
申　請
年月日

発行者名 学　校 教　科 種　目
図書
番号

図　書　名

1 R3.6.30 東京書籍 高等学校 地理歴史 日本史B 310 新選日本史B

2 R3.6.30 東京書籍 高等学校 地理歴史 世界史A 310 世界史A

3 R3.6.30 東京書籍 高等学校 地理歴史 世界史B 308 世界史B

4 R3.6.30 東京書籍 高等学校 地理歴史 世界史B 311 新選世界史B

5 R3.6.28 山川出版社 中学校 社会
社会

(歴史的分野)
708 中学歴史　日本と世界

6 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 日本史A 311 日本史A　改訂版

7 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 日本史A 314 現代の日本史　改訂版

8 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 日本史B 309 詳説日本史　改訂版

9 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 日本史B 314 高校日本史　改訂版

10 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 日本史B 315 新日本史　改訂版

11 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 世界史B 310 詳説世界史　改訂版

12 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 世界史B 314 高校世界史　改訂版

13 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 歴史総合 707 歴史総合　近代から現代へ

14 R3.6.30 山川出版社 高等学校 地理歴史 歴史総合 708
現代の歴史総合
みる・読みとく・考える

15 R3.6.29 清水書院 高等学校 地理歴史 日本史A 310 高等学校　日本史A　新訂版

16 R3.6.29 清水書院 高等学校 地理歴史 日本史B 313 高等学校　日本史B　新訂版

17 R3.6.29 清水書院 高等学校 地理歴史 世界史A 313 高等学校　世界史A　新訂版

18 R3.6.29 清水書院 高等学校 地理歴史 歴史総合 705 私たちの歴史総合

19 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 日本史A 309 高校日本史A　新訂版

20 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 日本史A 313 新日本史A　新訂版

21 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 日本史B 311 高校日本史B　新訂版

22 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 日本史B 312 日本史B　新訂版

23 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 世界史A 311 世界史A　新訂版

24 R3.6.17 実教出版 高等学校 地理歴史 世界史A 312 新版世界史A　新訂版

25 R3.6.22 実教出版 高等学校 地理歴史 歴史総合 703 詳述歴史総合

26 R3.6.22 実教出版 高等学校 地理歴史 歴史総合 704 歴史総合

27 R3.6.18 帝国書院 高等学校 地理歴史 世界史B 312 新詳　世界史B

申　請
年月日

発行者名 学　校 教　科 種　目
図書
番号

図　書　名

1 R3.6.30 山川出版社 高等学校 公民 現代社会 323 現代社会　改訂版

2 R3.6.30 山川出版社 高等学校 公民 倫理 309 現代の倫理　改訂版

２．一　　　　覧　　（　公　民　科　）

訂　正　申　請　の　あ　っ　た　図　書　　一　覧

１．一　　　　覧　　（　地　理　歴　史　科　）
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【歴史科目】 教科書における訂正申請の記述状況（従軍慰安婦等） 
 
山川出版社（１／２） 
 
歴史７０８ 「中学歴史 日本と世界」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２８日申請） 
１ ２４７ 

側注① 
戦地に設けられた「慰安施設」には，朝鮮・中国・フィリピンなどから

女性が集められた（いわゆる従軍慰安婦）。 
戦地に設けられた「慰安施設」には，日本・朝鮮・中国・フィリピンな

どから女性が集められた。 

 
日Ａ３１１ 「日本史Ａ 改訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
２ １６６ 

側注① 
…また，戦地に設置された「慰安施設」には，朝鮮・中国・フィリピン

などから女性が集められた（いわゆる従軍慰安婦）。 
…また，戦地に設置された日本軍向け「慰安施設」には，日本・朝鮮・

中国・フィリピンなどから女性が集められ，慰安婦として働かされた。 

 
日Ｂ３１５ 「新日本史 改訂版」  ※前段は「強制連行」等に関する訂正申請 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
３ ３２５ 

本文 
…また，多数の朝鮮人や占領地域の中国人を，日本に強制連行して鉱山

などで働かせ，さらに朝鮮人女性などの中には従軍慰安婦になることを

強要されたものもあった。 

…また，多数の朝鮮人や占領地域の中国人を，徴用・連行して日本本土

の鉱山などで働かせ，さらに日本・朝鮮・中国などの女性の中には慰安

婦になることを強要されたものもあった。 
 
日Ｂ３０９ 「詳説日本史 改訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
４ ３６５ 

側注② 
…また，戦地に設置された「慰安施設」には，朝鮮・中国・フィリピン

などから女性が集められた（いわゆる従軍慰安婦）。 
…また，戦地に設置された日本軍向け「慰安施設」には，日本・朝鮮・

中国・フィリピンなどから女性が集められ，慰安婦として働かされた。 
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山川出版社（２／２） 
 
