
東京都区分 

①共通問題・後期選抜・新宿 

②国分寺・墨田川・日比谷・西・国立 

③八王子東・青山・戸山・立川 

  白鷗・両国・富士・大泉・武蔵 

2019年度 全国公立高校入試出典一覧 

ご覧になりたい都道府県をクリックすると各ページへジャンプします。 

戻る場合は、右下の『▲TOPへ戻る』をクリックして下さい。 



タイトル
『雑草はなぜそこに

生えているのか』
タイトル

『司馬江漢全集』所載

「春波楼筆記」
タイトル 『玉勝間』 タイトル 『読書の価値』

著者 稲垣 栄洋 著者 司馬 江漢 著者 本居 宣長 著者 森 博嗣

出版社 筑摩書房 出版社 八坂書房 出版社 岩波書店 出版社 NHK出版

タイトル
『サニー・

シックスティーン・ルール』
タイトル

『日本人にとって

美しさとは何か』
タイトル

『ぼくたちの

P（パラダイス）』
タイトル 『夜を乗り越える』

著者 関口 尚 著者 高階 秀爾 著者 にしがき ようこ 著者 又吉 直樹

出版社 中央公論新社 出版社 筑摩書房 出版社 小学館 出版社 小学館

タイトル 『くちびるに歌を』 タイトル 『宇治拾遺物語』 タイトル 『「里」という思想』

著者 中田 永一 著者 不詳 著者 内山 節

出版社 小学館 出版社 KADOKAWA 出版社 新潮社

タイトル
『「言葉にできる」は

武器になる。』
タイトル 『願いながら、祈りながら』 タイトル 『無名草子』

著者 梅田 悟司 著者 乾 ルカ 著者 不詳

出版社 日本経済新聞出版社 出版社 徳間書店 出版社 新潮社

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期 】 【 一般 】 【 一般 】

北　海　道 青　森

秋　田

【 前期 】 【 前期 】 【 一般 】

NO

IMAGE

【 裁量問題 】 【 再募集 】

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033707180&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033712340&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019482653&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033781901&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033748361&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033450023&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033624639&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031592963&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033532504&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033018513&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033488903&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033661024&Action_id=121&Sza_id=B0


タイトル 『泣き虫ハァちゃん』 タイトル 『古事談』 タイトル 『君だけのシネマ』 タイトル
『噺本大系 第六巻』

所載「軽口ひやう金房」

著者 河合 隼雄 著者 源 顕兼 著者 高田 由紀子 著者 不詳

出版社 新潮社 出版社 笠間書院 出版社 PHP研究所 出版社 東京堂出版

タイトル
『人生を

豊かにする学び方』
タイトル

『高校生と考える

希望のための教科書』

所載「芸術と生きること」

著者 汐見 稔幸 著者 李 禹煥

出版社 筑摩書房 出版社 左右社

タイトル 『ダック・コール』 タイトル 『菜根譚』 タイトル
『ビッグデータと人工知能

可能性と罠を見極める』

著者 稲見 一良 著者 洪 自誠 著者 西垣 通

出版社 早川書房 出版社 岩波書店 出版社 中央公論新社

タイトル

『食の人類史

ユーラシアの狩猟・採集、

農耕、遊牧』

タイトル
『明治ガールズ

富岡製糸場で青春を』
タイトル

『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」

著者 佐藤 洋一郎 著者 藤井 清美 著者 不詳

出版社 中央公論新社 出版社 KADOKAWA 出版社 小学館

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

岩　手 山　形

宮　城

【 後期 】【 前期 】 【 後期 】

【 後期 】【 前期 】 【 前期 】

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032406570&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033668708&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032503929&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033793021&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033753535&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018964025&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033420761&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001975394&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033624444&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033471955&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『戦国策』 タイトル 『知の体力』 タイトル 『室町殿物語』 タイトル 『兵隊宿』所載「虚無僧」

