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現代社会 高等学校　新現代社会［現社−318］

本文・図版などの更新・変更

ページ 箇　所 変更前 変更後 補　足

巻頭Ⅰ 世界の国々　
年次 2019年 2020年

9 本文　6～7行目 　　　　 　 →⑥

海面上昇
　　　　  　 　

海面上昇

12
図③環境問題に関
する国際会議
最終行

15　第 21 回締約国会議でパリ
協定を採択
　

15　第 21 回締約国会議でパリ
協定を採択
16　パリ協定発効

13

本文　19行目

側注

　　　　　  
（「パリ協定」）

　

                  2

（「パリ協定」）

2　2019年，アメリカが国連
に離脱を正式に通告した。

2019年にアメリカがパリ協
定からの離脱を正式に通告し
ました。
なお，2021年2月にバイデン
政権はパリ協定に復帰しまし
た。

15 ステップ3
本文　7～8行目

2017年にパリ協定からの離脱
を表明した。

2019年にパリ協定からの離脱
を国連に通告した。

2019年にアメリカがパリ協
定からの離脱を正式に通告し
ました。
なお，2021年2月にバイデン
政権はパリ協定に復帰しまし
た。

19 本文　14行目 （2017年現在） （2020年現在）

20 本文　11行目 割合は1％程度である。 割合はまだ少ない。

電力買い取り制度の普及によ
り，日本の発電エネルギーに
占める，水力発電を除く再生
可能エネルギーは，8.1％と
なっています（2017年）。

42 本文　23行目 セクシャルハラスメント セクシュアルハラスメント

行政で広く使用されている表
記に統一しました。「セクシ
ャルハラスメント」でも誤り
ではありません。

73

　　

本文　3行目

側注

　　　　　　　　　　　　　    
アイヌ文化振興法が制定された。

　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2

アイヌ文化振興法が制定された。

2　2019年にはアイヌ施策推
進法が制定された。

2019年にアイヌ施策推進法
が制定されました。
これに伴い，側注番号及びレ
イアウトを変更しています。

76 導入 
本文　7～8行目

（可視化）にするよう求める声
が高まっている。

（可視化）にする制度づくりが
進められている。

89 側注1　5行目 推進本部　設置期間は16人 推進本部，国際博覧会推進本部
設置期間は17人

2020年に国際博覧会推進本
部が設置され，国務大臣の人
数が変更されました。

90

図③国のおもな行
政機関　右上

中央上

左上
注＊　2～3行目

左下

　

国務大臣
（16～19名以内）

東京パラリンピック競技大会推
進本部　設置期間の特例

消費者庁
　
警察庁

国際博覧会推進本部

国務大臣
（17～20名以内）

東京パラリンピック競技大会推
進本部，国際博覧会推進本部設
置期間の特例

消費者庁
カジノ管理委員会
警察庁

2020年に国際博覧会推進本
部が設置され，国務大臣の人
数が変更されました。また，
同年にカジノ管理委員会が発
足しました。
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94 導入　本文5行目 試行されている。 進められている。

95
図⑤おもな違憲
判決
図中 判決日

国籍法違憲判決　08.6.5 国籍法違憲判決　08.6.4

99 図⑥判決の種類
左端下段 （拘置所　で執行される） （拘置所などで執行される）

100 本文　14行目 議会の解散や首長・議員らの解
職（リコール）

議会の解散や首長・議員らの解
職（リコール）

「リコール」の範囲を議会の
解散も含めたより広いものに
変更しました。「解職（リコ
ール）」でも誤りではありま
せん。

105 側注3  7行目

非拘束名簿式という。　 非拘束名簿式という。また，個
人名の得票に関係なく，政党が
指定した候補者を優先的に当選
させる特定枠の制度もある。

2018年の公職選挙法の改正
に伴い，2019年の第25回参
議院選挙から特定枠制度が導
入されました。

122

導入 
本文　1～2行目

2020年に東京で56年ぶりに夏
季オリンピック・パラリンピッ
クの開催が決まった。オリンピ
ックの開催は

4年に1回開催されるオリンピ
ック・パラリンピックの開催
　は

東京2020オリンピック・パ
ラリンピックは，新型コロナ
ウイルスの世界的な感染拡大
を受けて，開催の延期が決定
しました。図①新国立競技場

の建設予定地　
キャプション

新 国 立 競 技 場 の 建 設 予 定 地
（2015年） 　

新 国 立 競 技 場 の 建 設 予 定 地
（2015年）　2020年に開催が予
定されていた東京オリンピッ
ク・パラリンピックは，新型コ
ロナウイルスの影響で，実施が
延期されている。

