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前 770 周の東遷、春秋時代開始 前 200 白登山の戦い 

前 722 イスラエル王国滅亡 前 168 ピュドナの戦い 

前 621 ドラコンの成文法 前 154 呉楚七国の乱 

前 612 アッシリア滅亡 前 146 ポエニ戦争終結 

前 594 ソロンの改革 前 139 張騫を大月氏派遣 

前 586 ユダ王国滅亡、バビロン捕囚 前 135 シチリアの第１回奴隷反乱 

前 538 新バビロニア滅亡、バビロン捕囚終了 前 133 グラックス兄弟の改革 

前 525 アケメネス朝ペルシアがオリエント統一 前 129 衛青の匈奴討伐 

前 508 クレイステネスの改革 前 121 霍去病の匈奴討伐 

前 500 ペルシア戦争開始 
前 111 

ユグルタ戦争 

前 494 聖山事件、護民官設置 南越を滅ぼし、南海９郡設置 

前 490 マラトンの戦い 前 108 衛氏朝鮮滅亡、朝鮮４郡設置 

前 480 テルモピレーの戦い、サラミスの海戦 前 107 マリウスの改革 

前 479 プラタイアイの戦い 
前 104 

シチリアの第２回奴隷反乱 

前 478 デロス同盟 李広利をフェルガナに派遣 

前 453 晋が韓・魏・趙に分裂 前 91 同盟市戦争 

前 403 韓・魏・趙が諸侯となり、戦国時代開始 前 88 ミトリダテス戦争 

前 450 十二表法 前 73 スパルタクスの反乱 

前 449 ペルシア戦争終結 前 63 セレウコス朝滅亡 

前 443 ペリクレス時代 
前 60 

第１回三頭政治 

前 431 ペロポネソス戦争 西域都護府設置 

前 395 コリントス戦争 前 58 ガリア遠征 

前 371 レウクトラの戦い 前 54 匈奴が東西分裂 

前 367 リキニウス・セクスティウス法 前 53 カルラエの戦い 

前 338 カイロネイアの戦い 前 46 カエサル独裁 

前 337 コリントス同盟 前 43 第２回三頭政治 

前 334 東方遠征 前 31 アクティウムの海戦 

前 333 イッソスの戦い 前 30 プトレマイオス朝滅亡、ローマ地中海統一 

前 331 アルベラの戦い 前 27 オクタウィアヌスがアウグストゥス就任 

前 330 ペルシア滅亡 前 7 限田策 

前 287 ホルテンシウス法 8 新建国 

前 272 ローマ半島統一 18 赤眉の乱 

前 264 ポエニ戦争開始 23 新滅亡 

前 221 秦が中国統一 25 後漢建国 

前 216 カンネーの戦い 40 徴姉妹の反乱 

前 209 陳勝・呉広の乱 91 班超が西域都護に就任 

前 202 
ザマの戦い 96 五賢帝時代開始 

垓下の戦い、前漢成立 97 甘英を大秦国に派遣 
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166 
党錮の禁 630 東突厥が唐に服属 