著者 劉向 著者 永田 和宏 著者 楢村 長教 著者 竹西 寛子

出版社 講談社 出版社 新潮社 出版社 平凡社 出版社 講談社

タイトル 『流星と稲妻』 タイトル
『都市と地方をかきまぜる

「食べる通信」の奇跡』

著者 落合 由佳 著者 高橋 博之

出版社 講談社 出版社 光文社

タイトル 『伊曾保物語』 タイトル 『知の体力』 タイトル 『地に滾る』 タイトル 『土佐日記』

著者 不詳 著者 永田 和宏 著者 あさの あつこ 著者 紀 貫之

出版社 岩波書店 出版社 新潮社 出版社 祥伝社 出版社 角川学芸出版

タイトル 『孫子』 タイトル 『40億年、いのちの旅』 タイトル 『孟子』

著者 孫子 著者 伊藤 明夫 著者 孟子

出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
福　島 栃　木

NO

IMAGE

【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

群　馬

【 前期 】 【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031526076&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033816352&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033482465&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018462575&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030675906&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033796633&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033786696&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833391&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031919084&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル

『小説現代

2018年7月号』所載

「ジョックロックに笑え」

タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」
タイトル 『燈火』 タイトル

『対話「日本の文化」に

ついて』所載

「桜を歌う詩人達」

著者 額賀 澪 著者 不詳 著者 三浦 哲郎 著者 白洲 正子

出版社 講談社 出版社 小学館 出版社 幻戯書房 出版社 神無出版

タイトル

『現代思想講義

人間の終焉と

近未来社会のゆくえ』

タイトル
『ヒトはなぜ絵を描くのか

芸術認知科学への招待』
タイトル 『伊勢物語』所載「渚院」

著者 船木 亨 著者 齋藤 亜矢 著者 不詳

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 講談社

タイトル 『雨降る森の犬』 タイトル

『芸術新潮 2018年

9月号』所載「新・三十六

歌仙はかくして決まった」

タイトル
『馬場あき子の

「百人一首」』
タイトル

『死の練習

シニアのための哲学入門』

所載「二重の視点」

著者 馳 星周 著者
上野 誠・渡部 泰明・

馬場 あき子
著者 馬場 あき子 著者 中島 義道

出版社 集英社 出版社 新潮社 出版社 NHK出版 出版社 ワニブックス

タイトル

『世界は美しくて不思議に

満ちている 「共感」から

考えるヒトの進化』

タイトル 『古今和歌集』 タイトル 『銀杏手ならい』 タイトル 『古典のすすめ』

著者 長谷川 眞理子 著者

紀友則・紀貫之・

凡河内躬恒・

壬生忠岑/撰

著者 西條 奈加 著者 谷 知子

出版社 青土社 出版社 岩波書店 出版社 祥伝社 出版社 KADOKAWA

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】 【 新宿 】 【 新宿 】

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】 【 新宿 】

【 共通問題 】 【 共通問題 】

東　京

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
埼　玉 東　京

【 共通問題 】 【 共通問題 】

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033487605&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033043906&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018814006&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000000981044&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033781235&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033819006&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910033050988&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001292149&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033513547&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570786&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033773109&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033682371&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033879038&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033689955&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『球道恋々』 タイトル
『「家」と「やど」

