
世界史年代語呂合わせ（欧米・西アジア）

前722 何に怒ったアッシリア アッシリアがイスラエルを滅ぼす
前612 無為に滅んだアッシリア アッシリア滅亡：４王国時代
前594 酷使はやめろと債務奴隷 ソロンの改革
前586 改宗こばむユダヤ人 ユダヤ人のバビロン捕囚
前509 傲慢苦になるローマ人 ローマ共和政
前508 僭主は困るわ陶片追放 クレイステネスの改革
前500 号令かけるダレイオス ペルシア戦争(-前449)
前431 要塞守れとペリクレス ペロポネソス戦争(-前404)
前338 散々破ったフィリッポス カイロネイアの戦い
前334 さみしくなるね、東方遠征 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾛｽの東方遠征(-前324)
前330 耳をそろえてペルシア降伏 アケメネス朝滅亡：ﾍﾚﾆｽﾞﾑ時代
前287 不和なくそう平民会 ﾎﾙﾃﾝｼｳｽ法：平民会に立法権

ポエニ戦争（～前146）
第２次ポエニ戦争：ザマの戦い
第３次ポエニ戦争：カルタゴ滅亡
グラックス兄弟の改革

前264 踏むよ、カルタゴ象軍団
前202 痛烈なハンニバル
前146 一夜無になる
前133 勇み足だよ、グラックス
前60 三頭群れて 第１回三頭政治
前31 最後の戦い アクティウムの海戦
前27 お前がになえ、ローマ帝国 アウグストゥス即位：元首制
後64 放火の罪で牢死 ネロ帝のキリスト教迫害
180 もういばれない五賢帝 マルクス=アウレリウス帝没
212 ついに誰でもローマ市民 カラカラ帝の勅令（アントニヌス勅令）
226 秘宝をつつむササン朝 ササン朝建国、パルティア滅亡
284 増やした皇帝、四分統治 デｨｵｸﾚﾃｨｱﾇｽ帝即位：専制君主政
313 再三迫害、ごめんなさい ミラノ勅令：キリスト教公認
325 見に来い、ニケーア公会議 ニケーア公会議
375 みんなでGO！ 民族大移動はじまる
392 御国（みくに）の教えｷﾘｽﾄ教 テオドシウス帝、ｷﾘｽﾄ教を国教化
395 錯誤のローマ帝国分割 ローマ帝国の東西分裂
431 ネストリウス派の司祭反発 エフェソス公会議：ﾈｽﾄﾘｳｽ派追放
451 すごいアッティラ攻めてきた カタラウヌムの戦い
476 死なんとする西ローマ オドアケルが西ローマ帝国を滅ぼす
496 アタナシウス派にシンクロ クローヴィスのアタナシウス派改宗
555 ﾕｽﾃｨﾆｱﾇｽ帝が東ゴートを滅ぼす
622 浪人になるムハンマド ヒジュラ：ムハンマドがメディナ移住
642 無用になったササン朝 ニハーヴァンドの戦い：ｻｻﾝ朝滅亡
661 無論、言うまい差別あり ムアーウィヤ即位：ウマイヤ朝成立
726 なじむ聖像禁止され レオン３世の聖像禁止令
732 波に乗ってるフランク王国 トゥール・ポワティエ間の戦い
800 晴れて戴冠、カール大帝 カールの戴冠
843 早う三つに分けろ ヴェルダン条約
870 離ればなれの独仏伊 メルセン条約
909 カリフの称号くれ、くれ ファーティマ朝成立
946 ブワイフに苦しむカリフ ブワイフ朝がバグダード入城
962 オットー１世、苦労人 神聖ﾛｰﾏ帝国成立／ガズナ朝成立
987 犬も食わないフランス王位 ユーグ=カペー即位：カペー朝成立
989 空白おわり、ロシアが改宗 ウラディミル１世、正教に改宗
1055 人は午後、バグダード入城 セルジューク朝がバグダード入城
1066 あの人はロロの子孫だ、ウィリアム ノルマン征服：ノルマン朝成立
1077 異例な難儀、カノッサで カノッサの屈辱
1096 十字組む 第１回十字軍
1122 司教の任命、いい人事 ヴォルムス協約：叙任権闘争終わる
1187 いい話、聖地奪回 サラディンがイェルサレム奪回
1202 いずれに向かうか 第４回十字軍
1215 貴族らの意に以後従う ジョン王、マグナ=カルタ承認