大秦王安敦の使者が日南軍に到達 632 正統カリフ時代 

169 党錮の禁 642 ニハーヴァンドの戦い 

180 五賢帝時代終了 645 大化改新 

184 黄巾の乱 660 百済滅亡 

208 赤壁の戦い 661 ウマイヤ朝成立 

212 アントニヌス勅令 663 白村江の戦い 

220 後漢滅亡 668 高句麗滅亡 

260 エデッサの戦い 676 新羅が朝鮮半島統一 

265 西晋建国 690 武韋の禍 

280 西晋が華北統一 698 渤海建国 

291 八王の乱 713 開元の治 

293 ローマ帝国の四帝分治開始 718 コンスタンティノープル包囲 

311 永嘉の乱 726 聖像禁止令 

313 
高句麗が楽浪郡を滅ぼす 732 トゥール・ポワティエ間の戦い 

ミラノ勅令 
751 

タラス河畔の戦い 

325 ニケ―ア公会議 カロリング朝開始 

330 コンスタンティノープル遷都 755 安史の乱 

375 ゲルマン人の大移動 
756 

後ウマイヤ朝建国 

383 淝水の戦い ピピンの寄進 

392 ローマ帝国がキリスト教国教化 780 両税法 

395 ローマ帝国の東西分裂 794 平安京遷都（平安時代開始） 

431 エフェソス公会議 800 カールの戴冠 

439 北魏が華北統一 829 エグバートのイングランド統一 

451 
カルケドン公会議 840 ウイグル滅亡 

カタラウヌムの戦い 843 ヴェルダン条約 

476 西ローマ帝国滅亡 862 ノヴゴロド国建国 

481 メロヴィング朝成立 870 メルセン条約 

496 クロ―ヴィスの改宗 875 黄巣の乱 

512 任那四県割譲 907 唐滅亡 

555 東ゴート王国滅亡 926 渤海滅亡 

581 隋建国 936 燕雲十六州割譲 

583 突厥の東西分裂 946 ブワイフ朝、バグダード入城 

589 隋が中国統一 955 レヒフェルトの戦い 

612 隋の高句麗遠征 960 宋建国 

618 隋滅亡、唐成立 962 神聖ローマ帝国成立 

622 ムハンマド聖遷 969 カイロ建設 

630 アラビア半島統一 979 中国統一〈宋〉 
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987 カペー朝成立 1302 三部会招集 

999 サーマーン朝滅亡 1303 アナ―ニ事件 

1016 デーン朝成立 1309 教皇のバビロン捕囚 

1044 慶暦の和約 1328 ヴァロワ朝成立 

1054 教会の東西分裂 1333 鎌倉幕府滅亡 

1055 セルジューク朝、バグダード入城 1334 建武の新政開始 

1056 ムラービト朝建国 1336 建武の新政終了、南北朝時代開始 

1066 ノルマン朝成立 1338 室町幕府成立 

1071 マンジケルトの戦い 1339 百年戦争 

1077 カノッサの屈辱 1351 紅巾の乱 

1095 クレルモン宗教会議 1356 金印勅書 

1096 第 1回十字軍 1358 ジャックリーの乱 

1122 ヴォルムス協約 1368 元滅亡、明建国 

1126 靖康の変 1370 ティムール朝建国 

1127 南宋成立 1378 教会大分裂 

1132 西遼建国 1381 ワット＝タイラーの乱 

1142 紹興の和約 1389 コソヴォの戦い 

1143 ポルトガル王国成立 
1392 

南北朝の合一〈日本〉 

1167 ロンバルディア同盟 李氏朝鮮建国 

1192 鎌倉幕府成立（鎌倉時代の開始） 1396 ニコポリスの戦い 

1202 第 4回十字軍 1399 靖難の役 

1204 第 4 回十字軍がコンスタンティノープル占領 1402 アンカラの戦い 

1206 奴隷王朝建国 1404 勘合貿易開始 

1215 大憲章（マグナ＝カルタ） 1405 鄭和の南海諸国遠征 

1234 金滅亡 1413 オスマン帝国再統一 

1241 
ワールシュタットの戦い 1414 コンスタンツ公会議 

ハンザ同盟 1419 フス戦争 

1250 マムルーク朝建国 1421 北京遷都 

1256 大空位時代 1449 土木の変 

1258 アッバース朝滅亡 
1453 

ビザンツ帝国滅亡 

1265 シモンの議会 百年戦争終結 

1266 ハイドゥの乱 1455 バラ戦争 

1271 元成立 1475 クリム＝ハン国服属 

1274 文永の役 1479 スペイン王国成立 

1279 厓山の戦い、南宋滅亡 1488 喜望峰到達 

1281 弘安の役 
1492 

レコンキスタ完了 

1291 アッコン陥落 サンサルバドル島到達 

1295 模範議会 1493 教皇子午線 
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1494 
トルデシリャス条約 1602 オランダ東インド会社設立 

