
2017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。

国立高専

東京都区分

・共通問題

・進学重視型単位制高校

・進学指導重点校

・併設型高校



タイトル

『遠くの声に耳を澄ませて』

所載

「転がる小石」

タイトル
『噺本大系 第一巻』

所載「私可多咄」
タイトル 『園芸少年』 タイトル 『梁塵秘抄』

著者 宮下奈都 著者 中川喜雲 著者 魚住直子 著者 後白河上皇

出版社 新潮社 出版社 東京堂出版 出版社 講談社 出版社 光文社

タイトル 『愛する源氏物語』 タイトル 『「光の家具」照明』 タイトル

『日本人にとって

美しさとは何か』所載

「実体の美と状況の美」

タイトル
『宇宙少年

１５歳の寺子屋』

著者 俵万智 著者 坂川栄治 著者 高階秀爾 著者 野口聡一

出版社 文藝春秋 出版社 ＴＯＴＯ出版 出版社 筑摩書房 出版社 講談社

タイトル 『スコーレNo.4』 タイトル 『枕草子』 タイトル
『哲学者クロサキの

哲学超入門』

著者 宮下奈都 著者 清少納言 著者 黒崎政男

出版社 光文社 出版社 角川書店 出版社 平凡社

タイトル 『翻訳百景』 タイトル 『透き通った風が吹いて』

著者 越前敏弥 著者 あさのあつこ

出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社  文藝春秋

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期 】 【 後期 】

北　海　道 青　森

秋　田

【 前期 】 【 前期 】 【 後期 】

NO
IMAGE

【 裁量問題 】 【 再募集 】

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032695430&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032695430&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031856451&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031856451&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031559688&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031559688&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032291884&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032291884&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032597660&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032597660&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032606943&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032606943&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032334331&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032334331&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033398257&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033398257&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033367408&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033367408&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033432404&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033432404&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル

『誕生日 第7回フェリシモ

文学賞 フェリシモ

しあわせショートショート』

所載「はやねけん」

タイトル

『日本随筆大成 新装版

第1期 12』所載

「梅園叢書」

タイトル 『おしょりん』 タイトル

『大人になるまでに読みたい

15歳の短歌・俳句・川柳

2 生と夢』

著者 杜蒼舟 著者 三浦梅園 著者 藤岡陽子 著者 佐藤文香

出版社 フェリシモ 出版社 吉川弘文館 出版社 ポプラ社 出版社 ゆまに書房

タイトル
『おはようから

おやすみまでの科学』
タイトル 『鑑賞日本の名歌』 タイトル 『深く、速く、考える。』

著者 佐倉統・古田ゆかり 著者 『短歌』編集部/編 著者 稲垣公夫

出版社 筑摩書房 出版社 角川学芸出版 出版社
クロスメディア・

パブリッシング

タイトル
『きよしこ』所載

「交差点」
タイトル

『草野心平全集』

所載「雪の朝」
タイトル 『風味【さんじゅうまる】』 タイトル 『徒然草』

著者 重松清 著者 草野心平 著者 まはら三桃 著者 兼好法師

出版社 新潮社 出版社 筑摩書房 出版社 講談社 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル 『ケータイ化する日本語』 タイトル 『孟子』所載「離婁上」 タイトル 『現代科学の歩きかた』

著者 佐藤健二 著者 孟子 著者 池内了

出版社 大修館書店 出版社 岩波文庫 出版社 河出書房新社

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
岩　手 山　形

宮　城

【 後期選抜 】【 前期選抜 】 【 前期選抜 】

NO

IMAGE

【 後期選抜 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 後期選抜 】

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031385080&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031385080&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031722353&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031722353&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982987&Action_id=121&Sza_id=GG
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982987&Action_id=121&Sza_id=GG
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032941983&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032941983&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033400788&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033400788&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033449239&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033449239&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033409689&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033409689&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031539899&Action_id=121&Sza_id=A0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031539899&Action_id=121&Sza_id=A0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032780141&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032780141&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833407&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833407&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033149469&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033149469&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032955277&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032955277&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0