建築からの文化論』
タイトル

『世界思想 45号

2018春』所載「免疫力と

しての科学リテラシー」

タイトル
『情動の哲学入門

価値・道徳・生きる意味』

著者 木内 昇 著者 若山 滋 著者 渡辺 政隆 著者 信原 幸弘

出版社 新潮社 出版社 朝日新聞出版 出版社 世界思想社 出版社 勁草書房

タイトル 『グローバリズムという病』 タイトル
『ひとり吹奏楽部

ハルチカ番外篇』
タイトル

『日本的感性

触覚とずらしの構造』
タイトル 『利休と遠州』

著者 平川 克美 著者 初野 晴 著者 佐々木 健一 著者 薄田 泣菫

出版社 東洋経済新報社 出版社 KADOKAWA 出版社 中央公論新社 出版社 青空文庫

タイトル

『ともに読む古典

中世文学編』所載

「想像力のあそび」

タイトル 『風に恋う』 タイトル 『ひきこもりの国民主義』 タイトル 『黄昏客思』

著者 深沢 眞二 著者 額賀 澪 著者 酒井 直樹 著者 松浦 寿輝

出版社 笠間書院 出版社 文藝春秋 出版社 岩波書店 出版社 文藝春秋

タイトル

『現代思想講義

人間の終焉と

近未来社会のゆくえ』

タイトル
『茶席からひろがる

漢詩の世界』
タイトル 『幼年 水の町』

著者 船木 亨 著者 諸田 龍美 著者 小池 昌代

出版社 筑摩書房 出版社 淡交社 出版社 白水社

【 西 】 【 西 】 【 国立 】

【 日比谷 】 【 西 】 【 国立 】 【 国立 】

東　京

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 国分寺 】 【 墨田川 】 【 墨田川 】 【 日比谷 】

NO

IMAGE

東　京

【 国分寺 】 【 国分寺 】

NO

IMAGE

【 墨田川 】

NO

IMAGE

【 日比谷 】

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033344432&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033585518&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033773109&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033789395&Action_id=121&Sza_id=E2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033650142&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033679367&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033697423&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033683740&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033611454&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033127876&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033566948&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032482682&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『科学・技術と現代社会』 タイトル
『日本の詩歌

その骨組みと素肌』
タイトル 『ホームグラウンド』 タイトル

『日本語は哲学する

言語である』

著者 池内 了 著者 大岡 信 著者 はらだ みずき 著者 小浜 逸郎

出版社 みすず書房 出版社 岩波書店 出版社 KADOKAWA 出版社 徳間書店

タイトル 『完パケ！』 タイトル

『数学の想像力

正しさの深層に

何があるのか』

タイトル
『瑞穂の国うた

句歌で味わう十二か月』
タイトル

『戯作三昧・一塊の土』

所載「戯作三昧」

著者 額賀 澪 著者 加藤 文元 著者 大岡 信 著者 芥川 龍之介

出版社 講談社 出版社 筑摩書房 出版社 新潮社 出版社 新潮社

タイトル 『能、世阿弥の「現在」』 タイトル
『石の来歴・浪漫的な

行軍の記録』
タイトル

『文學界 2018年8月号』

所載「めだか」
タイトル

『石井忠久 中西進の

漢詩歓談』

著者 土屋 恵一郎 著者 奥 泉光 著者 いしい しんじ 著者 石川 忠久・中西 進

出版社 KADOKAWA 出版社 講談社 出版社 文藝春秋 出版社 大修館書店

タイトル 『動く倫理学を展開する』 タイトル 『歌説話の世界』 タイトル
『人工知能時代を

〈善く生きる〉技術』

著者 小林 道憲 著者 馬場 あき子 著者 堀内 進之介

出版社 ミネルヴァ書房 出版社 講談社 出版社 集英社

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
東　京

【 八王子東 】 【 八王子東 】 【 青山 】 【 戸山 】

【 八王子東 】 【 青山 】 【 青山 】 【 戸山 】

【 戸山 】 【 立川 】

【 立川 】 【 立川 】

東　京 東　京　（ 白鷗・両国・富士・大泉・武蔵 ）

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033164475&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033726286&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033680917&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032936697&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033258407&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032838404&Action_id=121&Sza_id=F4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033793169&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032680042&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033085354&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033493572&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032338260&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031700407&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910077070881&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033735605&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031369032&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル

『新日本古典文学大系52

庭訓往来 句双紙』所載

「実語教童子教諺解」

タイトル
『人工知能時代を

〈善く生きる〉技術』
タイトル 『〈どんでん返し〉の科学史』 タイトル

『人文論叢（三重大学）

第28号2011年』所載

「文化の類型と

コミュニケーションギャップ」

著者 覚賢恵空/編 著者 堀内 進之介 著者 小山 慶太 著者 藤本 久司

出版社 岩波書店 出版社 集英社 出版社 中央公論新社 出版社
三重大学

人文学部文化学科

タイトル 『たゆたえども沈まず』 タイトル

『社会心理学講義

〈閉ざされた社会〉と

〈開かれた社会〉』

タイトル 『異文化理解入門』 タイトル 『ことばと思考』

著者 原田 マハ 著者 小坂井 敏晶 著者 原沢 伊都夫 著者 今井 むつみ

出版社 幻冬舎 出版社 筑摩書房 出版社 研究社 出版社 岩波書店

タイトル

『NHKカルチャーラジオ

文学の世界

詩と出会う 詩と生きる』

タイトル 『無名抄』 タイトル 『子どもと本』

著者 若松 英輔 著者 鴨 長明 著者 松岡 享子

出版社 NHK出版 出版社 角川学芸出版 出版社 岩波書店

タイトル
『菊のきせ綿

江戸菓子舗 照月堂』
タイトル

『洛中洛外画狂伝

狩野永徳』
タイトル

『新編日本古典

文学全集 64』所載

「一休ばなし」

著者 篠 綾子 著者 谷津 矢車 著者 不詳

出版社 角川春樹事務所 出版社 徳間書店 出版社 小学館

【 前期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

【 共通 】 【 特色 】 【 横浜サイエンス

フロンティア 】

【 横浜サイエンス

フロンティア 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 後期選抜 】

千　葉

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 共通 】 【 共通 】 【 特色 】 【 横浜サイエンス

フロンティア 】

NO

IMAGE

神　奈　川

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019763762&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033671129&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033735605&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032494583&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032939969&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032952800&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033726161&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000007401528&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033707514&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032896449&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033719074&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033212852&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『ピアノをきかせて』 タイトル
『ここからはじめる

短歌入門』
タイトル

『芸術とは何か

千住博が答える

147の質問』

タイトル 『生きること学ぶこと』

著者 小俣 麦穂 著者 坂井 修一 著者 千住 博 著者 広中 平祐

出版社 講談社 出版社 角川学芸出版 出版社 祥伝社 出版社 集英社

タイトル

『声のサイエンス

あの人の声は、

なぜ心を揺さぶるのか』

タイトル 『徒然草』 タイトル 『甲子夜話』

著者 山﨑 広子 著者 吉田 兼好 著者 松浦 静山

出版社 NHK出版 出版社 筑摩書房 出版社 平凡社

タイトル
『人間の偏見

動物の言い分』
タイトル 『正法眼蔵随聞記』 タイトル 『木曜日にはココアを』 タイトル

『AI vs. 教科書が

読めない子どもたち』

著者 高槻 成紀 著者
道元/述

孤雲懐奘/編
著者 青山 美智子 著者 新井 紀子

出版社 イースト・プレス 出版社 筑摩書房 出版社 宝島社 出版社 東洋経済新報社

タイトル 『ペンギンは空を見上げる』 タイトル

『2045年問題

コンピュータが

人類を超える日』

タイトル 『古今著聞集』

著者 八重野 統摩 著者 松田 卓也 著者 橘 成季

出版社 東京創元社 出版社 廣済堂出版 出版社 新潮社

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
茨　城 　新　潟

富　山 石　川

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033706775&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033748360&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032482787&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032407904&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033059123&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031909812&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032587166&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033761780&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033766020&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018739100&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033645738&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032859416&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033717113&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033902609&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『読書の価値』 タイトル 『沙石集』 タイトル 『願いながら、祈りながら』 タイトル 『新序』

