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「指導資料集」政府見解等の一覧表

項目
Ｎｏ． 項目 資料名 ＵＲＬ

1 内閣総理大臣談話（H.22.8.10　菅首相）
http://www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201008/10d
anwa.html

2
政府答弁（H1.3.28　参議院外務委員会、長谷川外
務省アジア局長）

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-
bin/KENSAKU/swk_logout.cgi?SESSION=27421

3
政府答弁（H5.3.23　参議院予算委員会、外務省条
約局長）

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/126/1380/12
603231380007a.html

http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/

2
明治４５（１９１２）年３月８日第２８回帝国議会での
柴四朗議員の質問に対する内田康哉外務大臣の
演説

1
大正６（１９１７）年６月２６日第３９回帝国議会での
江木千之議員の質問に対する本野一郎外務大臣
の演説

2
大正７（１９１８）年１月２２日第４０回帝国議会での
寺内正毅首相の演説

3
大正８（１９１９）年１月２１日第４１回帝国議会での
原敬首相の演説

4
大正９（１９２０）年１月２２日第４２回帝国議会での
原敬首相の演説

4 24 満州事変 1 政府答弁書（H13.8.28　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/%5Cindex.nsf/html/index_shitsumon.
htm

5 25 南京事件 1 歴史問題Q＆A（外務省HP） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/08.html

1 外交資料Ｑ＆Ａ　昭和戦前期（外務省ＨＰ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/
senzen_04.html#07

2
日米交渉～開戦への経緯～（国立公文書館アジア
歴史資料センターＨＰ）

http://www.jacar.go.jp/nichibei/popup/pop_26.html

1 内閣総理大臣談話（H7.8.15　村山首相) http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dmu_081
5.html

2 内閣総理大臣談話（H17.8.15　小泉首相)
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/08/15
danwa.html

3 内閣総理大臣談話（H27.8.14　安倍首相)
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danw
a.html

上記ＵＲＬは「帝国議会会議録検索システム」（国立国会図書
館）です。このシステムより、左記の年月日、回次、演説者、質
問者から資料を検索することができます。

ハル＝ノート
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1
明治４５（１９１２）年１月２３日第２８回帝国議会で
の西園寺公望首相の演説

3
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辛亥革命

第二次世界大戦
における日本と米
英等の諸国との戦
争

ロシア革命
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20 韓国併合
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1 官房長官発表（H4.7.6　加藤官房長官) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html

2 官房長官談話（H5.8.4　河野官房長官) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

3 内閣総理大臣の手紙（H13　小泉首相） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/letter.html

4 歴史問題Q＆A（外務省HP） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/05.html

5 佐藤外務報道官会見記録（H25.7.24）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken24_000018.
html

6 政府答弁書（H13.8.28　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b152015.htm

7 政府答弁書（H19.3.16　衆議院　安倍首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsu
mon/pdfT/b166110.pdf/$File/b166110.pdf

8
慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策
（外務省HP）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/ianfu.html

9
在日朝鮮人の渡来及び引き揚げに関する経緯・特
に戦時徴用労務者について（外務省公表集第４巻）

現在準備中

1 政府答弁書（H19.10.9　衆議院　福田首相)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b168068.htm

2 政府答弁書（H19.7.10　衆議院　安倍首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b166474.htm

1 政府答弁書（H13.8.28　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b152015.htm

2 政府答弁書（H19.7.10　衆議院　安倍首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b166455.htm

3 政府答弁書（H19.7.10　衆議院　安倍首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b166473.htm

4 広島市平和宣言（H25.8.6　松井広島市長）
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000
000000/1110537278566/index.html

5 広島市原爆被害と復興について（広島市ＨＰ）
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/0000000000000/
1001000002091/index.html

6 長崎市平和宣言（H25.8.9　田上長崎市長） http://www.city.nagasaki.lg.jp/peace/japanese/appeal/

7 原爆被爆者動態調査事業報告書（H21.3　長崎市）
http://www.city.nagasaki.lg.jp/heiwa/3020000/3020300/p002
386_d/fil/doutai-houkokusyo.pdf