タイトル
『スマイリング！

岩熊自転車 関口俊太』
タイトル 『荀子』 タイトル 『雲萍雑志』 タイトル 『花鳥の夢』

著者 土橋章宏 著者 荀子 著者 柳沢淇園 著者 山本兼一

出版社 中央公論新社 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 文藝春秋

タイトル 『ビッグデータと人工知能』 タイトル 『徒然草』 タイトル
『日本人にとって

美しさとは何か』

著者 西垣通 著者 兼好法師 著者 高階秀爾

出版社 中央公論新社 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社 筑摩書房

タイトル 『語彙力を鍛える』 タイトル 『孟子』 タイトル 『アンと青春』 タイトル 『列子』

著者 石黒圭 著者 孟子 著者 坂木司 著者 小林勝人/訳注

出版社 光文社 出版社 岩波書店 出版社 光文社 出版社 岩波書店

タイトル 『伊勢物語』 タイトル
『「時間の使い方」を

科学する』
タイトル 『枕草子』

著者 不詳 著者 一川誠 著者 清少納言

出版社 角川学芸出版 出版社 ＰＨＰ研究所 出版社 角川書店

【 前期試験 】 【 後期試験 】 【 後期試験 】

群　馬

【 前期試験 】 【 前期試験 】 【 後期試験 】 【 後期試験 】

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
福　島 栃　木

NO

IMAGE

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033513750&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033513750&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033471955&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033471955&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833346&Action_id=121&Sza_id=G1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833346&Action_id=121&Sza_id=G1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033227911&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033227911&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033440851&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033440851&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031978972&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031978972&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833391&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001833391&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033471758&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033471758&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033417617&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033417617&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019396790&Action_id=121&Sza_id=G1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019396790&Action_id=121&Sza_id=G1


タイトル 『襷を、君に。』 タイトル 『富士百句で俳句入門』 タイトル

『小説現代

2016年5月号』所載

「白線と一歩」

タイトル
『日本古典文学大系

38』所載「二十四孝」

著者 蓮見恭子 著者 堀本裕樹 著者 武田綾乃 著者 市古貞次/校注

出版社 光文社 出版社 筑摩書房 出版社 講談社 出版社 岩波書店

タイトル
『「私」をつくる

近代小説の試み』
タイトル

『大人になるための

リベラルアーツ』

著者 安藤宏 著者 石井洋二郎・藤垣裕子

出版社 岩波書店 出版社 東京大学出版会

タイトル 『一年四組の窓から』 タイトル

『俳句と遊行

森澄雄対談集』所載

「芭蕉と現代」

タイトル
『落葉小僧』所載

「ニジマスを釣る」
タイトル

『亀が鳴く国

日本の風土と詩歌』

著者 あさのあつこ 著者 森澄雄 著者 南木佳士 著者 中西進

出版社 光文社 出版社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

（富士見書房）
出版社 文藝春秋 出版社 角川学芸出版

タイトル
『日本人は

なにを食べてきたか』
タイトル 『「里」という思想』 タイトル 『新版　発心集』

著者 原田信男 著者 内山節 著者 鴨長明

出版社 角川学芸出版 出版社 新潮社 出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
茨　城 埼　玉

NO

IMAGE

東　京　（ 共通問題 ） 東　京　（ 進学重視型単位制高校 / 新宿・国分寺・墨田川 ）  

NO

IMAGE

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033401242&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033401242&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033355902&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033355902&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033131187&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033131187&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570564&Action_id=101&Sza_id=RR
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570564&Action_id=101&Sza_id=RR
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405313&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405313&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033411726&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033411726&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032368446&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032368446&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019837329&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019837329&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031592963&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031592963&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032378281&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032378281&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033068985&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033068985&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル

『小説現代

2016年5月号』所載

「白線と一歩」

タイトル 『川の光 2』 タイトル 『〈心〉はからだの外にある』 タイトル 『心という難問』

著者 武田綾乃 著者 松浦寿輝 著者 河野哲也 著者 野矢茂樹

出版社 講談社 出版社 中央公論新社 出版社 ＮＨＫ出版 出版社 講談社

タイトル 『物語文学を歩く』 タイトル

『短歌と日本人2

日本的感性と短歌』所載

　「日本の詩と季節」

タイトル 『世界地図の中で考える』 タイトル 『芸術学事始め』

著者 鈴木一雄 著者 佐佐木幸綱/編 著者 高坂正堯 著者 小林道憲

出版社 有精堂出版 出版社 岩波書店 出版社 新潮社 出版社 中央公論新社

タイトル 『芸術学事始め』 タイトル 『「自由」はいかに可能か』 タイトル 『あ・うん』 タイトル 『新 漢詩の世界』

著者 小林道憲 著者 苫野一徳 著者 向田邦子 著者 石川忠久

出版社 中央公論新社 出版社 ＮＨＫ出版 出版社 文藝春秋 出版社 大修館書店

タイトル 『芸術人類学』 タイトル

『現代思想2016年5月号

特集＝人類の起源と進化』

所載「〈社会性〉への

不可解な進化」

著者 中沢新一 著者 大澤真幸

出版社 みすず書房 出版社 青土社

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 タイプA 】

NO

IMAGE

【 タイプB 】 【 西 】 【 八王子東 】

東　京　（ 進学指導重点校 ）

【 タイプA 】 【 タイプB 】 【 日比谷 】 【 国立 】

【 戸山 】

NO

IMAGE

東　京　（ 進学指導重点校 ） 東　京　（ 併設型高校 / 白鷗・両国・富士・大泉・武蔵 ）

【 青山 】 【 立川 】

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031158858&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031158858&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031690280&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031690280&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033215308&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033215308&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031684571&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031684571&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033110927&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033110927&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031670611&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031670611&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033448628&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033448628&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033449219&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033449219&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033215308&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033215308&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570564&Action_id=101&Sza_id=RR
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910047570564&Action_id=101&Sza_id=RR
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030495443&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030495443&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033054471&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033054471&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『北越雪譜』 タイトル 『半市場経済』 タイトル

『ヴェニスの商人の資本論』

所載「ホンモノの

おカネの作り方」

タイトル 『「しきり」の文化論』

著者 鈴木牧之/編撰 著者 内山節 著者 岩井克人 著者 柏木博

出版社 岩波書店 出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社 筑摩書房 出版社 講談社

タイトル 『よこまち余話』 タイトル 『風待月』 タイトル

『学びとは何か〈探究人〉に

なるために』所載「乗り越え

なければならない壁」

タイトル 『世界史を変えた薬』

著者 木内昇 著者 片山由美子 著者 今井むつみ 著者 佐藤健太郎

出版社 中央公論新社 出版社 角川書店 出版社 岩波書店 出版社  講談社

タイトル 『読史余論』 タイトル 『養生訓』 タイトル

『技術の系統化調査報告

第４集』所載

「日本社会とロボット」

著者 新井白石 著者 貝原益軒 著者 国立科学博物館

出版社 講談社 出版社  中央公論社 出版社 国立科学博物館

タイトル
『日本人にとって

美しさとは何か』
タイトル 『幸福論』

著者 高階秀爾 著者 アラン

出版社 筑摩書房 出版社 中央公論新社

【 平塚江南 】 【 小田原 】

神　奈　川

NO

IMAGE

【 横浜翠嵐 】 【 柏陽 】

【 横須賀 】 【 小田原 】 【 小田原 】

NO

IMAGE

神　奈　川

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 横浜翠嵐 】 【 希望ヶ丘 】

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018629084&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018629084&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033390114&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033390114&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033332194&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033332194&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018696470&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018696470&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033410018&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033410018&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031376919&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031376919&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033348544&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033348544&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032839774&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032839774&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329134&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000004019006&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000004019006&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033535220&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033535220&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル

『哲学のメガネ

哲学の眼で〈世界〉を

見るための７つの授業』

タイトル 『雲萍雑志』 タイトル 『発信力の育てかた』

著者 三好由紀彦 著者 柳沢淇園 著者 外岡秀俊

出版社  河出書房新社 出版社 岩波書店 出版社 河出書房新社

タイトル 『タスキメシ』 タイトル 『金メダルのケーキ』 タイトル
『新日本古典文学大系

97』所載「落栗物語」

著者 額賀澪 著者 中島久枝 著者 松井成教

出版社 小学館 出版社  光文社 出版社 岩波書店

タイトル 『不思議の果実』 タイトル 『枕草子』 タイトル
『日本人は

何を考えてきたのか』
タイトル 『更級日記』

著者 沢木耕太郎 著者 清少納言 著者 齋藤孝 著者 菅原孝標女

出版社  文藝春秋 出版社 角川書店 出版社 祥伝社 出版社  角川学芸出版

タイトル 『詩・ことば・人間』 タイトル 『おしょりん』

著者 大岡信 著者 藤岡陽子

出版社 講談社 出版社 ポプラ社

【 前期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

　新　潟 富　山

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】

NO

IMAGE

【 後期選抜 】

千　葉

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405509&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405509&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033367076&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033367076&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030637303&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030637303&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000003124187&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000003124187&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030844308&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405770&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033405770&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033400788&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033400788&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031855976&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031855976&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033450952&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033450952&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033333319&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033333319&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『植物は

なぜ動かないのか』
タイトル

『新日本古典文学大系

8』所載「後拾遺和歌集」
タイトル

『ニューサポート高校

国語vol.25』所載

「世界のイメージ」

タイトル
『新日本古典文学大系

99』所載「たはれ草」

著者 　稲垣栄洋 著者 藤原通俊/撰 著者 國分功一郎 著者 雨森芳洲

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 東京書籍 出版社 岩波書店

タイトル

『99のなみだ・愛

ベスト作品集』所載

「「マツミヤ」最後の客」

タイトル
『うたうとは小さないのち

ひろいあげ』
タイトル 『論語』

著者 名取佐知子 著者 村上しいこ 著者 孔子

出版社 リンダパブリッシャーズ 出版社 講談社 出版社 岩波書店

タイトル
『アンドロイドは

人間になれるか』
タイトル 『徒然草』 タイトル 『ロードムービー』 タイトル

『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」

著者 石黒浩 著者 兼好法師 著者 辻村深月 著者 浅井了意

出版社 文藝春秋 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社 講談社 出版社 小学館

タイトル 『獅子吼』 タイトル 『韓非子』 タイトル
『ゾウの時間

ネズミの時間』

著者 浅田次郎 著者 韓非 著者 本川達雄

出版社 文藝春秋 出版社 明治書院 出版社  中央公論社

長　野 岐　阜

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
石　川 福　井

NO

IMAGE

▲ＴＯＰへ戻る

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033426028&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033426028&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033513831&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033513831&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018997590&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018997590&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033273330&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033273330&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030664074&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030664074&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033377847&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033377847&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033384946&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033384946&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031008370&Action_id=121&Sza_id=F2
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031008370&Action_id=121&Sza_id=F2
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032642900&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032642900&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018718435&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018718435&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『日本語　表と裏』 タイトル 『正法眼蔵随聞記』 タイトル
『学びとは何か

探究人になるために』
タイトル

『ふるさとを

元気にする仕事』

著者 森本哲郎 著者 懐奘/編 著者 今井むつみ 著者 山崎亮

出版社 新潮社 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房

タイトル 『五感の哲学』 タイトル 『知的生産の技術』 タイトル 『孔子家語』 タイトル
『日本美術工芸』

所載「藍と人」

著者 加藤博子 著者 梅棹忠夫 著者 藤原正/校訳 著者 志村ふくみ

出版社 ベストセラーズ 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 日本美術工芸社

タイトル 『小さな町の風景』 タイトル
『植物は

なぜ動かないのか』
タイトル

『阿Ｑ正伝・狂人日記』

所載「故郷」

著者 杉みき子 著者 　稲垣栄洋 著者 魯迅

出版社 偕成社 出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店

タイトル 『14歳からの哲学』 タイトル 『コミュニケーション力』 タイトル 『平家物語』

著者 池田晶子 著者 斎藤孝 著者 不詳

出版社 トランスビュー 出版社 岩波書店 出版社 角川書店

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 Aグループ 】 【 Aグループ 】 【 Bグループ 】