1241 モンゴルの人に虐たげられました ワールシュタットの戦い
1256 いつごろ始まる大空位 独、大空位時代始まる
1258 モンゴルの人に壊されバグダード フラグがアッバース朝を滅ぼす
1291 アッコンに居にくい アッコン陥落：十字軍終わる
1295 仏人を一つに糾合（きゅうごう） エドワード１世が模範議会召集
1299 肉食う国にはお～住まん オスマン帝国成立
1302 フィリップの一味輪になる フィリップ４世が三部会召集
1309 ローマの人、見送る教皇目に涙 教皇のバビロン捕囚(-1378)
1339 戦（いくさ）、炸（さく）裂 百年戦争(-1453)
1356 選帝侯の人、見頃（みごろ） カール４世、金印勅書を発布
1370 戦（いくさ）慣れてる ティムール即位
1378 人みな、やになる 教会大分裂（大シスマ）(-1414)
1402 異様に強いティムール軍 アンカラの戦い／明、靖難の変で永楽帝即位
1414 いよいよ始まる コンスタンツ公会議
1453 一夜（ひとよ）降参 東ローマ帝国滅亡／百年戦争終結
1492 いよ～！国が見えるぞ グラナダ陥落／コロンブスが新大陸到達
1498 意欲は燃えてバスコ=ダ=ガマ バスコ=ダ=ガマがカリカット到達
1517 一言（いちごん）、否（いな）！とル ルター「95か条の論題」／マムルーク朝滅亡
1529 以後憎まれるｵｽﾏﾝ帝国 第１次ウィーン包囲
1534 以後見よう、アジアの国 イエズス会結成／英で首長法成立
1538 以後、差は縮まる プレヴェザの海戦
1545 以後しこりないカトリック トリエント公会議
1555 以後ここに、ルター派認める アウグスブルク宗教和議
1571 以後ないオスマンの脅威 レパントの海戦
1598 以後、悔やんだカトリック ナントの勅令：ユグノー戦争(1562-)終結
1600 英、東インド会社創設
1615 異論、以後聞かぬブルボン家 仏、三部会停止
1618 広いわ、ドイツの戦場は 三十年戦争(-1648)
1642 異論（いろん）世に満ち ピューリタン革命(-1649)
1648 のろしは消えて ウェストファリア条約
1661 マザラン没：ルイ14世親政
1673 議会派の人、胸さわぎ 審査法
1688 広場はいっぱい名誉革命 名誉革命：メアリ2世即位
1689 一路、ばく進シベリアへ ネルチンスク条約／英、権利章典
1699 広く、くくったオーストリア ｶﾙﾛｳﾞｨｯﾂ条約：墺がﾊﾝｶﾞﾘｰ領有
1700 居直れ北方、バルト海 北方戦争：露がバルト海侵出
1701 非難多い、スペイン継承 スペイン継承（アン女王）戦争(-1713）
1713 仏人いないさ、アカディアに ユトレヒト条約
1714 息子いないよ、アン女王 ハノーヴァー朝成立
1740 非難知れ、ﾏﾘｱ=ﾃﾚｼﾞｱ 墺継承（ジョージ王）戦争(-1748)
1756 人なごむ外交革命 七年(ﾌﾚﾝﾁ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ)戦争(-1783)
1776 いいな、なろうぜ合衆国 アメリカ独立宣言
1772 非難、何する３か国 第１回ポーランド分割
1795 非難、糾合！コシューシコ 第３回ポーランド分割
1789 火縄くすぶるバスティーユ フランス革命（バスティーユ襲撃）
1799 非難くぐってクーデタ ブリュメール１８日のクーデタ
1804 威張れよ、皇帝ナポレオン ナポレオン１世即位：第一帝政
1812 祝いに来たぞ、ロシアの勝利 ナポレオンのﾛｼｱ遠征／米英戦争
1815 欧州諸国の統廃合 ウィーン議定書
1823 欧州をいやに見る モンロー宣言
1830 ブルボンの人は去れ 仏、七月革命／米、先住民強制移住法
1832 資本家の人は身につく選挙権 英、第１回選挙法改正
1848 癒（いや）しは共和政 仏、二月革命／米、カリフォルニア併合
1853 クリミアの人は降参 クリミア戦争(-1856)／日本にペリー来航
1864 働く人は無視できない 第１インターナショナル結成
1869 人は労苦の運河開通 スエズ運河、米大陸横断鉄道開通
1870 火花を散らすビスマルク 普仏戦争：仏、第三共和政