8 原爆被爆者動態調査事業報告書（広島市） ＨＰ掲載なし

慰安婦・強制連行

10 30

9 29
沖縄戦における
集団自決
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原爆投下
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1 歴史問題Ｑ＆Ａ（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html

2 歴史問題Ｑ＆Ａ　関連資料集（外務省ＨＰ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/sh
iryo_11.html

象徴天皇制に関する基礎的資料　（最高法規とし
ての憲法のあり方に関する調査小委員会、H15.2）

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuke
n013.pdf/$File/shuken013.pdf#search='%E5%A4%A9%E7%9A%8
7%E5%88%B6+%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A6%8B%E8%A7%A3'

　第75回国会・S50.3.18　衆議院・内閣委員会

　第71回国会・S48.6.28　参議院・内閣委員会

　第113回国会・S63.10.11　参議院・内閣委員会

　第71回国会・S48.4.17　衆議院・内閣委員会

　第72回国会・S49.2.21　衆議院・内閣委員会

　第96回国会・S57.5.13　衆議院・決算委員会

　第118回国会・H2.5.24　参議院・内閣委員会

　第123 回国会・H4.4.7　参議院・内閣委員会

　第118 回国会・H2.4.17　衆議院・法務委員会

　第75 回国会・S50.3.14　衆議院・内閣委員会

　第118 回国会・H2.5.17　衆議院・予算委員会

　第 61 回国会・S44.3.14 衆議院・内閣委員会

　第87 回国会・S54.5.23　衆議院・法務委員会

　第87 回国会・S54.4.13　衆議院・内閣委員会

　第118 回国会・H2.5.24　参議院・内閣委員会

　第68 回国会・S47.3.30　衆議院・内閣委員会

　第68 回国会・S47.3.30　衆議院・内閣委員会

2 皇室典範に関する有識者会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.ht
ml

天皇の地位と国事
行為

3412

1

11 32
極東国際軍事裁
判（東京裁判）
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http://kokkai.ndl.go.jp/

上記ＵＲＬは国会会議録検索システム（国立国会図書館））で
す。このシステムより、左記の年月日、回次、演説者から資料
を検索することができます。

国連安保理決議第82号・83号

リンク先のファイルに含まれる史料の16-17ページ「附録一
六月二十五日の安全保障理事会の決議全文」が「国連安保
理決議第82号」に該当し、資料18ページ「附録二　六月二十
七日の安全保障理事会の決議全文」が「国連安保理決議第
83号」に該当する。どちらの部分にも「国連安保理決議第○○
号」という記述はない

国連安保理決議第84号

リンク先のファイルに含まれる史料の13-15ページ「七月七日
の安全保障理事会の決議」の部分が、国連安保理決議第84
号について外務省が内容をまとめ、考察を加えた内容となっ
ている。なお、「国連安保理決議第○○号」という記述はなく、
「決議全文未入手」と記されている。

2 施政方針演説（S.25.7.14　参議院 吉田首相） http://kokkai.ndl.go.jp/

3 政府答弁（S.25.7.17　衆議院　池田蔵相） http://kokkai.ndl.go.jp/

1 歴史問題Ｑ＆Ａ（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/03.html

2 歴史問題Ｑ＆Ａ　関連資料集（外務省ＨＰ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/sh
iryo_06.html

3 歴史問題Ｑ＆Ａ（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/04.html

4 ＯＤＡ白書 2004年（外務省ＨＰ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusy
o/04_hakusho/ODA2004/html/zuhyo/zu010091.htm

5 政府答弁書（H14.12.20 　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b155019.htm

6 政府答弁書（H15.8.26 　　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/
b156149.htm

7 日華平和条約 現在準備中

1
日米安保共同宣言（H8.4.17　橋本首相・クリントン
大統領）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/sengen.html

