
東京都区分

①共通問題・後期選抜

②新宿・国分寺・墨田川・日比谷・西

③国立・八王子東・青山・戸山・立川

2020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
トコトンやさしい

段ボールの本
タイトル 万葉集 タイトル 蒙求 タイトル 駒音高く

著者
レンゴー株式会社/編著

斎藤勝彦/監修
著者 大伴 家持 著者 李瀚 著者 佐川 光晴

出版社 日刊工業新聞社 出版社 岩波書店 出版社 明治書院 出版社 実業之日本社

タイトル

菜の花工房の書籍修復家

大切な本と想い出、

修復します

タイトル
ルビンのツボ

芸術する体と心
タイトル

日本語の作法

しなやかな文章術
タイトル 分かちあう心の進化

著者 日野 祐希 著者 齋藤 亜矢 著者 中村 明 著者 松沢 哲郎

出版社 宝島社 出版社 岩波書店 出版社 青土社 出版社 岩波書店

タイトル 線は、僕を描く タイトル 竹取物語 タイトル 颶風の王

著者 砥上 裕將 著者 不詳 著者 河﨑 秋子

出版社 講談社 出版社 角川書店 出版社 KADOKAWA

タイトル 悲観する力 タイトル 同時通訳はやめられない タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」

著者 森 博嗣 著者 袖川 裕美 著者 不詳

出版社 幻冬舎 出版社 平凡社 出版社 小学館

【 裁量問題 】 【 再募集 】

≪　2020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 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033504034&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033889999&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032864409&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033923967&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031542355&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033819004&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033876008&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033770541&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033937937&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033874874&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030870724&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033483142&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033804451&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
正しいパンツのたたみ方

新しい家庭科勉強法
タイトル 徒然草 タイトル

菜の花工房の書籍修復家

大切な本と想い出、

修復します

タイトル 漢書・趙充国伝

著者 南野 忠晴 著者 吉田 兼好 著者 日野 祐希 著者 班固

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 宝島社 出版社 筑摩書房

タイトル さくらのカルテ タイトル 短歌を楽しむ タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか

著者 中澤 晶子 著者 栗木 京子 著者 細川 英雄

出版社 汐文社 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房

タイトル 出会いなおし タイトル 枕草子 タイトル 沙石集 タイトル 十四歳日和

著者 森 絵都 著者 清少納言 著者 無住一円 著者 水野 瑠見

出版社 文藝春秋 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 講談社

タイトル
ルビンのツボ

芸術する体と心
タイトル

対話をデザインする

伝わるとはどういうことか

著者 齋藤 亜矢 著者 細川 英雄

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
岩　手 山　形

宮　城 福　島

NO

IMAGE

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032547332&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033758609&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=0100000000000030632080&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033889999&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000028380625&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034038057&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033923967&Action_id=121&Sza_id=A0
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=0100000000000033960296&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 無名草子 タイトル
科学と非科学

その正体を探る
タイトル 駒音高く タイトル 淮南子

著者 不詳 著者 中屋敷 均 著者 佐川 光晴 著者 劉安

出版社 新潮社 出版社 講談社 出版社 実業之日本社 出版社 明治書院

タイトル 易経 タイトル
宇宙はなぜ

哲学の問題になるのか
タイトル 古本説話集

著者 不詳 著者 伊藤 邦武 著者 不詳

出版社 明治書院 出版社 筑摩書房 出版社 講談社

タイトル 長崎夜話草 タイトル

『泣ける！ミステリー

父と子の物語』

所載「進水の日」

タイトル 君と読む場所 タイトル 無名草子

著者 西川 如見 著者 岡崎 琢磨 著者 三川 みり 著者 不詳

出版社 岩波書店 出版社 宝島社 出版社 新潮社 出版社 新潮社

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

『文化人類学の思考法』

所載「自然と知識

ー環境をどうとらえるか？」

著者 細川 英雄 著者 中空 萌

出版社 筑摩書房 出版社 世界思想社

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期 】 【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

群　馬

【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

栃　木 埼　玉

▲ＴＯＰへ戻る

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=0100000000000033969867&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033881089&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033954979&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033876008&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030829755&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031897081&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030639261&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033927831&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033887046&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033910226&Action_id=121&Sza_id=E2
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=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 月白青船山 タイトル