1878 やな役、仲介ビスマルク ベルリン会議
1890 役を降ります、ビスマルク ﾋﾞｽﾏﾙｸ辞職／米、ﾌﾛﾝﾃｨｱ消滅
1898 人は悔やんだファショダ事件 ファショダ事件／米西戦争
1899 人はくぐる戦火の南ア ボーア戦争
1902 ヒグマに挑む日本を応援 日英同盟
1914 行くぞ、いよいよ大戦へ。 第一次世界大戦(-1918)
1917 低いな評価、ロシア革命 露、三月革命、十一月革命
1919 みんな行く行くヴェルサイユ パリ講和会議／コミンテルン成立
1921 急に言い出すハーディング ワシントン会議
1922 国につくそう 伊、ローマ進軍／ソヴィエト連邦成立
1925 急に合格、連盟加盟 ロカルノ条約
1928 苦にはならない不戦の誓い ｹﾛｯｸ=ﾌﾞﾘｱﾝ協定（不戦条約）
1929 苦肉の失業対策 世界恐慌はじまる／ラテラン条約
1933 戦(いくさ)見たいとヒトラー ヒトラー政権／ローズヴェルト政権
1938 戦（いくさ）はやめよう ミュンヘン会談
1939 戦（いくさ）食らったポーランド 独がポーランド侵攻、第二次大戦勃発
1943 カイロへ行くよ、３か国 カイロ会談
1962 苦労に応えてミサイル撤去 キューバ危機
1967 ご苦労な欧州統合 欧州共同体（EC）発足
1972 苦難に負けず ニクソン訪中
1973 苦難見て石油戦略 第4次中東戦争、第１次石油危機
1992 国をまとめるヨーロッパ マーストリヒト条約、欧州連合（EU）成立

世界史年代語呂合わせ（南アジア・東アジア）

前770 七難を避け、周の東遷 周の東遷：春秋時代(-前403)
前403 世は乱れ戦国七雄 戦国時代(-前221)
前317 分裂さいならマウリヤ朝 マウリヤ朝成立
前221 不似合いだぞ、始皇帝 秦の始皇帝が中国統一
前202 二重に統治、郡国制 垓下の戦い：漢の建国、郡国制
前154 漢も、以後敷け郡県制 呉楚七国の乱
前141 いよいよ始まる武帝時代 漢の武帝が即位
後25 にこにこ、光武帝 後漢の光武帝即位
166 一路、向かった日南郡 大秦国王安敦の使者が来航
184 宦官の重税いやよ 黄巾の乱
220 後漢がつぶれ、三国に 後漢滅亡、三国時代(-280)
291 八王、憎い 八王の乱：五胡の侵入を招く
316 サイン無視して晋滅ぶ 永嘉の乱：匈奴が西晋を滅ぼす
320 見においで、グプタ朝 グプタ朝成立
439 予算苦しい鮮卑族 北魏の太武帝が華北を統一
589 公約守って隋が統一 隋が陳を滅ぼす：南北朝統一
618 浪費屋煬帝、国滅ぶ 隋の滅亡、李淵即位：唐の成立
663 むっ、無残、敗北 白村江の戦い：百済滅亡
712 内紛治めて玄宗即位 玄宗即位：開元の治
751 しつこいアラブに負けちゃった タラス河畔の戦い
755 楊貴妃に非難ごうごう 安史の乱
875 やな子、黄巣大暴れ 黄巣の乱
907 暗れぇな、唐の滅亡 朱全忠、唐を滅ぼす
960 苦労無にして五代統一 趙匡胤即位：北宋建国
1004 非礼を知ったか契丹族 澶淵の盟：北宋と遼が講和
1069 登録はじまる青苗法 王安石の新法はじまる
1115 戦意、以後高まる女真族 完顔阿骨打、金を建国
1127 日々に泣け、徽宗・欽宗 靖康の変：金が北宋を滅ぼす
1142 一夜に和解、金と南宋 紹興の和議：金と南宋が講和
1206 一つに丸むモンゴル帝国 チンギス=ハン即位
1279 モンゴルの人に泣く フビライが南宋を滅ぼす
1351 いざ来い！モンゴル 紅巾の乱