イタリア戦争 1603 江戸幕府の成立 

1498 カリカット到達 1603 テューダー朝断絶、ステュアート朝開始 

1499 スイス、事実上独立 1604 フランス東インド会社設立 

1501 サファヴィー朝建国 1609 オランダ独立戦争の休戦条約 

1507 ティムール朝滅亡 1616 後金成立 

1509 ディウ沖海戦 1623 アンボイナ事件 

1510 ゴア総督府設置 1628 権利の請願 

1511 マラッカ王国滅亡 1631 李自成の乱 

1514 チャルディラーンの戦い 1639 スコットランドの反乱 

1517 
マムルーク朝滅亡 1640 短期議会・長期議会 

九十五カ条の論題 1642 ピューリタン革命 

1526 
モハーチの戦い 1644 明滅亡 

ムガル帝国建国 
1648 

ウェストファリア条約 

1529 
第１次ウィーン包囲 フロンドの乱 

サラゴサ条約 1649 チャールズ１世処刑 

1534 首長法 1650 スコットランド征服 

1538 プレヴェザの海戦 1651 航海法 

1545 トリエント公会議 1652 イギリス＝オランダ戦争 

1550 庚戌の変 1653 クロムウェル、護国卿就任 

1555 アウクスブルクの和議 1660 イギリス王政復古 

1557 ポルトガル、マカオ居住権獲得 1670 ステンカ＝ラージンの農民反乱 

1559 
統一法 

1673 
三藩の乱 

カト―＝カンブレジ条約 審査法 

1562 ユグノー戦争 1679 人身保護法 

1568 オランダ独立戦争 
1683 

鄭氏台湾平定 

1571 レパントの海戦 第２次ウィーン包囲 

1572 サンバルテルミの虐殺 1685 ナントの王令廃止 

1579 ユトレヒト条約 1688 名誉革命 

1580 ポルトガル併合 
1689 

ネルチンスク条約 

1581 
一条鞭法 権利の宣言、権利の章典 

オランダ独立宣言 1699 カルロヴィッツ条約 

1588 アルマダの海戦 1700 北方戦争 

1589 ヴァロワ朝断絶、ブルボン朝開始 1701 スペイン継承戦争 

1592 文禄の役 1704 典礼問題 

1597 慶長の役 1707 大ブリテン王国成立 

1598 ナントの王令 1713 ユトレヒト条約 

1600 イギリス東インド会社設立 1714 ラシュタット条約 
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1714 ハノーヴァー朝成立 
1805 

第３回対仏大同盟 

1724 中国におけるキリスト教布教全面禁止 トラファルガーの海戦、アウステルリッツの戦い 

1727 キャフタ条約 1806 ライン同盟 

1736 サファヴィー朝滅亡 
1807 

ティルジット条約 

1740 オーストリア継承戦争 奴隷貿易廃止〈イギリス〉 

1748 アーヘン条約 1810 イダルゴの独立運動 

1756 七年戦争、外交革命 1811 ベネズエラ独立 

1757 
プラッシーの戦い 

1812 
ナポレオンのロシア遠征 

清朝が対外貿易を広州に制限 アメリカ＝イギリス戦争 

1763 パリ条約 

1813 

ライプツィヒの戦い 

1767 マイソール戦争 第４回対仏大同盟 

1771 西山の乱 イギリス東インド会社の対印貿易独占廃止 

1772 第１回ポーランド分割 
1814 

ウィーン会議 

1773 
プガチョフの農民反乱 ブルボン復古王政 

ボストン茶会事件 
1815 

ワーテルローの戦い 

1775 
アメリカ独立戦争 神聖同盟、四国同盟 

マラーター戦争 1816 アルゼンチン独立 

1776 アメリカ独立宣言 1818 チリ独立 

1780 武装中立同盟 

1819 

大コロンビア共和国成立 

1783 パリ条約 カールスバート決議 

1787 アメリカ合衆国憲法 フロリダ買収〈アメリカ〉 

1789 フランス革命 

1820 

スペイン立憲革命 

1792 
ラクスマンの根室来航 カルボナリの蜂起 

ジロンド派内閣、対オーストリア宣戦 ミズーリ協定 

1793 
第２回ポーランド分割 

1821 

ギリシア独立戦争 

第１回対仏大同盟 メキシコ独立 

1794 テルミドール９日のクーデタ ペルー独立 

1795 第３回ポーランド分割 1822 ブラジル独立 

1796 
カージャール朝成立 1823 モンロー教書 

白蓮教徒の乱 1824 イギリス＝オランダ協定 

1799 
第２回対仏大同盟 

1825 

ストックトン～ダーリントン鉄道開通 

ブリュメール 18日のクーデタ デカブリストの乱 

1801 
コンコルダ―ト ジャワ戦争 

アイルランド併合 ボリビア独立 

1802 阮朝成立 1826 海峡植民地成立 

1803 ルイジアナ買収 
1828 

審査法廃止 

1804 
ナポレオン法典、フランス第一帝政 トルコマンチャ―イ条約 

ハイチ独立 1829 アドリアノープル条約 
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1829 カトリック教徒解放法 1850 プロイセン欽定憲法 