『山田富士郎歌集』

所載

「アビー・ロードを夢みて」

タイトル 短歌をつくろう タイトル
わたしたち、

何者にもなれなかった

著者 朽木 祥 著者 山田 富士郎 著者 栗木 京子 著者 瀬那 和章

出版社 岩波書店 出版社 砂子屋書房 出版社 岩波書店 出版社 KADOKAWA

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

『馬場あき子新百歌』

所載「世紀」
タイトル 動的平衡3

著者 細川 英雄 著者 馬場 あき子 著者 福岡 伸一

出版社 筑摩書房 出版社 NHK出版 出版社 木楽舎

タイトル
歴史・文学・人生

井上靖対談集
タイトル 三冊子を読む タイトル

『文化人類学の思考法』

所載「技術と環境」
タイトル 徒然草

著者
井上 靖

山本 健吉ほか
著者 森田 峠 著者 山崎 吾郎 著者 吉田 兼好

出版社 牧羊社 出版社 本阿弥書店 出版社 世界思想社 出版社 筑摩書房

タイトル

『新編

日本古典文学全集88』

所載「三冊子』

タイトル
動物学科空手道部

1年高田トモ！
タイトル 佐佐木幸綱の世界12

著者 服部 土芳 著者 片川 優子 著者
佐佐木 幸綱

森本 哲郎

出版社 小学館 出版社 双葉社 出版社 河出書房新社

【 共通問題 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

【 共通問題 】

NO

IMAGE

【 共通問題 】

NO

IMAGE

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

【 共通問題 】

東　京

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 共通問題 】

茨　城 東　京

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033913551&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031560970&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033764776&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032508252&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033892358&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033694365&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030870632&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032528669&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033910226&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030596380&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032407904&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『旧友再会』

所載「あの年の秋」
タイトル 古典聚影 タイトル

自由の思想史

市場とデモクラシーは

擁護できるか

タイトル 新版 古今和歌集

著者 重松 清 著者 杉山 英昭 著者 猪木 武徳 著者 高田祐彦/訳注

出版社 講談社 出版社 大修館書店 出版社 新潮社 出版社 	角川学芸出版

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

『オールドレンズの

神のもとで』所載

「平たい船のある風景」

タイトル 平家物語 タイトル 凜の弦音

著者 細川 英雄 著者 堀江 敏幸 著者 安田 登 著者 我孫子 武丸

出版社 筑摩書房 出版社 文藝春秋 出版社 NHK出版 出版社 光文社

タイトル 天然知能 タイトル

『文藝春秋

2019年3月号』

所載『AI「無脳論」』

タイトル
西行 長明 兼好

―草庵文学の系譜―
タイトル 駒音高く

著者 郡司 ペギオ 幸夫 著者 養老 孟司 著者 久保田 淳 著者 佐川 光晴

出版社 講談社 出版社 文藝春秋 出版社 明治書院 出版社 実業之日本社

タイトル 和歌のルール タイトル
『月まで三キロ』所載

「アンモナイトの探し方」
タイトル

インフラグラム

映像文明の新世紀
タイトル 日本の旅人 在原業平

著者 鈴木 宏子ほか 著者 伊与原 新 著者 港 千尋 著者 池田 彌三郎

出版社 笠間書院 出版社 新潮社 出版社 講談社 出版社 淡交社

【 墨田川 】 【 日比谷 】 【 西 】 【 西 】

【 墨田川 】 【 日比谷 】 【 日比谷 】

NO

IMAGE

【 西 】

東　京

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 新宿 】 【 国分寺 】 【 国分寺 】 【 墨田川 】

東　京

【 新宿 】 【 新宿 】

NO

IMAGE

【 国分寺 】 【 国分寺 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033937118&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033774320&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033448617&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000007427764&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032267906&Action_id=121&Sza_id=G2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033830757&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033867691&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033174054&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910077010399&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033861019&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033918338&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033876008&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033887726&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 文体の科学 タイトル

詩のトポス

人と場所をむすぶ

漢詩の力

タイトル 線は、僕を描く タイトル 言葉とは何か

著者 山本 貴光 著者 齋藤 希史 著者 砥上 裕將 著者 丸山 圭三郎

出版社 新潮社 出版社 平凡社 出版社 講談社 出版社 筑摩書房

タイトル 僕は小説が書けない タイトル

ことばだけでは伝わらない

コミュニケーションの

文化人類学

タイトル 清少納言 感性のきらめき タイトル
『遠くの声に耳を澄ませて』

所載「アンデスの声」

著者
中村 航

中田 永一
著者 西江 雅之 著者 藤本 宗利 著者 宮下 奈都

出版社 KADOKAWA 出版社 幻戯書房 出版社 新典社 出版社 新潮社

タイトル 清川妙の萬葉集 タイトル

『恩讐の彼方に・

忠直卿行状記 他八篇』

所載「名君」

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 中世芸能を読む

著者 清川 妙 著者 菊池 寛 著者 小坂井 敏晶 著者 松岡 心平

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店

タイトル 社会学史 タイトル 「古今和歌集」の創造力 タイトル 光待つ場所へ

著者 大澤 真幸 著者 鈴木 宏子 著者 辻村 深月

出版社 講談社 出版社 NHK出版 出版社 講談社

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
東　京

【 国立 】 【 国立 】 【 八王子東 】 【 青山 】

【 国立 】 【 八王子東 】 【 八王子東 】 【 青山 】

【 青山 】 【 戸山 】 【 立川 】 【 立川 】

【 戸山 】 【 戸山 】 【 立川 】

東　京

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033183231&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033616477&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033444767&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033648432&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033937937&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030693109&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032054473&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032695430&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032979711&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033894052&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018852573&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033861290&Action_id=121&Sza_id=B0
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=0100000000000032978327&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030944206&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル 伊曾保物語 タイトル
科学と非科学