歴総７０７ 「歴史総合 近代から現代へ」 
 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
５ １４９ 

側注⑦ 
各地の戦場では、慰安所が設けられ、日本や朝鮮，台湾，占領地の女性

が慰安婦として集められた。 
各地の戦場では、日本軍向け「慰安施設」が設けられ、日本や朝鮮、台

湾、占領地の女性が慰安婦として集められた。 

 
歴総７０８ 「現代の歴史総合 みる・読みとく・考える」  ※前段は「強制連行」等に関する訂正申請 
 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
６ １３４ 

本文 
労働力不足のなか、朝鮮人や台湾人、占領地の中国人が日本本土に強制

的に動員され、工場や鉱山で働かされた。占領下の東南アジアでも、軍

事資源の強引な調達や労務動員、日本語教育や天皇崇拝の強制がおこな

われた。また日本軍は戦地に兵士の慰安施設を設け、朝鮮・台湾や中国・

東南アジアの占領地からも女性を集めて働かせた。 

労働力不足のなか、徴用を受けた朝鮮人や、占領地から連行された中国

人が、日本本土の工場や鉱山で働かされた。占領下の東南アジアでも、

軍事資源の強引な調達や労務動員、日本語教育や天皇崇拝の強制がおこ

なわれた。また日本軍は戦地に兵士の慰安施設を設け、日本本土や朝鮮・

台湾、中国・東南アジアの占領地からも女性を集めて働かせた。 
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清水書院 
 
歴総７０５ 「私たちの歴史総合」 
 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２９日申請） 
７ １１０ 

資料６ 

≪資料：アジア女性基金の事業について≫ 
「アジア女性基金は，いわゆる従軍慰安婦問題に関して，道義的な責任

を痛感した政府の決定に基づき…」 

 
「アジア女性基金は，いわゆる従軍慰安婦※問題に関して，道義的な責

任を痛感した政府の決定に基づき…」 
 
※従来は，政府の談話なども含めてこのように表現されることも多かっ

たが，実態を反映していない用語であるとの意見もある。現在，日本政

府は，「慰安婦」という語を用いることが適切であるとしている。 
８ １１１ 

資料７ 

≪資料：政府間以外のおもな戦後補償≫ 

1992 年 釜山従軍慰安婦・女子挺身隊公式謝罪請求事件 

≪資料の表に注釈を追加≫ 
1992 年 釜山従軍慰安婦・女子挺身隊公式謝罪等請求事件 
※訴訟・事件の名称は当時の呼称や通称にもとづく。 

 
（注）網掛け部分は記述の記載箇所を分かりやすく示すために便宜的に追加したもの 
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実教出版 
 
日Ｂ３１１ 「高校日本史Ｂ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
９ ２４７ 

図版 

キ ャ プ

ション 

東京地方裁判所の入口で黙禱する元「従軍慰安婦」1991 年 東京地方裁判所の入口で黙禱する元「慰安婦」1991 年 

 

歴総７０３ 「詳述歴史総合」 

 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２２日申請） 

10 １８５ 日本人として戦争を担った朝鮮半島・台湾出身者への補償や未払い賃金

の請求，いわゆる「従軍慰安婦」など，政府は解決済みとしているが，

問題は多い。 

日本人として戦争を担った朝鮮半島・台湾出身者への補償や未払い賃金

の請求，「慰安婦」など，政府は解決済みとしているが，問題は多い。 
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【歴史科目】 教科書における訂正申請の記述状況（強制連行等） 
 
東京書籍（１／２） 
日Ｂ３１０ 「新選日本史Ｂ」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
１ ２２８ 