1830 

マンチェスター～リヴァプール鉄道開通 
1851 

ロンドン万国博覧会 

七月革命 太平天国の乱 

ベルギー独立 1852 フランス第二帝政 

ポーランド 11 月蜂起 
1853 

ペリー来航 

ロンドン会議 クリミア戦争 

先住民強制移住法〈アメリカ〉 

1854 

日米和親条約 

強制栽培制度〈ジャワ〉 共和党成立〈アメリカ〉 

1831 第１次エジプト＝トルコ戦争 カンザス・ネブラスカ法 

1832 第１回選挙法改正〈イギリス〉 
1855 

パリ万国博覧会 

1833 

工場法〈イギリス〉 バウリング条約 

イギリス東インド会社の対中貿易独占廃止 
1856 

パリ条約 

奴隷制廃止〈イギリス〉 アロー戦争 

1834 ドイツ関税同盟 
1857 

シパーヒーの反乱 

1838 
トルコ＝イギリス通商条約 メキシコ内乱 

第１次アフガン戦争 

1858 

安政の五カ国条約(日米修好通商条約など) 

1839 
ギュルハネ勅令 アイグン条約 

第２次エジプト＝トルコ戦争 仏越戦争 

1840 
ロンドン会議・ロンドン条約 天津条約（アロー戦争講和） 

アヘン戦争 ムガル帝国滅亡、英東インド会社解散 

1842 南京条約 1859 イタリア統一戦争 

1843 虎門寨追加条約 

1860 

北京条約（アロー戦争講和） 

1844 
望厦条約 中部イタリア併合、シチリア占領 

黄埔条約 英仏通商協約 

1845 

テキサス併合 

1861 

イタリア王国成立 

じゃがいも飢饉 農奴解放令〈ロシア〉 

シク戦争 総理各国事務衙門の設置 

1846 

穀物法廃止〈イギリス〉 メキシコ遠征（ナポレオン３世） 

オレゴン併合 南北戦争 

アメリカ＝メキシコ戦争 
1862 

ビスマルクが首相就任 

1847 東シベリア総督設置 ホームステッド法 

1848 

『共産党宣言』 

1863 

カンボジア保護国化 

二月革命 奴隷解放宣言〈アメリカ〉 

ウィーン三月革命、ベルリン三月革命 ポーランドの反乱 

フランクフルト国民議会 

1864 

太平天国の乱終結 

ゴールドラッシュ デンマーク戦争 

バーブ教徒の乱 第１インターナショナル 

1849 航海法廃止 国際赤十字設立 
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1865 南北戦争終結 
1881 