愛　知 山　梨

【 Aグループ 】 【 Bグループ 】 【 Bグループ 】

NO

IMAGE

静　岡 滋　賀
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タイトル 『コミュニケーション力』

【 後期試験 】

タイトル 『襷を、君に。』 タイトル 『沙石集』

著者 斎藤孝 著者 蓮見恭子 著者 無住一円

出版社 岩波書店 出版社 光文社 出版社 岩波文庫

タイトル 『明治秀句』

【 後期試験 】

タイトル 『動物を守りたい君へ』

著者 山口青邨 著者 高槻成紀

出版社 春秋社 出版社 岩波書店

タイトル 『菜根譚』 タイトル 『アレグロ・ラガッツァ』 タイトル 『襷を、君に。』 タイトル 『おくのほそ道』

著者 洪自誠 著者 あさのあつこ 著者 蓮見恭子 著者 松尾芭蕉

出版社  岩波書店 出版社 朝日新聞出版 出版社 光文社 出版社 角川書店

タイトル 『続近世畸人伝』 タイトル 『政治的思考』 タイトル 『グーグルマップの社会学』 タイトル 『論語』

著者 三熊花顛 著者 杉田敦 著者 松岡慧祐 著者 孔子

出版社 中央公論新社 出版社 岩波書店 出版社 光文社 出版社 岩波書店

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
三　重

【 前期試験 】

兵　庫 和　歌　山

【 前期試験 】 【 後期試験 】

NO

IMAGE
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タイトル
『ちばてつやが語る

「ちばてつや」』
タイトル

『風姿花伝・花鏡』

所載「花鏡」
タイトル

『大人になるための

リベラルアーツ』

著者 ちばてつや 著者 世阿弥 著者 石井洋二郎・藤垣裕子

出版社 集英社 出版社 たちばな出版 出版社 東京大学出版会

タイトル 『共感の人間学・序説』 タイトル
『新日本古典文学大系

32』所載「江談抄」

著者 山崎広光 著者 大江匡房/述

出版社 晃洋書房 出版社 岩波書店

タイトル 『だれが幸運をつかむのか』 タイトル 『木の時間』 タイトル 『うひ山ぶみ』 タイトル
『新編日本古典文学全集

48』所載「道行きぶり」

著者 山泰幸 著者 池上晴夫 著者 本居宣長 著者 今川了俊

出版社 筑摩書房 出版社 朝日新聞出版 出版社 講談社 出版社 小学館

タイトル 『木の時間』 タイトル 『短歌入門』 タイトル
『高校生のための

哲学入門』
タイトル

『日本人にとって

美しさとは何か』

著者 池上晴夫 著者 窪田章一郎 著者 長谷川宏 著者 高階秀爾

出版社 朝日新聞出版 出版社 春秋社 出版社 筑摩書房 出版社 筑摩書房

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 A 】 【 B 】 【 C 】

京　都

【 B 】

大　阪

【 B 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 中期選抜 】

【 前期選抜 】 【 中期選抜 】

【 A 】 【 C 】 【 C 】
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タイトル 『つながる脳科学』 タイトル 『大和物語』 タイトル 『土佐日記』