著者 森 博嗣 著者 無住一円 著者 乾 ルカ 著者 劉向

出版社 NHK出版 出版社 岩波書店 出版社 徳間書店 出版社 明徳出版社

タイトル
『身体が生み出す

クリエイティブ』
タイトル

『ありえないほど

うるさいオルゴール店』
タイトル

『人生を

豊かにする学び方』

著者 諏訪 正樹 著者 瀧羽 麻子 著者 汐見 稔幸

出版社 筑摩書房 出版社 幻冬舎 出版社 筑摩書房

タイトル
『図書 2018年6月号』

所載「上手い、おもしろい」
タイトル

『まなざしのデザイン

〈世界の見方〉を

変える方法』

タイトル

『新日本古典文学大系

67・68 近世歌文集

上下』所載「初学考鑑」

タイトル 『よろこびの歌』

著者 齋藤 亜矢 著者 ハナムラ チカヒロ 著者 武者小路 実陰 著者 宮下 奈都

出版社 岩波書店 出版社 NTT出版 出版社 岩波書店 出版社 実業之日本社

タイトル 『天翔ける』 タイトル 『読書からはじまる』 タイトル 『知の体力』 タイトル
『新書漢文大系21

世説新語』

著者 葉室 麟 著者 長田 弘 著者 永田 和宏 著者 劉義慶/撰

出版社 KADOKAWA 出版社 NHK出版 出版社 新潮社 出版社 明治書院

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

NO

IMAGE

長　野 岐　阜

【 Aグループ 】 【 Bグループ 】 【 Bグループ 】

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

【 Aグループ 】 【 Aグループ 】 【 Bグループ 】

福　井 愛　知

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033748361&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033719688&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033760801&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033532504&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033668708&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033704201&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033683886&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031786996&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019746401&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032812003&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031162667&Action_id=121&Sza_id=F2


タイトル
『雑草が教えてくれた

日本文化史』
タイトル 『枕草子』 タイトル 『種まく人』

著者 稲垣 栄洋 著者 清少納言 著者 若松 英輔

出版社 エイアンドエフ 出版社 岩波書店 出版社 亜紀書房

タイトル
『科学 2003年12月号』

所載「自然科学者の誕生」
タイトル

『和漢朗詠集』所載

「殷協律に寄す」
タイトル

『茨木のり子詩集』所載

「言いたくない言葉」

著者 河合 隼雄 著者 白 居易 著者 茨木 のり子

出版社 岩波書店 出版社 角川学芸出版 出版社 岩波書店

タイトル

『ぼくたちはきっと

すごい大人になる』

所載「シュルッセル」

タイトル
『新編日本古典文学全集

64』より「浮世物語」
タイトル

『インコの謎 言語学習能力、

フルカラーの視覚、

二足歩行、種属を超えた

人間との類似点が多いわけ』

タイトル 『ことばの発達の謎を解く』

著者 有吉 玉青 著者 浅井 了意 著者 細川 博昭 著者 今井 むつみ

出版社 光文社 出版社 小学館 出版社 誠文堂新光社 出版社 筑摩書房

タイトル
『雑草はなぜそこに

生えているのか』
タイトル

『空を飛べるのはなぜか

もっと高く、より遠くへ！

人と生き物たちの

“飛ぶ”秘密に迫る』

タイトル 『枕草子』

著者 稲垣 栄洋 著者 秋本 俊二 著者 清少納言

出版社 筑摩書房 出版社 SBクリエイティブ 出版社 岩波書店

NO

IMAGE

静　岡 滋　賀

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
山　梨

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033666356&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001816026&Action_id=121&Sza_id=G2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032984387&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033810556&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033061467&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032989068&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033707180&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033204852&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033830846&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032862765&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001816026&Action_id=121&Sza_id=G2


タイトル 『更級日記』 タイトル 『元気が出る俳句』 タイトル 『さくらいろの季節』 タイトル

『新編日本古典

文学全集 64』所載

「一休ばなし」

著者 菅原孝標女 著者 倉阪 鬼一郎 著者 蒼沼 洋人 著者 不詳

出版社 講談社 出版社 幻冬舎 出版社 ポプラ社 出版社 小学館

タイトル 『列子』 タイトル

『「おいしさ」の科学

素材の秘密・味わいを

生み出す技術』

タイトル 『知の体力』

著者 列子 著者 佐藤 成美 著者 永田 和宏

出版社 岩波書店 出版社 講談社 出版社 新潮社

タイトル 『だしの神秘』 タイトル

『日本随筆大成

折々草　難波江』

所載「折々草」

タイトル 『古今著聞集』

著者 伏木 亨 著者 建部 綾足 著者 橘 成季

出版社 朝日新聞出版 出版社 吉川弘文館 出版社 新潮社

タイトル 『日本人とリズム感』 タイトル

『火の科学

エネルギー・神・鉄から

錬金術まで』

著者 樋口 桂子 著者 西野 順也

出版社 青土社 出版社 築地書館

【 前期選抜 】 【 中期選抜 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 後期選抜 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 中期選抜 】