129 側注3 政府は2018年度をめどに廃止す
ることを正式に決定した。

　2018年度　に廃止　。 2018年度に減反政策は廃止
されました。

137 本文　15行目 19年10月には10％への引き上
げを予定している。

19年10月には10％に引き上げ
られた。

2019年10月に消費税率が10
％に引き上げられました。

142

図②国・地方のプ
ライマリー・バラン
ス（対GDP比）の
推移
キャプション
１行目

消費税を10％にして，毎年 　毎年

意見　Cさん
１～２行目

消費税を過去2回引き上げた際
には，いずれも景気が大きく悪
化している。

消費税を過去に引き上げた際に
は，　景気が大きく悪化したこ
ともある。

143

図⑤世界各国の消
費税率　
キャプション
３～４行目

ニュージーランドは，医療や年
金の財源がすべて税金であるた
めに，消費税率が高くなってい
る。

日本も2019年に消費税率を10
％に引き上げた際に，食品など
に軽減税率を導入した。

2019年10月の消費税率10％
への引き上げにあわせて，軽
減税率が導入されました。

153 本文　18～19行目 セクシャルハラスメント セクシュアルハラスメント
行政で広く使用されている表
記に統一しました。「セクシ
ャルハラスメント」でも誤り
ではありません。

154 導入 
本文　2～4行目

受け入れを進める一方，それ以
外の分野では消極的であった。
しかし，労働力人口の減少が進
むなかで，さらなる外国人労
働者の受け入れが議論されてい
る。

受け入れを進めてきた。2018
年には出入国管理及び難民認定
法が改正され，受け入れの幅が
広がっている。

2018年の出入国管理及び難
民認定法の改正に伴い，人材
不足が懸念されている「特定
産業分野」に，外国人が就労
可能な在留資格「特定技能１
号」と「特定技能２号」が創
設されました。
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156-
157

求人票を見てみよ
う ページ全体を更新

2020年1月より，ハローワー
クのシステム変更に伴い，高
卒求人の求人票の様式が変更
されました。

164
経済教室
本文　左段
7～９行目

赤字が続いている。サービス収
支は，日本への外国人旅行者よ
りも，海外へ行く日本人旅行者
の方が多いことから赤字となっ
ている。

赤字になることもある。サービ
ス収支は，日本への外国人旅行
者よりも，海外へ行く日本人旅
行者の方が多いことから赤字が
続いていた。

168

図②EUの歩み
最終行

13　クロアチア加盟
　

13　クロアチア加盟
20　イギリス離脱

2020年1月にイギリスがEU
を離脱しました。

側注1
イギリスでは2016年の国民投
票でEUからの離脱を支持する
人が過半数に達した。

イギリス　は2016年の国民投票
の結果を受け，20年にEUから　
離脱　した。

169

図③世界のおもな
地域経済統合
左上

凡例上

凡例下

NAFTA

TPP交渉参加国（2018年2月現
在）
＊2　アメリカは2017年にTPP
からの離脱を表明

EU（欧州連合）（28か国）

NAFTA（北米自由貿易協定）

USMCA

TPP11協定（11か国）

　

EU（欧州連合）（27か国）

USMCA（米国・メキシコ・カ
ナダ協定）

2020年1月にイギリスがEU
を離脱しました。また，同
年7月に北米自由貿易協定
（NAFTA）に代わる新協定
米国・メキシコ・カナダ協
定（USMCA）が発効しまし
た。注の番号を変更していま
す。

本文　16～17行目

2018年には，環太平洋経済連
 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership

携（TPP）協定が発効し
 Agreement（→p.171）

2018年にはTPP11協定（環太平
Comprehensive and Progressive Agreement for

洋パートナーシップに関する包
 Trans-Pacific Partnership （→p.171）

括的及び先進的な協定）が発効

し 

2018年のTPP11協定の発効
に伴い，変更しました。

本文　19～20行目

側注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

NAFTA（北米自由貿易協定）

　