著者
理化学研究所脳科学

総合研究センター/編
著者 不詳 著者 紀貫之

出版社 講談社 出版社 講談社 出版社 角川学芸出版

タイトル 『これからの建築』 タイトル 『自由を着る』

著者 光嶋裕介 著者 光野桃

出版社 ミシマ社 出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル
『心にとどく漢詩百人一首』

所載「夏日田園雑興」
タイトル

『転換期を生きる

きみたちへ』所載

「消費社会とは何か

『お買物』の論理を超えて」

タイトル
『世界中の

青空をあつめて』
タイトル 『高校生からの古典読本』

著者 渡部英喜 著者
白井聡

（内田樹/編）
著者 中村航 著者

岡崎真紀子・

千本英史・土方洋一・

前田雅之/編著

出版社 亜紀書房 出版社 晶文社 出版社 キノブックス 出版社 平凡社

タイトル
『檸檬のころ』所載

「ラブソング」
タイトル

『境界をこえる

１５歳の寺子屋』
タイトル

『頭は「本の読み方」で

磨かれる』
タイトル 『徒然草』

著者 豊島ミホ 著者 安藤忠雄 著者 茂木健一郎 著者 兼好法師

出版社 幻冬舎 出版社 講談社 出版社 三笠書房 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 特色選抜 】

奈　良

【 特別 】 【 特別 】

【 特色選抜 】

岡　山

【 特別 】 【 特別 】
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タイトル
『清兵衛と瓢箪・網走まで』

所載「或る朝」
タイトル

『日本の古典をよむ　15』

所載「十訓抄」
タイトル

『自然災害から

いのちを守る科学』
タイトル 『駅伝ランナー』

著者 志賀直哉 著者 小林保治 他/校訂・訳 著者 川手新一・平田大二 著者 佐藤いつ子

出版社 新潮社 出版社 小学館 出版社 岩波書店 出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル 『自然再生』 タイトル 『人が死なない防災』 タイトル
『〈自分らしさ〉って

何だろう？』

著者 鷲谷いづみ 著者 片田敏孝 著者 榎本博明／著

出版社 中央公論新社 出版社 集英社 出版社 筑摩書房

タイトル 『襷を、君に。』 タイトル
『日本の古典をよむ　15』

所載「十訓抄」
タイトル 『あの午後の椅子』

著者 蓮見恭子 著者 小林保治 他/校訂・訳 著者 永田和宏

出版社 光文社 出版社 小学館 出版社 白水社

タイトル 『人が集まる建築』 タイトル 『礼記』

著者 仙田満 著者 下見隆雄/訳注

出版社 講談社 出版社 明徳出版社

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
広　島 島　根

山　口

【 学校指定 】
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タイトル
『サクラ咲く』所載

「世界で一番美しい宝石」
タイトル

『新編日本古典文学全集

40』所載「無名草子」
タイトル 『わらの人』 タイトル

『植物は

なぜ動かないのか』

著者 辻村深月 著者 不詳 著者 山本甲士 著者 　稲垣栄洋

出版社 光文社 出版社 小学館 出版社 文藝春秋 出版社 筑摩書房

タイトル 『科学の限界』 タイトル

『日本随筆大成

第1期 第4巻』所載

「橘窓自語」

タイトル

『暮しの手帖

2016年10月号』所載

「考えの整とん/

テイク1とテイク17」

著者 池内了 著者 橋本経亮 著者 佐藤雅彦

出版社 筑摩書房 出版社 吉川弘文館 出版社 暮しの手帖社

タイトル 『花舞う里』 タイトル 『茶の本　英文収録』 タイトル 『ひとり　15歳の寺子屋』

著者 古内一絵 著者 岡倉天心 著者 吉本隆明

出版社 講談社 出版社 講談社 出版社 講談社

タイトル

『外国人は

日本文化の「何」を

知りたがっているのか』

タイトル 『徒然草』 タイトル
『今日から俳句 はじめの

一歩から上達まで』

著者 山崎武也 著者 兼好法師 著者 片山由美子

出版社 淡交社 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社 ＮＨＫ出版

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
鳥　取 香　川 愛　媛
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タイトル 『弓を引く少年』 タイトル
『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」
タイトル 『千利休とその妻たち』 タイトル 『列子』