本文 
また，国民徴用令によって朝鮮や台湾から，さらに中国の占領地からも，多

くの人々が労働力として日本に連行された。① 
（側注①）徴用令の実施に先立つ 1942 年以来，集団的に連れてこられた朝

鮮人は約 70 万人といわれる。… 

また，国民徴用令によって朝鮮や台湾の人々が強制的に動員され，さらに中

国の占領地からも，多くの人々が労働力として日本に連行された。① 
（側注①）徴用令の実施に先立つ 1942 年以来，集団的に連れてこられた朝

鮮人は約 70 万人といわれる。… 
２ ２３３ 

下囲み 
日本政府に謝罪と補償が求められているのは，慰安婦，強制連行，ロームシ

ャ，韓国・朝鮮人と台湾人の元日本兵，インドネシア人兵補，軍票などの問

題である。 

日本政府に謝罪と補償が求められているのは，慰安婦，強制的な動員や連行，

ロームシャ，韓国・朝鮮人と台湾人の元日本兵，インドネシア人兵補，軍票

などの問題である。 
３ ２３３ 

図版 
強制連行された労働者 
慰安婦 
在韓被爆者 
「日本人」として裁かれた BC 級戦犯 

強制的に動員された労働者 
慰安婦 
在韓被爆者 
「日本人」として裁かれた BC 級戦犯 

 
世Ａ３１０ 「世界史Ａ」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
４ １８１ 

上囲み 
日本国内には，戦時に動員あるいは連行されてきた人々をふくめ２百数十万

人に達する，朝鮮人，台湾人，中国人などが住んでいた。 
日本国内には，戦時に強制的に動員された人々をふくめ２百数十万人に達す

る，朝鮮人，台湾人，中国人などが住んでいた。 

 
世Ｂ３０８ 「世界史Ｂ」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
５ ３７７ 

本文 
 

…日本の労働力不足が深刻化すると，朝鮮や台湾からも労働者が日本に移住

させられたり，また連行されたりして働かされた。 
…日本の労働力不足が深刻化すると，朝鮮や台湾からも労働者が日本に移住

させられたり，また強制的に動員されたりして働かされた。 
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東京書籍（２／２） 
 
世Ｂ３１１ 「新選世界史Ｂ」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
６ ２２８ 

本文 
 

…戦争が長期化して労働力が不足すると，多くの朝鮮人，中国人を強制的に

日本の炭鉱や工場に連行して働かせた。 
…戦争が長期化して労働力が不足すると，多くの朝鮮人，中国人を強制的に

日本の炭鉱や工場に動員して働かせた。 
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山川出版社（１／３） 
 
日Ａ３１１ 「日本史Ａ 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
７ １６６ 

本文 
…また，数十万人の朝鮮人や占領地域の中国人を日本本土などに強制連行

し，鉱山や土木工事現場などで働かせた。 
…また，多くの朝鮮人を徴用し，占領地域の中国人を日本本土などに強制連

行して，鉱山や土木工事現場などで働かせた。 

 
日Ａ３１４ 「現代の日本史 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
８ １５０ 

本文 
…また，日本の植民地であった朝鮮・台湾の人びとや，日本の占領下にあっ

た中国の人びとが日本本土に連行されて，工場・鉱山などで労働させられた。 
…また，日本の植民地であった朝鮮・台湾の人びとを徴用し，日本の占領下

にあった中国の人びとを連行して，日本本土の工場・鉱山などで働かせた。 

 
日Ｂ３０９ 「詳説日本史 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
９ ３６５ 

本文 
 

…また，数十万人の朝鮮人や占領地域の中国人を日本本土などに強制連行

し，鉱山や土木工事現場などで働かせた。 
…また，多くの朝鮮人を徴用し，占領地域の中国人を日本本土などに強制連

行して，鉱山や土木工事現場などで働かせた。 

 
日Ｂ３１４ 「高校日本史 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
10 ２９５ 

本文 
 

…さらに朝鮮人や占領下の中国人も，日本に連行されて鉱山や工場などで労

働を強制された。 
…さらに朝鮮人を徴用し，占領下の中国人も日本本土に連行して，鉱山や工

場などで働かせた。 
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山川出版社（２／３） 
 

日Ｂ３１５ 「新日本史 改訂版」  ※後段は「従軍慰安婦」等に関する訂正申請 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
11 ３２５ 

