Ⅰ：ビザンツ帝国とイスラーム勢力のヨーロッパ侵攻
　　〔文〕〔年〕
　①各ビザンツ皇帝の業績　②トレド・アンティオキア
　③ティマール制

Ⅱ：中華人民共和国と台湾現代史　　　　　〔戦〕
　①朝鮮戦争　②文化大革命　③鄧小平の業績　④一国二制度
制

Ⅲ：グローバル化に関する正誤問題　　　〔文〕〔戦〕〔年〕
　①マリンロード　②大航海時代　　③第1・2次産業革命
　④19世紀の科学技術　　⑤英自由主義　　⑥戦後の経済史
　⑦IT革命

Ⅳ：ポーランド史と.20世紀のロシア　　　　〔戦〕
　①カジミェシュ大王～ワレサ
　②1980～90年代の東欧とロシア

Ⅰ：文化の分類と保存の歴史
　①ヘレニズム文化～ルネサンス　②フランス革命

Ⅱ：史料問題
　①マグナ＝カルタ・権利章典・ウィルソン議会演説
　②同時多発テロ　　　　　　　　　　        〔文〕〔戦〕〔史〕

Ⅲ：中国史いろいろ
　①諸子百家・項羽と王安石・阿倍仲麻呂・周敦頤
  ②呉三桂と山海関　　　　　　　         〔文〕〔史〕〔地〕

Ⅳ：東南アジアの植民地化と現在の国々
  ①ベトナム・タイ・ミャンマーと
                     ASEANとアジア通貨危機　　     〔戦〕

Ⅰ：両シチリア王国の歴史　　　 　     〔年〕〔地〕
　①シチリアの晩鐘事件→ハプスブルク家→ブルボン家

Ⅱ：民主主義の発展と政治体制の変遷  〔文〕〔戦〕
　①中世～20世紀のイギリス史　②WWⅠ前後の文化
　③朝鮮・東南アジア・中国戦後史　④社会主義崩壊

Ⅲ：WWⅡ終焉とその後の冷戦と紛争   〔文〕〔戦〕

Ⅳ：奴隷の歴史　　　　　　　　〔文〕〔戦〕〔年〕
　①イスラーム王朝と文化　②アフリカ史　③中南米の独立

Ⅰ：クルド人が関わる４つの西アジアの国々　〔地〕〔年〕
　①イラク史・シリア＆レバノン史　　②イラン史（サファヴィー朝
　　～パフレヴィー朝）　　③トルコ史（クリミア戦争～サン＝
　　ステファノ条約～ローザンヌ条約とトルコ革命）

Ⅱ：パクス＝ブリタニカとアジアへの侵略　〔文〕
　①オーストラリア植民　②インド侵略　③アヘン＆アロー戦争

Ⅲ：反乱や武装蜂起の歴史　〔文〕〔戦〕
　①中世～近代の農民反乱　　　　　②仏＆露革命
　③ラテンアメリカの共産革命　　　　④諸国民の春

Ⅳ：専門的知識・と教養科目の歴史　〔文〕〔戦〕
　①オリエント・中世文化・ルネサンス・１８～２０世紀の哲学
　②アジアの現代文学

Ⅰ：奴隷と移民における摩擦や内戦
　　〔論〕〔戦〕〔年〕
　①エーゲ文明とポエニ戦争　　②奴隷貿易　③民族対立
　③戦後史の移民と内戦（ドイツのトルコ移民・ルワンダ）

Ⅱ：自由と人権と「青年」の政治行動　　〔論〕〔文〕〔戦〕
　①第１・２次産業革命と科学技術　　②社会主義思想
　③アフリカ分割　　　④ワグナー法と公民権運動
　⑤環境問題
　
Ⅲ：1970～80年代の国際経済の行き詰まり
　　〔論〕〔戦〕〔年〕
　①ブレトン＝ウッズ体制の終焉と変動為替相場
　②レーガン時代の米経済の行き詰まり　　③プラハの春
　④ゴルバチョフ時代の変化　　⑤新自由主義
　　★論述★30～40字大問1問ずつ

Ⅰ：近世イスラーム帝国の政治と文化　〔文〕〔年〕
　①ティムール帝国～サファヴィー朝　②オスマン台頭
　③サイイド・サーマーン・ガズナ朝　　④ニザーミーヤ学院

Ⅱ：古代～近代のイベリア半島史と大航海時代　〔文〕
　①アルタミラ　　②ポエニ戦争　　③中世文化
　④キリスト教史と文化

Ⅲ：アラブ世界の近現代史　　〔戦〕〔年〕
　①イギリスの３枚舌外交　②ポグロムのシオニズム運動
　③エジプトの自立・独立～革命

Ⅳ：ハプスブルク帝国の近現代史
　①イタリア戦争～プロイセン＝オーストリア（普墺）戦争
　②サン＝ステファノ条約～
　　　　　　　　　　　　　アルバニア独立までのバルカン問題

(1)オスマン帝国の繁栄と衰退(年)

(2)ノルマン人とハンザ同盟とカルマル同盟(年)

(3)プロイセンを中心としたドイツ近代史
　　・ヴァルミーの戦い～ティルジット条約～
　　　　　　　　バイエルン王国の台頭～普墺戦争

(4)古代から現代の中国遺跡と文化(年)(文)
　　・殷周、秦の始皇帝、明の万暦帝

（1）後漢～明の文化史（文）

（2）オセアニア史（戦）（年）

（3）アメリカ史（史料）（戦）（年）
     　独立宣言・ジャクソン・ジョンソン

（4）オスマン・ムガル・サファヴィー朝と
　　　　　　　　　　　　　　　シーア派の世紀