京　都

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

三　重

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033374070&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019396790&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033072902&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033736208&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033231180&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033548269&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033689877&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031984962&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033568665&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033902609&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『ふしぎなことば

ことばのふしぎ』
タイトル

『われわれは

どこへ行くのか？』
タイトル

『新選書を語る』

所載

「芸術学からみた『書』」

タイトル

『ベスト・エッセイ 2015』

所載

「羯諦羯諦波羅羯諦」

著者 池上 嘉彦 著者 松井 孝典 著者 竹内 敏雄 著者 ピーター・バナード

出版社 筑摩書房 出版社 筑摩書房 出版社 二玄社 出版社 光村図書出版

タイトル 『ものづきあい』 タイトル 『はじめてみよう言語学』 タイトル 『きのふはけふの物語』 タイトル 『ホモ・ルーデンス』

著者 中川 ちえ 著者 佐久間 淳一 著者 不詳 著者 ホイジンガ

出版社 アノニマ・スタジオ 出版社 研究社 出版社 講談社 出版社 中央公論新社

タイトル 『梁塵秘抄』 タイトル 『となりの脳世界』 タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」
タイトル

『雑草はなぜそこに

生えているのか』

著者 後白河法皇/編 著者 村田 沙耶香 著者 不詳 著者 稲垣 栄洋

出版社 岩波書店 出版社 朝日新聞出版 出版社 小学館 出版社 筑摩書房

タイトル 『読書の価値』 タイトル
『言語コミュニケーションの

四つの要素』
タイトル 『古今著聞集』

著者 森 博嗣 著者 文化庁 著者 橘 成季

出版社 NHK出版 出版社 文化庁HP 出版社 新潮社

【 一般選抜 】

【 B 】

【 B 】

【 C 】

【 一般選抜 】

NO

IMAGE

【 特色選抜 】

【 A 】 【 C 】
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【 C 】 【 一般選抜 】 【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

【 A 】 【 C 】

【 C 】

大　阪

大　阪 奈　良

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000004626374&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031923631&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031840056&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031849342&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032043703&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033399027&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033295961&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033869453&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033298696&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033825732&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033748361&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033707180&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033902609&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『唐詩選』所載

「次北固山下」
タイトル 『曙に咲く』 タイトル 『知の体力』 タイトル 『伊曾保物語』

著者 王湾 著者 蜂谷 涼 著者 永田 和宏 著者 不詳

出版社 岩波書店 出版社 柏艪舎 出版社 新潮社 出版社 岩波書店

タイトル 『沙石集』 タイトル
『動的平衡2

生命は自由になれるのか』
タイトル 『風に恋う』

著者 無住一円 著者 福岡 伸一 著者 額賀 澪

出版社 岩波書店 出版社 小学館 出版社 文藝春秋

タイトル 『キラキラ共和国』 タイトル 『御伽草子』 タイトル
『大人になるって

おもしろい？』
タイトル 『伊勢物語』

著者 小川 糸 著者 市古 貞次/校注 著者 清水 眞砂子 著者 不詳

出版社 幻冬舎 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 講談社

タイトル
『学びとは何か

〈探究人〉になるために』
タイトル

『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」
タイトル

『ある男』所載

「一両札」

著者 今井 むつみ 著者 不詳 著者 木内 昇

出版社 岩波書店 出版社 小学館 出版社 朝日新聞出版

NO

IMAGE

鳥　取 島　根

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
兵　庫 和　歌　山

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030744310&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033844331&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033823755&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033789395&Action_id=121&Sza_id=E2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033671127&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033410018&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000003574326&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033245955&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033343580&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000000981044&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル

『流鏑馬ガール！

青森県立一本杉高校、

一射必中！』

タイトル 『古典のすすめ』 タイトル
『漢文塾

漢字文化の魅力』
タイトル 『論語の読み方』

著者 相戸 結衣 著者 谷 知子 著者 田部井 文雄 著者 中野 孝次

出版社 ポプラ社 出版社 KADOKAWA 出版社 明治書院 出版社 海竜社

タイトル
『ヒトの見ている世界

蝶の見ている世界』
タイトル 『作庭記』 タイトル 『論語』 タイトル 『風に恋う』

著者 野島 智司 著者
武井 次郎

マーク・ピーター・キーン
著者 孔子 著者 額賀 澪

出版社 青春出版社 出版社
チャールズ・

イー・タトル出版
出版社 岩波書店 出版社 文藝春秋

【 特別 】

タイトル 『論語』 タイトル 『我鬼』 タイトル 『唐詩選〈中〉』

著者 孔子 著者 菊池 寛 著者 高木 正一

出版社 岩波書店 出版社 春陽堂 出版社 朝日新聞出版

タイトル 『食の多様性』 タイトル
『雑草はなぜそこに

生えているのか』
タイトル 『古典落語 3』

著者 佐藤 洋一郎 著者 稲垣 栄洋 著者 落語協会/編

出版社 勉誠出版 出版社 筑摩書房 出版社 角川春樹事務所

【 特別 】

【 特別 】

NO

IMAGE

岡　山 広　島

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 特別 】

岡　山

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033061006&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032449879&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032695017&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033789395&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033797475&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032706337&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033689955&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032138103&Action_id=121&Sza_id=HH
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033707180&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019868829&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032626730&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『ナイスキャッチ！Ⅲ』 タイトル

『日本随筆大成

第1期 第18巻』

所載「閑田次筆」

タイトル
『日本語は哲学する

言語である』
タイトル

『百年後、

ぼくらはここにいないけど』

著者 横沢 彰 著者 伴 蒿蹊 著者 小浜 逸郎 著者 長江 優子

出版社 新日本出版社 出版社 吉川弘文館 出版社 徳間書店 出版社 講談社

タイトル

『はじまりの社会学

問いつづけるための

レッスン』

タイトル
『中国古典小説選12』

所載「笑林」

著者 奥村 隆 著者 邯鄲淳

出版社 ミネルヴァ書房 出版社 明治書院

タイトル

『ベスト・エッセイ2018』

所載「”今どきの若い者”は

ことば遣いにうるさすぎる」

タイトル
『続百物語怪談集成』

所載「万世百物語」
タイトル

『俳句の不思議、

楽しさ、面白さ

ーそのレトリック』

タイトル

『世界は美しくて不思議に

満ちている 「共感」から

考えるヒトの進化』

著者 飯間 浩明 著者 烏有庵 著者 武馬 久仁裕 著者 長谷川 眞理子

出版社 光村図書出版 出版社 国書刊行会 出版社 黎明書房 出版社 青土社

タイトル 『ブロードキャスト』 タイトル

『ゴリラからの警告

「人間社会、

ここがおかしい」』

タイトル 『無名草子』

著者 湊 かなえ 著者 山極 寿一 著者 不詳

出版社 KADOKAWA 出版社 毎日新聞出版 出版社 新潮社

愛　媛 高　知

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 学校指定 】

山　口 香　川

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033795724&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033746010&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031983004&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032160163&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033793169&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033469351&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033776502&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033805400&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018888327&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033827424&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033751522&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033819006&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033624639&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『星に願いを、そして手を。』 タイトル 『枕草子』 タイトル
『まるわかり