本文 
…また，多数の朝鮮人や占領地域の中国人を，日本に強制連行して鉱山など

で働かせ，さらに朝鮮人女性などの中には従軍慰安婦になることを強要され

たものもあった。 

…また，多数の朝鮮人や占領地域の中国人を，徴用・連行して日本本土の鉱

山などで働かせ，さらに日本・朝鮮・中国などの女性の中には慰安婦になる

ことを強要されたものもあった。 

 
世Ｂ３１０ 「詳説世界史 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
12 
 

３６７ 
本文 
 

一方，すでに 1930 年代末から「創氏改名」などの同化政策が強められた朝

鮮では，開戦後日本の支配が過酷さを増し，労働力不足をおぎなうために，

労働者が日本本土へ強制的に連行され，戦争末期には徴兵制も適用された。 

一方，すでに 1930 年代末から「創氏改名」などの同化政策が強められた朝

鮮では，開戦後日本の支配が過酷さを増し，労働力不足をおぎなうために，

多数の労働者が強制的に日本本土に送られ，鉱山などで働かされた。1943
年には徴兵制も施行された。 

 
世Ｂ３１４ 「高校世界史 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
13 ２２９ 

本文 
 

また，1930 年代末から「創氏改名」などの同化政策が強められた朝鮮では，

日本本土の労働力不足をおぎなうため，労働者が強制的に連行された。 
また，1930 年代末から「創氏改名」などの同化政策が強められた朝鮮では，

労働力不足をおぎなうため，労働者が強制的に日本本土に送られた。 
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山川出版社（３／３） 
 
歴総７０７ 「歴史総合 近代から現代へ」 

 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
14 １４９ 

本文 
 

日本は、食料や生活必需品の配給制・切符制や代用品の奨励、金属の供出、

学徒出陣、女性や学生の勤労動員、中国の占領地や朝鮮からの労働者の強制

徴用、朝鮮や台湾での徴兵制施行など、国民や植民地・占領地の人々の生活

を極限まで切り詰めて、… 

日本は、食料や生活必需品の配給制・切符制や代用品の奨励、金属の供出、

学徒出陣、女性や学生の勤労動員、労働者の朝鮮からの強権的な動員・徴用

や中国の占領地からの強制連行、朝鮮や台湾での徴兵制施行など、国民や植

民地・占領地の人々の生活を切り詰め、… 

 
歴総７０８ 「現代の歴史総合 みる・読みとく・考える」  ※後段は「従軍慰安婦」等に関する訂正申請 

 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
15 １３４ 

本文 
労働力不足のなか、朝鮮人や台湾人、占領地の中国人が日本本土に強制的に

動員され、工場や鉱山で働かされた。占領下の東南アジアでも、軍事資源の

強引な調達や労務動員、日本語教育や天皇崇拝の強制がおこなわれた。また

日本軍は戦地に兵士の慰安施設を設け、朝鮮・台湾や中国・東南アジアの占

領地からも女性を集めて働かせた。 

労働力不足のなか、徴用を受けた朝鮮人や、占領地から連行された中国人が、

日本本土の工場や鉱山で働かされた。占領下の東南アジアでも、軍事資源の

強引な調達や労務動員、日本語教育や天皇崇拝の強制がおこなわれた。また

日本軍は戦地に兵士の「慰安施設」を設け、日本本土や朝鮮・台湾、中国・

東南アジアの占領地から女性を集めて働かせた。 
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清水書院（１／２） 
 
日Ａ３１０ 「高等学校 日本史Ａ 新訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２９日申請） 
16 １３８ 

本文 
…また，70 万人の朝鮮人や 4 万人の中国人を日本内地や植民地の鉱山，土

木現場などに強制連行した▶１。 
…また，70 万人の朝鮮人や 4 万人の中国人を政府決定にもとづいて日本内

地や植民地の鉱山，土木現場などに配置した▶１。 

17 １３８ 
側注１ 

▶１ 1945 年 6 月には，秋田県花岡鉱山で強制連行された中国人約 900 人

が蜂起し，420 人が虐殺される事件がおきた。 
▶１ 朝鮮では，企業の募集という形式をとりつつも，本人の意思を無視し

た動員が進められることもあった。また，1945 年 6 月には，秋田県花岡鉱

山で強制連行された中国人約 900 人が蜂起し，420 人が虐殺される事件が

おきた。 
 
日Ｂ３１３ 「高等学校 日本史Ｂ 新訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２９日申請） 
18 ２２８ 