2
日米安保条約署名５０周年に当たっての内閣総理
大臣の談話（H22.1.19　鳩山首相）

http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/20100
1/19danwa.html

1 内閣総理大臣談話（H8.9.10　橋本首相）
http://www.kantei.go.jp/jp/hasimotosouri/speech/1996
/0910.html

2 在日米軍に関する諸施策（防衛省HP） http://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/

3
 沖縄の米軍及び自衛隊基地（統計資料）等（沖縄
県ＨＰ）

http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/toukeis
iryousyu2503.html

4
　「普天間飛行場の危険性」（2013年3月）パンフ
レットデータ（宜野湾市ＨＰ）

http://www.city.ginowan.okinawa.jp/sisei/base/02/201
3panfu_497.html

5 嘉手納町と基地（沖縄県嘉手納町ＨＰ）
http://www.town.kadena.okinawa.jp/kadena/kadena_air_
base.html

1
国連安全保障理事会決議　第８２号・第８３号・第８

４号

13 35 1
第87回国会
　　（S54.4.19　衆議院・内閣委員会　大平首相）

14 37 朝鮮戦争

日米安全保障条約

40

39

沖縄の米軍基地17

3815

16

憲法改正

戦後賠償
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1
「中学校学習指導要領解説」及び「高等学校学習
指導要領解説」の一部改訂について（文部科学省
HP）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/youryou/__icsFiles/afieldfile/2014/01/28/1343702_1_1.pdf

2
政府答弁（S31.2.11　衆議院外務委員会　森下外
務政務次官）

http://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou12.pdf

3 北方領土問題（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/index.html

4 竹島問題（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

5 政府答弁書（H18.5.12　衆議院　小泉首相）
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shits
umon/b164236.htm

6 Web竹島問題研究所　かえれ島と海（島根県ＨＰ） http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/

7 日中関係（尖閣諸島をめぐる情勢）（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/

1
日朝首脳会談（概要）（外務省ＨＰ） http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/sk_040

5.html

2 北朝鮮による日本人拉致問題（外務省ＨＰ）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/rachi.h
tml

3
北朝鮮による日本人拉致問題（外務省リーフレッ
ト）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdf
s/rachi_mondai_2011.pdf

4
北朝鮮による日本人拉致問題の概略及び経緯（外
務省ＨＰ）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/n_k/rachi.ht
ml

5
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処に関する政府の取組についての報告書
（外務省ＨＰ）

http://www.rachi.go.jp/jp/shisei/houkoku/meta/2012ho
ukoku.pdf

6
 国内における取組状況（政府 拉致問題対策本
部）

http://www.rachi.go.jp/jp/ratimondai/syousai.html#rm0
4

7
北朝鮮人権状況決議の国連総会第3委員会にお
ける採択（外務省ＨＰ）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000322.h
tml
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19 拉致問題

領土をめぐる問題42
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1
義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学
校教科用図書検定基準の一部を改正する告示（文
部科学省ＨＰ）

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1343450.htm

2 「教科書改革実行プラン」（文部科学省HP） http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/11/__icsFiles/afiel
dfile/2013/11/15/1341515_01.pdf

3
義務教教育諸学校教科用図書検定基準（平成21
年3月4日文部科学省告示第33号）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/1260042.h
tm

4
高等学校教科用図書検定基準（平成21年9月9日
文部科学省告示第166号）

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1284728.htm

5 教科書検定の趣旨（文部科学省ＨＰ）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiy
ou/04060901/003.htm

6 教科書検定の方法（文部科学省ＨＰ）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiy
ou/04060901/004.htm

7 教科書検定制度の改善（文部科学省ＨＰ）
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/d
etail/1318346.htm

1 政府答弁（H2.3.26　参議院予算委員会） http://kokkai.ndl.go.jp/

2 政府答弁（S47.3.30　衆議院内閣委員会） http://kokkai.ndl.go.jp/

3
再雇用拒否処分取消等請求事件 最高裁判決（裁
判所ＨＰ）

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81351&ha
nreiKbn=02

4
「国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について（通知）」
（H22.1.7　教高指第1723号　教育長）

教科書検定4620

国旗・国歌法4721
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