マフディー運動 

1866 
ヴェネツィア併合〈イタリア〉 チュニジア保護国化〈フランス〉 

プロイセン＝オーストリア戦争 

1882 

壬午軍乱、済物浦条約 

1867 

大政奉還（江戸幕府滅亡） エジプト保護国化〈イギリス〉 

第２回選挙法改正〈イギリス〉 三国同盟 

北ドイツ連邦・オーストリア＝ハンガリー帝国成立 1883 ユエ条約 

アラスカ買収 

1884 

清仏戦争 

パリ万国博覧会 甲申事変、天津条約・漢城条約 

1869 
大陸横断鉄道開通 第３回選挙法改正〈イギリス〉 

スエズ運河開通 ベルリン会議 

1870 

教育法〈イギリス〉 
1885 

天津条約（清：仏） 

アイルランド土地法 インド国民会議ボンベイ大会 

プロイセン＝フランス戦争 1886 ビルマ併合〈イギリス領インド帝国〉 

ローマ教皇領占領〈イタリア〉 
1887 

再保障条約 

1871 

日清修好条規 フランス領インドシナ連邦成立 

労働組合法〈イギリス〉 1888 北ボルネオ領有〈イギリス〉 

パリ＝コミューン 

1889 

大日本帝国憲法公布 

ドイツ帝国成立 第２インターナショナル 

1873 
三帝同盟 ブーランジェ事件 

アチェ戦争 
1890 

ドイツ社会民主党結成 

1874 台湾出兵 ビスマルク辞職 

1875 

江華島事件、樺太・千島交換条約 

1894 

甲午農民戦争・日清戦争 

スエズ運河会社株買収 ドレフュス事件 

第三共和国憲法成立 露仏同盟 

ドイツ社会主義労働者党 

1895 

下関条約、三国干渉 

1876 
日朝修好条規 閔妃殺害事件 

ミドハト憲法 マレー連合州保護領化 

1877 
インド帝国成立 閔妃殺害事件 

ロシア＝トルコ戦争 1896 フィリピン革命 

1878 

ベルリン会議・ベルリン条約 

1898 

アメリカ＝スペイン戦争 

第２次アフガン戦争 ファショダ事件 

社会主義者鎮圧法〈ドイツ〉 ハワイ併合 

サン＝ステファノ条約 戊戌の変法・戊戌の政変 

1879 琉球処分 
1899 

南アフリカ戦争 

1880 アフガニスタン保護国化〈イギリス〉 門戸開放宣言 

1881 

イリ条約 1900 義和団事件 

新三帝同盟 
1901 

北清事変、北京議定書 

ウラービー運動 光緒新政 
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1901 オーストラリア連邦成立 
1916 

イースター蜂起 

1902 日英同盟 サイクス・ピコ協定 

1903 
ロシア社会民主労働党の分裂 

1917 

シベリア出兵 

ライト兄弟が飛行機発明 バルフォア宣言 

1904 

日露戦争 インド自治の約束 

日韓議定書・第１次日韓協約 ロシア革命 

英仏協商 

1918 

大学令、高等学校令 

1905 

ポーツマス条約 ブレスト＝リトフスク条約 

桂・タフト協定、第２次日英同盟、第２次日韓協約 第４回選挙法改正〈イギリス〉 

ノルウェー独立 

1919 

パリ講和会議、ヴェルサイユ条約 

第１次ロシア革命 三・一独立運動、五・四運動 

第１次モロッコ事件 第３次アフガン戦争⇒アフガニスタン独立 

科挙の廃止 コミンテルン結成 

ベンガル分割令 サン＝ジェルマン条約、ヌイイ条約 

イラン立憲革命 スパルタクス団の蜂起 

1906 

労働党成立〈イギリス〉 旧インド統治法 

インド国民会議カルカッタ大会 パン＝アフリカ会議 

アルへシラス国際会議 

1920 

国際連盟成立 

1907 ハーグ密使事件、第３次日韓協約 第 1回メーデー、新婦人協会の設立 

1908 青年トルコ革命 トリアノン条約、セーヴル条約 

1910 

韓国併合、朝鮮総督府設置 

1921 

ワシントン会議、四カ国条約 

南アフリカ連邦成立 英ソ通商協定 

メキシコ革命 中国共産党結成 

1911 

議会法〈イギリス〉 

1922 

九カ国条約、ワシントン海軍軍縮条約 

第２次モロッコ事件 ソ連成立 

イタリア＝トルコ戦争 ラパロ条約 

辛亥革命 アイルランド自由国成立 

ベンガル分割令撤回、デリー遷都 ローマ進軍 

1912 

清滅亡、中華民国成立 スルタン制廃止、オスマン帝国滅亡 

モロッコ保護国化〈フランス〉 エジプト王国成立 

第１次バルカン戦争 
1923 

ルール占領、ミュンヘン一揆 

1913 
第二革命〈中国〉 ローザンヌ条約、トルコ共和国成立 

第２次バルカン戦争 

1924 

モンゴル人民共和国成立 

1914 

第一次世界大戦 マクドナルド労働党内閣の成立 

アイルランド自治法 ドーズ案 

パナマ運河開通 移民法 

1915 
二十一カ条の要求 レーニンの死 

ロンドン秘密条約、フセイン・マクマホン協定 第 1次国共合作 
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1925 