本文 
国内でも労働力不足の深刻な鉱山や土木建築業では，多数の朝鮮人に加え，

占領地域の中国人も強制連行し，酷使した。▶1 
国内でも労働力不足の深刻な鉱山や土木建築業では，多数の朝鮮人や中国人

を政府決定にもとづき配置し，酷使した。▶1 

19 ２２８ 
側注１ 

▶１ 敗戦までに朝鮮人は約 80 万，中国人は約４万人の人々が，日本に連

行された。1945 年 6 月には，秋田県花岡鉱山で強制連行された中国人約 900
人が蜂起し，420 人が虐殺される事件がおきた。 

▶１ 敗戦までに朝鮮人は約 80 万，中国人は約４万人の人々が，日本に配

置された。朝鮮では，企業の募集という形式を取りつつも，本人の意思を無

視した動員が進められることもあった。1945 年 6 月には，秋田県花岡鉱山

で強制連行された中国人約 900 人が蜂起し，420 人が虐殺される事件がお

きた。 
 
世Ａ３１３ 「高等学校 世界史Ａ 新訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２９日申請） 
20 １７３ 

本文， 
側注 

また，数十万人の朝鮮人・中国人が労働力不足を補うために日本国内へ強制

連行され，危険な石炭採掘や土木工事などで過酷な労働を強いられた。 
また，数十万人の朝鮮人・中国人が労働力不足を補うために，日本国内の危

険な石炭採掘や土木工事などで過酷な労働を強いられた。▶６ 

▶６ 朝鮮では，企業の募集という形式を取りつつも，本人の意思を無視し

た動員が進められることもあった。 
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清水書院（２／２） 
 
歴総７０５ 「私たちの歴史総合」 
 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２９日申請） 
21 １１１ 

資料７ 
≪資料：政府間以外のおもな戦後補償≫ 

2003 年 対不二越強制連行労働者に対する未払賃金等請求二次訴訟 
≪資料の表に注釈を追加≫ 
※訴訟・事件の名称は当時の呼称や通称にもとづく。 

 
（注）網掛け部分は記述の記載箇所を分かりやすく示すために便宜的に追加したもの 
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実教出版（１／６） 
 