ノーベル賞2018』
タイトル 『リボン』

著者 青羽 悠 著者 清少納言 著者 NHK NEWS WEB 著者 小川 糸

出版社 集英社 出版社 岩波書店 出版社 NHK NEWS WEB 出版社 ポプラ社

タイトル
『能

650年続いた仕掛けとは』
タイトル

『本当に日本人は

流されやすいのか』
タイトル 『沙石集』

著者 安田 登 著者 施 光恒 著者 無住一円

出版社 新潮社 出版社 KADOKAWA 出版社 岩波書店

タイトル
『ぼくたちの

P（パラダイス）』
タイトル

『科学 2010年2月号』

所載「鏡の国のクレオ」
タイトル 『塵袋』

著者 にしがき ようこ 著者 友永 雅己 著者 不詳

出版社 小学館 出版社 岩波書店 出版社 平凡社

タイトル 『40億年、いのちの旅』 タイトル 『豊後国風土記』 タイトル

『農業と環境 No.99』

所載「朝日長者伝説と

土壌肥科学」

著者 伊藤 明夫 著者 不詳 著者 小野 信一

出版社 岩波書店 出版社 山川出版社 出版社
独立行政法人

農業環境技術研究所

NO

IMAGE

大　分

NO

IMAGE

NO

IMAGE

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

徳　島 福　岡

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033880434&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033656499&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001816026&Action_id=121&Sza_id=G2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033760105&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032909222&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033781901&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033796633&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032019462&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031333913&Action_id=121&Sza_id=G4


タイトル 『ブロードキャスト』 タイトル 『徒然草』 タイトル

『内山節のローカリズム

原論 新しい共同体を

デザインする』

タイトル
『蘇東坡詩選』所載

「潁州初別子由」

著者 湊 かなえ 著者 吉田 兼好 著者 内山 節 著者 蘇東坡

出版社 KADOKAWA 出版社 筑摩書房 出版社 農山漁村文化協会 出版社 岩波書店

タイトル
『まねる力

模倣こそが創造である』
タイトル

『13の未来地図

フレームなき時代の

羅針盤』

タイトル 『おくのほそ道』

著者 齋藤 孝 著者 角田 陽一郎 著者 松尾 芭蕉

出版社 朝日新聞出版 出版社 ぴあ 出版社 講談社

タイトル

『幸福の哲学

アドラー×古代ギリシアの

智恵』

タイトル 『説苑』 タイトル

『小説現代

2018年7月号』所載

「矛盾フットボール」

著者 岸見 一郎 著者 劉向/撰 著者 ディエゴ・加藤・マラドーナ

出版社 講談社 出版社 明徳出版社 出版社 講談社

タイトル

『小説すばる

2018年7月号』所載

「その背に指を伸ばして」

タイトル 『宇治拾遺物語』 タイトル

『本は、これから』所載

「大量発話時代と

本の幸せについて」

著者 相沢 沙呼 著者 不詳 著者 原 研哉

出版社 集英社 出版社 KADOKAWA 出版社 岩波書店

【 特色 】

【 特色 】 【 特色 】

【 推薦 】 【 推薦 】

佐　賀
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【 推薦 】 【 推薦 】 【 推薦 】

宮　崎

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033805400&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033640172&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032407904&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033735981&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032719128&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001071447&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001785322&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033548259&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910147470788&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033550362&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033661024&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570786&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032508233&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル 『沈黙』 タイトル

『最後の卒業生

夕張に生きる

中学三年生たち』

タイトル 『風に恋う』 タイトル 『知の体力』

著者 遠藤 周作 著者 本田 有明 著者 額賀 澪 著者 永田 和宏

出版社 新潮社 出版社 河出書房新社 出版社 文藝春秋 出版社 新潮社

タイトル

『ゴリラからの警告

「人間社会、

ここがおかしい」』

タイトル 『耳嚢』 タイトル 『醒睡笑』

著者 山極 寿一 著者 根岸 鎮衛 著者 安楽庵策伝

出版社 毎日新聞出版 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店

タイトル 『知の体力』 タイトル
『ぼくたちの

P（パラダイス）』
タイトル 『羊と鋼の森』 タイトル 『宇治拾遺物語』

著者 永田 和宏 著者 にしがき ようこ 著者 宮下 奈都 著者 不詳

出版社 新潮社 出版社 小学館 出版社 文藝春秋 出版社 KADOKAWA

タイトル 『醒睡笑』 タイトル 『コミュニケーション力』 タイトル 『列子』所載「湯問」

著者 安楽庵策伝 著者 齋藤 孝 著者 列子

出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店

≪　2019年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
熊　本 長　崎

鹿　児　島 沖　縄

▲ＴＯＰへ戻る 

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031139803&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033751522&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032393305&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009371303&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033789395&Action_id=121&Sza_id=E2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018839577&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033763525&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018839577&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033781901&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033718127&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031442185&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033661024&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019396790&Action_id=121&Sza_id=G1