著者 大塚菜生 著者 浅井了意 著者 三浦綾子 著者 小林勝人/訳注

出版社 国土社 出版社 小学館 出版社 新潮社 出版社 岩波書店

タイトル

『転換期を生きる

きみたちへ』所載

「身体に訊く―言葉を

伝えるとはどういうことか」

タイトル
『「わかる」とはどういう

ことか 認識の脳科学』

著者 内田樹/編 著者 山鳥重

出版社 晶文社 出版社 筑摩書房

タイトル
『雲は湧き、光あふれて』

所載「ピンチランナー」
タイトル

『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」
タイトル 『孤独の価値』 タイトル 『正法眼蔵随聞記』

著者 須賀しのぶ 著者 浅井了意 著者 森博嗣 著者 懐奘/編

出版社 集英社 出版社 小学館 出版社 幻冬舎 出版社 岩波書店

タイトル 『木を植えよ！』 タイトル 『金メダルのケーキ』 タイトル 『子どもの心のコーチング』 タイトル 『海馬　脳は疲れない』

著者 宮脇昭 著者 中島久枝 著者 菅原裕子 著者 池谷裕二・糸井重里

出版社 新潮社 出版社  光文社 出版社 ＰＨＰ研究所 出版社 新潮社

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
大　分 福　岡

佐　賀

【 特別選抜 】 【 特別選抜 】
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タイトル 『襷を、君に。』 タイトル 『沙石集』 タイトル 『風立ちぬ』 タイトル
『植物は

なぜ動かないのか』

著者 蓮見恭子 著者 無住一円 著者 堀辰雄 著者 　稲垣栄洋

出版社 光文社 出版社 岩波書店 出版社 集英社 出版社 筑摩書房

タイトル
『知の発見

「なぜ」を感じる力』
タイトル 『夜の蝉』 タイトル

『中国古典小説選 12』

所載「笑府」

著者 中村桂子 著者 北村薫 著者 馮夢竜

出版社 朝日出版社 出版社 東京創元社 出版社 明治書院

タイトル 『夜間中学へようこそ』 タイトル
『１８歳選挙権に向けて

主権者教育のすすめ』
タイトル 『だれが幸運をつかむのか』 タイトル 『徒然草』

著者 山本悦子 著者 藤井剛 著者 山泰幸 著者 兼好法師

出版社 岩崎書店 出版社 清水書院 出版社 筑摩書房 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル 『「サル化」する人間社会』 タイトル 『枕草子』 タイトル
『哲学者クロサキの

哲学超入門』
タイトル 『史記』

著者 山極寿一 著者 清少納言 著者 黒崎政男 著者 司馬遷

出版社 集英社インターナショナル 出版社 角川書店 出版社 平凡社 出版社 徳間書店

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
長　崎 熊　本

NO

IMAGE

【 推薦 】 【 推薦 】

宮　崎

【 推薦 】 【 推薦 】
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タイトル 『「みっともない」と日本人』 タイトル 『西遊記』

著者 榎本博明 著者 呉承恩

出版社 日本経済新聞出版社 出版社 岩波書店

タイトル
『名もなき風たち

サッカーボーイズU-16』

著者 　はらだみずき

出版社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル
『窓の向こうの

ガーシュウィン』
タイトル

『徒然草』

所載　第130段
タイトル

『脳と即興性 不確実性を

いかに楽しむか』
タイトル 『鴨長明　方丈記』

著者 宮下奈都 著者 兼好法師 著者 山下洋輔･茂木健一郎 著者 小林一彦

出版社 集英社 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 出版社 ＰＨＰ研究所 出版社 ＮＨＫ出版

タイトル
『何のために「学ぶ」のか』

所載「学ぶことの根拠」
タイトル 『荀子』 タイトル 『琥珀のまたたき』

著者 小林康夫 著者 荀子 著者 小川洋子

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 講談社

≪　2017年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
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【 検査問題 】

【 検査問題 】

沖　縄 国立高専
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