日Ａ３０９ 「高校日本史Ａ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
22 １２５ 

本文 
経済面では国家総動員法などを適用し軍需生産をおこない，国民徴用令を適

用して，多くの人々を工場や炭鉱などへ強制的に連行した。⑥ 

経済面では国家総動員法などを適用し軍需生産をおこない，国民徴用令を適

用して，多くの人々を工場や炭鉱などへ動員した。⑥ 

23 １２５ 
側注⑥ 

労働力不足を補うため，1939 年からは集団募集で，42 年からは官斡旋で，

44 年からは国民徴用令によって，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太・ア

ジア・太平洋地域などに強制連行した。また同期間に 415 万人の朝鮮人を

朝鮮内の鉱山や工場に，11 万人を軍隊内での労務要員に強制連行した。… 

労働力不足を補うため，1939 年からは集団募集で，42 年からは官斡旋で，

44 年からは国民徴用令によって，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太・ア

ジア・太平洋地域などに動員した。また同期間に 415 万人の朝鮮人を朝鮮

内の鉱山や工場で，11 万人を軍隊内での労務要員としてはたらかせた。… 

24 １３４ 
側注③ 

…このほか，強制連行された朝鮮人の犠牲者や西表島への強制移住でマラリ

アに倒れた八重山地方などの住民もいた（戦争マラリア）。 
…このほか，動員された朝鮮人の犠牲者や西表島への強制移住でマラリアに

倒れた八重山地方などの住民もいた（戦争マラリア）。 

25 １５３ 
本文 

日本の敗戦時，在日朝鮮人は強制連行による人々も含め 200 万人以上にも

のぼっていた。その多くは戦後まもなく帰国したが，生活や朝鮮情勢の不安

などから約 60 万人が日本に在住した。 

日本の敗戦時，在日朝鮮人は徴用令で動員された人々も含め 200 万人以上

にものぼっていた。その多くは戦後まもなく帰国したが，生活や朝鮮情勢の

不安などから約 60 万人が日本に在住した。 

26 １５３ 
本文 

サハリンに強制連行された朝鮮人は，日本人でないという理由などで帰国で

きなくなった。 
徴用令などでサハリンに動員された朝鮮人は，日本人でないという理由など

で帰国できなくなった。 

27 １９１ 
本文 

日本の軍事的役割拡大の動きは，アジア各国に警戒感を与えた。その背景に

は，戦争責任・戦後補償問題の未解決がある。1990 年代にはいると慰安婦

や強制連行など，日本に補償を求める動きが噴出した。 

日本の軍事的役割拡大の動きは，アジア各国に警戒感を与えた。その背景に

は，戦争責任・戦後補償問題の未解決がある。1990 年代にはいると韓国人

から慰安婦や徴用令による動員，中国人から強制連行などについて，日本に

補償を求める動きが噴出した。 
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実教出版（２／６） 
 

日Ａ３０９ 「高校日本史Ａ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
28 ２０２ 

本文 
これらの人々には，日本軍の一員として処罰された元 BC 級戦犯，強制連行

されて労働に従事した人々，そして元慰安婦などがいる。 
これらの人々には，日本軍の一員として処罰された元 BC 級戦犯，朝鮮・中

国から動員されて過酷な労働を強いられた人々，そして元慰安婦などがい

る。 

29 ２０２ 
本文 

慰安婦問題や強制労働問題など，戦後補償を求める動きに対して政府は，国

家としての戦後補償問題は各国との条約で解決済みであり，個人に対する補

償には応じられないとしている。また最高裁でも同様の判断がなされてい

る。 

韓国人の慰安婦問題や中国人の強制労働問題など，戦後補償を求める動きに

対して政府は，国家としての戦後補償問題は各国との条約で解決済みであ

り，個人に対する補償には応じられないとしている。最高裁も同様に判断し

ている。 

30 ２０２ 
地図内文

字 

強制連行・強制徴用された労働者ら 
中国人 約 4 万人 
朝鮮人 約 80 万人 

強制連行された中国人労働者約 4 万人 
徴用令などで動員された朝鮮人労働者約 80 万人 

31 ２０８ 
本文 

つまり，松代大本営の地下壕工事には多数の朝鮮人労働者が従事させられて

いたのです。その数は，強制連行された人も含め，労働者全体の 60％を超

す約 7,000 人とされています。 

つまり，松代大本営の地下壕工事には多数の朝鮮人労働者が従事させられて

いたのです。その数は，徴用令などで動員された人も含め，労働者全体の

60％を超す約 7,000 人とされています。 
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実教出版（３／６） 
 
日Ａ３１３ 「新日本史Ａ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
32 １０４ 

小見出し 
「皇民化」政策と強制連行 
 

「皇民化」政策と戦時動員 

33 １０４ 
本文 

日本政府は，労働力不足を補うため，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太

の軍需工場や炭鉱などに強制的に連行しました。 
日本政府は，労働力不足を補うため，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太