日ソ基本条約 
1935 

コミンテルン第７回大会 

ロカルノ条約 英独海軍協定 

五・三〇運動 

1936 

二・二六事件 

1926 
ドイツの国際連盟加入 日独防共協定 

北伐の開始 エジプト＝イギリス同盟条約 

1927 

金融恐慌 ロカルノ条約破棄、ラインラント進駐 

ジュネーヴ軍縮会議 エチオピア併合〈イタリア〉 

上海クーデタ スペイン内戦 

1928 

済南事件、張作霖爆殺事件 

1937 

盧溝橋事件（日中戦争） 

パリ不戦条約 南京大虐殺 

第 5回選挙法改正〈イギリス〉 アイルランド自由国がエールに改称 

第 1次五カ年計画〈ソ連〉 日独伊三国防共協定 

1929 

世界恐慌 国際連盟脱退〈イタリア〉 

ラテラノ条約 

1938 

国家総動員法 

ヤング案 オーストリア併合 

国民会議派ラホール大会 ミュンヘン会談 

1930 
ロンドン会議 

1939 

独ソ不可侵条約 

「塩の行進」 ノモンハン事件 

1931 

柳条湖事件（満州事変） 第２次世界大戦 

ウェストミンスター憲章 

1940 

北部仏印進駐 

金本位制停止〈イギリス〉 日独伊三国同盟 

1932 

五・一五事件 日華基本条約 

日満議定書 パリ占領、ヴィシー政府成立 

タイ立憲革命 

1941 

日ソ中立条約 

ローザンヌ会議 独ソ戦 

サウジアラビア王国成立 南部仏印進駐 

オタワ連邦会議 太平洋戦争 

1933 

国際連盟脱退〈日本〉 
1942 

ミッドウェー海戦 

塘沽停戦協定 スターリングラードの戦い 

ソ連の承認〈アメリカ〉 
1943 

シチリア島上陸 

フィリピン独立法 イタリア降伏 

ヒトラーが首相に就任 
1944 

ノルマンディー上陸 

国際連盟脱退〈ドイツ〉 ダンバートン＝オークス会議 

1934 
ヒトラーが総統に就任 

1945 

ヤルタ会談、ポツダム会談 

ソ連が国際連盟加盟 サンフランシスコ会議 

1935 

新インド統治法 ドイツの降伏 

仏ソ相互援助条約 広島・長崎に原爆投下 

ザール編入、再軍備宣言 ソ連の対日参戦 
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1945 

ポツダム宣言受諾 

1954 

パリ協定 

インドネシア共和国独立 ジュネーヴ会議、ジュネーヴ休戦協定 

ベトナム民主共和国成立 第五福竜丸事件 

1946 

日本国憲法公布 ネルー・周恩来会談 

フィリピン共和国独立 

1955 

西ドイツ、NATO 加盟 

インドシナ戦争 ワルシャワ条約機構 

1947 

日本国憲法施行 ベトナム共和国成立 

GATT の成立 ラッセル・アインシュタイン宣言 

パリ講和条約 第１回原水爆禁止世界大会 

トルーマン＝ドクトリン アジア＝アフリカ会議 

マーシャル＝プラン ジュネーヴ４巨頭会談 

コミンフォルム成立 

1956 

日ソ共同宣言、日本の国際連合加盟 

インド独立法 第２次中東戦争 

リオ協定 スーダン・チュニジア・モロッコ独立 

1948 

韓国・北朝鮮成立 ソ連共産党第 20回大会 

世界人権宣言 コミンフォルム解散 

西ヨーロッパ連合条約 ポーランド反政府反ソ暴動 

ベルリン封鎖 ハンガリー反ソ暴動 

ビルマ・セイロン独立 

1957 

マラヤ連邦成立 

第１次中東戦争 パグウォッシュ会議 

米州機構成立 ガーナ独立 

1949 

中華人民共和国成立 スプートニク１号打ち上げ 

北大西洋条約機構 

1958 

EEC・EURATOMの成立 

東西ドイツ成立 第五共和政成立〈フランス〉 

経済相互援助会議 ギニア独立 

1950 

朝鮮戦争 イラク革命 

土地改革法〈中国〉 「大躍進」政策 

中ソ友好同盟相互援助条約 

1959 

キューバ革命 

インド共和国 フルシチョフ訪米⇒中ソ対立 

1951 

サンフランシスコ平和条約 チベット反乱 

日米安全保障条約 1960 コンゴ動乱 

リビア独立 

1961 

アメリカ、キューバと断交 

1952 
ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体成立 ベルリンの壁建設 

エジプト革命 非同盟諸国首脳会談 

1953 

朝鮮休戦協定 韓国軍部クーデタ 

第１次五カ年計画〈中国〉 南アフリカ共和国成立 

カンボジア独立 
1962 

アルジェリア独立 

エジプト共和国成立 キューバ危機 
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1963 

OAU 成立 1976 ベトナム社会主義共和国の成立 

ホットライン協定 1977 プロレタリア文化大革命集結 

部分的核実験禁止条約 1978 日中平和友好条約 

ケネディ暗殺 

1979 

エジプト＝イスラエル平和条約 

マレーシア成立 中越戦争 

1964 公民権法 米中国交正常化 

1965 

日韓基本条約 イラン革命 

ベトナム戦争 第２次石油危機 

九・三〇事件 ソ連のアフガニスタン軍事侵攻 

シンガポール、分離独立 1980 ジンバブエ独立 

1966 プロレタリア文化大革命 
1981 

サダト暗殺 

1967 

EC 成立 フォークランド戦争 

第３次中東戦争 
1985 

プラザ合意 

ナイジェリア内戦 ゴルバチョフが書記長就任 

ASEAN成立 1986 スペイン・ポルトガルの EC 加盟 

1968 
核拡散防止条約 1987 INF 全廃条約 

プラハの春 
1988 

新ベオグラード宣言 

1971 

ドル＝ショック ソマリア内戦 

スミソニアン協定 

1989 

マルタ会談 

第３次インド＝パキスタン戦争 天安門事件 

中国の国連代表権交代 ベルリンの壁解放 

1972 

沖縄返還 ソ連がアフガニスタン撤退 

ニクソン訪中 
1990 

ルワンダ内戦 

日中共同声明 東西ドイツ統一 

東西ドイツ基本条約 

1991 

湾岸戦争 

国連人間環境会議 第１次戦略兵器削減条約 

1973 

拡大 EC成立 コメコン・ワルシャワ条約機構解消 

第４次中東戦争 クロアティア・スロヴェニア独立 

第１次石油危機 ソ連解体 

東西ドイツ、国連同時加盟 アパルトヘイト撤廃 

ベトナム和平協定 

1992 

ボスニア＝ヘルツェゴヴィナ独立 

1974 

ポルトガル民主化 マーストリヒト条約 

ニクソン辞任 地球サミット 

エチオピア革命 

1993 

第２次戦略兵器削減条約 

1975 

第１回先進国首脳会議 EU 成立 

全欧安全保障協力会議（CSCE） パレスチナ暫定自治協定 

フランコの死 1994 チェチェン紛争 

モザンビーク・アンゴラ独立 1995 世界貿易機関（WTO）成立 
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1996 包括的核実験禁止条約 

1997 

京都議定書 

アジア通貨危機 

香港返還 

コンゴ内戦 

1998 コソヴォ紛争 

1999 
NATO 軍、セルビア空爆 

マカオ返還 

2000 朝鮮南北首脳会談 

2001 
同時多発テロ 

アフガニスタン空爆、ターリバーン政権崩壊 

2002 
アフリカ連合成立 

東ティモール独立 

2003 
イラク戦争 

六カ国協議 

2006 セルビアとモンテネグロが分離 

2007 EU にブルガリア・ルーマニア加盟 

2008 
リーマン＝ショック 

チベットの反政府暴動 

2009 ウイグルの反政府暴動 

2010 第４次戦略兵器削減条約 

2011 アラブの春 

2012 習近平国家主席就任 

2013 EU にクロアチア加盟 

2014 ロシアの G８参加資格停止 

2015 
パリ協定 

アメリカがキューバと国交回復 

2018 
米朝首脳会談 

板門店宣言 

2020 
新型コロナウイルスの世界的流行 

イギリスが EU 離脱 

2021 ターリバーン政権成立〈アフガニスタン〉 
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