　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　4

NAFTA（北米自由貿易協定）

4　2020年にNAFTAにかわる
新 し い 枠 組 み と な るUSMCA

（米国・メキシコ・カナダ協定）
が発効した。

2020年7月に北米自由貿易協
定（NAFTA）に代わる新協
定の米国・メキシコ・カナダ
協定（USMCA）が発効しま
した。

170

導入　タイトル
 
導入　本文
　　　2行目

　　　4行目

TPP　の功罪

TPP　が

交渉にあたっては，日本国内で
も賛成・反対が議論された。

TPP協定の功罪

TPP11協定が

交渉の過程では，日本国内でも
賛否が議論された。

2018年のTPP11協定の発効
に伴い，TPP11協定（環太平
洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定）と
TPP協定（環太平洋パートナ
ーシップ協定）の表記をそれ
ぞれ統一しました。図①TPP交渉参加

に反対する農業団
体　タイトル

TPP　交渉 TPP協定交渉
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171

本文　17行目

側注

  　　　　　　　　　　　　

TPP　では
（→p.169）

　

  　　　　　　　　　　　　　　　4 

TPP協定では
　

4　環太平洋パートナーシップ
協定。

2018年のTPP11協定の発効
に伴い，TPP11協定（環太平
洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定）と
TPP協定（環太平洋パートナ
ーシップ協定）の表記をそれ
ぞれ統一しました。

本文　21行目 TPPは11か国で
　　　  　

TPP11協定が11か国で
　　　　（→p.169）

図④世界に占める
TPP交渉参加国の
GDPの割合　
タイトル

TPP　交渉参加国 TPP協定交渉参加国

171 発展　１行目 TPP　への参加 TPP協定への参加

2018年のTPP11協定の発効
に伴い，TPP11協定（環太平
洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定）と
TPP協定（環太平洋パートナ
ーシップ協定）の表記をそれ
ぞれ統一しました。

173 コラム　
本文　12行目 生じ　る 生じている 2016年以降,中国の一人っ子

政策が緩和されています。

191
図⑥核をめぐる世
界の動き
13～14行目

87　米ソ，中距離核戦力（INF）
全廃条約に調印（88年発効　）

87　米ソ，中距離核戦力（INF）
全廃条約に調印（88年発効，19
年失効）

2019年に中距離核戦力（INF）
全廃条約が失効しました。

215

民法　
改正公布年月日

第90条

第415条
3～5行目

2018（平成30）年6月20日

公の秩序又は善良の風俗に反す
る事項を目的とする法律行為
は，無効とする。

請求することができる。　債務
者の責めに帰すべき事由によっ
て履行をすることができなくな
ったときも，同様とする。

2019（令和元）年6月14日

公の秩序又は善良の風俗に反す
る　法律行為は，無効とする。

請求することができる。ただ
し，その債務の不履行が契約そ
の他の債務の発生原因及び取引
上の社会通念に照らして債務者
の責めに帰することができない
事由によるものであるときは，
この限りでない。

2019年に民法が改正されま
した。

216 環境基本法
最終改正年月 2014（平成26）年5月30日 2018（平成30）年6月13日

217 労働基準法
最終改正年月日 2014（平成26）年6月25日 2020（令和２）年3月31日

218
男女雇用機会均等
法
最終改正年月日

2014（平成26）年6月13日 2019（令和元）年6月5日

巻末Ⅰ 日本の世界遺産
年次 2019年7月 2020年9月

図版などの更新　以下の図版・写真，統計資料の更新や社会情勢の反映を行っております。また，上記更新とあわせてさくいん

も変更しております。

〇巻頭Ⅰ図②（写真，キャプションの差し替え）　

〇p.19図⑤原子力発電所の分布　　 〇p.92図①（写真，撮影年の差し替え） 〇p.108-109図①戦後政治の歩み

 〇p.138-139図①日本経済の歩み　　 〇p.168図①EU加盟国の１人あたりのGNI 〇p.169図③世界のおもな地域経済統合 

〇p.171図③世界の１人あたりのGNIと日本とFTA・EPAを署名・発効した国・地域

〇p.182-183図①戦後の国際政治の歩み 〇巻末Ⅱ-Ⅲ 第二次世界大戦後のおもなできごと