の軍需工場や炭鉱などに動員しました。 

34 １０５ 
用語解説

タ イ ト

ル， 
本文 

＊強制連行・強制労働 
朝鮮では 1939 年から集団募集がはじまり，42 年に官斡旋，44 年には国民

徴用令によって多くの朝鮮人が内地・樺太などに連行されました。また 1942
年の東条内閣の閣議決定により，約 4 万人の中国人も日本に強制連行され

ました。… 

＊強制連行と動員 
朝鮮では 1939 年から集団募集がはじまり，42 年に官斡旋，44 年には国民

徴用令によって多くの朝鮮人が内地・樺太などに動員されました。また 1942
年の東条内閣の閣議決定により，約 4 万人の中国人も日本に強制連行され

ました。… 

35 １１１ 
本文 

敗戦時，日本でくらす朝鮮人は，戦時中に強制的に連行された人々も含めて，

約 240 万人にのぼっていました。 
敗戦時，日本でくらす朝鮮人は，戦時中に動員された人々も含めて，約 240
万人にのぼっていました。 

36 １６２ 
本文 

20 世紀の終わりに，戦後補償をめぐる裁判が多くおこされます。アジア太

平洋戦争のできごととそこに発する問題に対し，被害者たちが声をあげたの

です。植民地からの強制連行・強制労働や，「慰安婦」をめぐる訴訟がなさ

れました。 

20 世紀の終わりに，戦後補償をめぐる裁判が多くおこされます。アジア太

平洋戦争のできごととそこに発する問題に対し，被害者たちが声をあげたの

です。植民地からの動員・過酷な労働の問題や，「慰安婦」をめぐる訴訟が

なされました。 
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実教出版（４／６） 
 

日Ｂ３１１ 「高校日本史Ｂ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
37 ２１３ 

本文 
経済面では国家総動員法などを適用し軍需生産をおこない，国民徴用令を適

用し，多くの人々を工場や炭鉱などへ強制的に連行した。⑤ 

経済面では国家総動員法などを適用し軍需生産をおこない，国民徴用令を適

用し，多くの人々を工場や炭鉱などへ動員した。⑤ 

38 ２１３ 
側注⑤ 

労働力不足を補うため，1939 年からは集団募集で，42 年からは官斡旋で，

44 年からは国民徴用令によって，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太・ア

ジア太平洋地域などに強制連行した。また同期間に 415 万人の朝鮮人を朝

鮮内の鉱山や工場に，11 万人を軍隊内での労務要員に強制連行した。… 

労働力不足を補うため，1939 年からは集団募集で，42 年からは官斡旋で，

44 年からは国民徴用令によって，約 80 万人の朝鮮人を日本内地や樺太・ア

ジア太平洋地域などに動員した。また同期間に 415 万人の朝鮮人を朝鮮内

の鉱山や工場で，11 万人を軍隊内での労務要員としてはたらかせた。… 
39 ２１６ 

側注③ 
…このほか，強制連行された朝鮮人の犠牲者や西表島への強制移住でマラリ

アに倒れた八重山地方などの住民もいた（戦争マラリア）。 
…このほか，動員された朝鮮人の犠牲者や西表島への強制移住でマラリアに

倒れた八重山地方などの住民もいた（戦争マラリア）。 

40 ２４７ 
本文 

1990 年代にはいると慰安婦や強制連行などについて，日本に補償を求める

動きが噴出した。 
1990 年代にはいると韓国人から慰安婦や徴用令による動員，中国人から強

制連行などについて，日本に補償を求める動きが噴出した。 

41 ２５５ 
本文 

これらの人々には，日本軍の一員として処罰された元 BC 級戦犯，強制連行

されて労働に従事した人々，そして元慰安婦などがいる。 
これらの人々には，日本軍の一員として処罰された元 BC 級戦犯，朝鮮・中

国から動員されて過酷な労働を強いられた人々，そして元慰安婦などがい

る。 
42 ２５５ 

本文 
慰安婦問題や強制労働問題など，戦後補償を求める動きに対して政府は，国

家としての戦後補償問題は各国との条約で解決済みであり，個人に対する補

償には応じられないとしている。また最高裁でも同様の判断がなされてい

る。 

韓国人の慰安婦問題や中国人の強制労働問題など，戦後補償を求める動きに

対して政府は，国家としての戦後補償問題は条約で解決済みで，個人に対す

る補償には応じられないとしている。最高裁も同様に判断している。 

43 ２５５ 
図版内文

字 

強制連行・強制徴用された労働者ら 
中国人 約 4 万人 
朝鮮人 約 80 万人 

強制連行された中国人労働者約 4 万人 
徴用令などで動員された朝鮮人労働者約 80 万人 
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実教出版（５／６） 
 

日Ｂ３１２ 「日本史Ｂ 新訂版」 
 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
44 ３２３ 

小見出し 
軍人（軍属）の動員と強制連行 軍人（軍属）の動員と徴用 

45 ３２３ 
本文 

…1939 年 7 月以降，募集形式で連行がはじまり，1942 年 3 月からは官斡

旋により名実ともに強制連行が開始された。1944 年 7 月には国民徴用令が

改正公布され，日本の労働力不足を補うため朝鮮人が日本へ強制連行され

た。 

…1939 年 7 月以降，募集がはじまり，1942 年 3 月からは官斡旋などでさ

らに増加した。1944 年 7 月には国民徴用令が改正公布され，日本の労働力

不足を補うため朝鮮人が日本に徴用された。 

46 ３５８ 
本文 

…過去の侵略を反省し，慰安婦問題や強制労働の補償問題などを誠実に解決

するとともに，経済力をいかしつつ，… 
…過去の侵略を反省し，慰安婦問題や過酷な労働の補償問題などを誠実に解

決するとともに，経済力をいかしつつ，… 

 
世Ａ３１１ 「世界史Ａ 新訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
47 １８１ 

本文 
日中戦争の全面化にともない，朝鮮では，米や綿花・鉱産資源の収奪が強化

され，日本風の姓を強要する創氏改名，学校での朝鮮語の使用禁止，神社参

拝強制などの皇民化政策がとられ，強制連行や徴兵制も実施された。 

日中戦争の全面化にともない，朝鮮では，米や綿花・鉱産資源の収奪が強化

され，日本風の姓を強要する創氏改名，学校での朝鮮語の使用禁止，神社参

拝強制などの皇民化政策がとられた。日本内地での労働力不足を補うため，

多くの朝鮮人が動員され，鉱山などで苛酷な条件のもとで労働に従事した。

その後，徴兵制や徴用令も実施された。 
 
世Ａ３１２ 「新版世界史Ａ 新訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１７日申請） 
48 １５７ 

本文 
朝鮮から日本の炭鉱などに強制連行された人々や，慰安婦として戦地に送ら

れた女性たちもいた。 
朝鮮から日本の炭坑などに徴用された人々や，慰安婦として戦地に送られた

女性たちもいた。 
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実教出版（６／６） 
 

歴総７０３ 「詳述歴史総合」 
 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２２日申請） 
49 １６７ 

本文 
さらに日本政府は労働力不足を補うため，約 80 万人の朝鮮人を軍需工場や

炭鉱などに強制的に連行して労働に従事させた。 
さらに日本政府は労働力不足を補うため，約 80 万人の朝鮮人を軍需工場や

炭鉱などに動員して労働に従事させた。 

50 １７６ 
１７７ 
本文 

日本に強制連行されていた朝鮮人や中国人は故国に帰還したが，故郷の政情

不安などの理由から日本に残留した朝鮮人も多かった。 
日本に動員されていた朝鮮人や強制連行されていた中国人は帰還したが，故

郷の政情不安などのために日本に残った朝鮮人も多かった。 

 
歴総７０４ 「歴史総合」 

 ページ 令和３年度見本本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月２２日申請） 
51 １３４ 

写真 2・3 
キャプシ

ョン 

戦争がはげしくなってくると，朝鮮（1943 年）・台湾（1944 年）に徴兵制

が施行された。また労働力不足を補うため，約 80 万人の朝鮮人を軍需工場

や炭鉱などに強制的に連行して労働に従事させた。中国人も同様に強制連行

された。 

戦争がはげしくなってくると，朝鮮（1943 年）・台湾（1944 年）に徴兵制

が施行された。また労働力不足を補うため，徴用令などによって約 80 万人

の朝鮮人を軍需工場や炭鉱などに動員してはたらかせた。中国人も強制連行

された。 
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帝国書院 
 
世 B３１２ 「新詳 世界史 B」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月１８日申請） 
52 ２８４ 

本文 
しかし，日本語や神道など日本文化の押しつけ，日本軍の粗暴な行動，労働

者の徴発，経済の混乱などが，支配下の人々に大きな傷あとを残した。また，

朝鮮や台湾では皇民化政策が強まり，戦争末期には徴兵制も実施された。朝

鮮では創氏改名が行われ，日本の家族制度がもち込まれた。日本国内の労働

力不足を補うため，朝鮮や中国では労働者が強制的に連行された。 

しかし，日本語や神道など日本文化の押しつけ，日本軍の粗暴な行動，労働

者の動員，経済の混乱などが，支配下の人々に大きな傷あとを残した。また，

朝鮮や台湾では皇民化政策が強まり，戦争末期には徴兵制も実施された。朝

鮮では創氏改名が行われ，日本の家族制度がもち込まれた。日本国内の労働

力不足を補うため，朝鮮や中国では労働者が徴用・動員された。 
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【公民科目】教科書における訂正申請の記述状況（従軍慰安婦等，強制連行等） 
 
山川出版社 
現社３２３ 「現代社会 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
１ ６１ 

本文 
第二次世界大戦前の朝鮮半島に対する日本の植民地支配は，日本国内への朝

鮮人の大量移住をもたらし，さらに戦争中の労働力不足を補うために行なわ

れた強制連行がその数を増やした。 

第二次世界大戦前の朝鮮半島に対する日本の植民地支配は，日本国内への朝

鮮人の大量移住をもたらし，さらに戦争中の労働力不足を補うために行なわ

れた徴用などでその数を増やした。 

 
 
倫理３０９ 「現代の倫理 改訂版」 

 ページ 令和３年度供給本の記述 訂正申請の記述（令和３年６月３０日申請） 
２ １１４ 

本文 
また，国内の労働力の不足をおぎなうために，朝鮮や中国から多くの人びと

を強制連行して，炭坑などで過酷な労働を強いた。また，おもに当時植民地

であった朝鮮や台湾の若い女性を従軍慰安婦として，戦場の慰安所におくり

こんだ。中国や東南アジアは，… 

また，国内の労働力の不足をおぎなうために，朝鮮や中国から多くの人びと

を徴用・連行して，炭坑などで過酷な労働を強いた。また，当時植民地であ

った朝鮮や台湾の女性を慰安婦として，戦場の慰安所におくりこんだ。中国

や東南アジアは，… 

 