その正体を探る
タイトル

冬季オリンピック大会に

おけるオリンピック教育の

実践に関する調査

タイトル

『日本データ通信

No.196』所載

「パーソナルデータについて」

著者 不詳 著者 中屋敷 均 著者

嘉納治五郎記念国際

スポーツ研究・

交流センター

著者 田中 裕

出版社 岩波書店 出版社 講談社 出版社 － 出版社 －

タイトル 洗濯屋三十次郎 タイトル

ボランティア解体新書

戸惑いの社会から

新しい公共への道

タイトル 考えの整頓

著者 野中 ともそ 著者 前林 清和 著者 佐藤 雅彦

出版社 光文社 出版社 木立の文庫 出版社 暮しの手帖社

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

『新編日本古典

文学全集 88』

所載「筑波問答」

タイトル
翻訳ってなんだろう？

あの名作を訳してみる

著者 細川 英雄 著者 二条 良基 著者 鴻巣 友季子

出版社 筑摩書房 出版社 小学館 出版社 筑摩書房

タイトル 六花落々 タイトル
ままならないから

私とあなた
タイトル 奇談雑史

著者 西條 奈加 著者 朝井 リョウ 著者 宮負 定雄

出版社 祥伝社 出版社 文藝春秋 出版社 筑摩書房

【 前期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

【 共通 】 【 特色 】

NO

IMAGE

【 特色 】

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 後期選抜 】

千　葉

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 共通 】 【 共通 】 【 特色 】

NO

IMAGE

【 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=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033803795&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033881089&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032664889&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033667102&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030870632&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033906001&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033773119&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032476829&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 俳句をつくろう 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 何のための「教養」か タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」

著者 仁平 勝 著者 山極 寿一 著者 桑子 敏雄 著者 不詳

出版社 講談社 出版社 毎日新聞出版 出版社 筑摩書房 出版社 小学館

タイトル 土佐日記 タイトル
あなたの右手は

蜂蜜の香り

著者 紀 貫之 著者 片岡 翔

出版社 角川学芸出版 出版社 新潮社

タイトル
市立ノアの方舟

崖っぷち動物園の挑戦
タイトル 沙石集 タイトル

読まずにすませる読書術

京大・鎌田流

「超」理系的技法

タイトル
『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」

著者 佐藤 青南 著者 無住一円 著者 鎌田 浩毅 著者 浅井 了意

出版社 祥伝社 出版社 岩波書店 出版社 SBクリエイティブ 出版社 小学館

タイトル 論理的思考のコアスキル タイトル
読書する人だけが

たどり着ける場所
タイトル

『美と芸術って、なに？』

所載「おまけの話」

著者 波頭 亮 著者 齋藤 孝 著者 重松清

出版社 筑摩書房 出版社 SBクリエイティブ 出版社 朝日出版社

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
　新　潟 富　山

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

石　川 長　野

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030761563&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031919084&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=0100000000000033943010&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033920803&Action_id=121&Sza_id=F2
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=0100000000000033929398&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033906653&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033891591&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033864337&Action_id=121&Sza_id=B0
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=0100000000000033927116&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 魔の海に炎たつ タイトル 沙石集 タイトル

『かかわることば』所載

「言語・文化・アイデン

ティティの壁を越えて」

タイトル
『新日本古典文学大系

31』所載「注好選」

著者 岡崎 ひでたか 著者 無住一円 著者 細川 英雄 著者 不詳

出版社 くもん出版 出版社 岩波書店 出版社 東京大学出版会 出版社 岩波書店

タイトル 子どもとことば タイトル 麦本三歩の好きなもの

著者 岡本 夏木 著者 住野 よる

出版社 岩波書店 出版社 幻冬舎

タイトル
『唐詩選』所載

「春夜洛城に笛を聞く」
タイトル 徒然草 タイトル 夏帽子 タイトル 続近世畸人伝

著者 李白 著者 吉田 兼好 著者 長野 まゆみ 著者 三熊 花顚

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 河出書房新社 出版社 中央公論新社

タイトル

「食べること」の進化史

培養肉・昆虫食・

3Dフードプリンタ

タイトル 線は、僕を描く タイトル

『まなざしのデザイン

〈世界の見方〉を

変える方法』

著者 石川 伸一 著者 砥上 裕將 著者 ハナムラ チカヒロ

出版社 光文社 出版社 講談社 出版社 NTT出版

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

岐　阜 福　井

山　梨 静　岡

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031442566&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001532250&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033612319&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033892151&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000028324967&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030744314&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033922276&Action_id=121&Sza_id=F2
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=0100000000000033937937&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031184207&Action_id=121&Sza_id=F2
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=0100000000000031677839&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル
『串田孫一 緑の色鉛筆』

所載「見ることについて」
タイトル 史記 タイトル

美の考古学 古代人は

何に魅せられてきたか

著者 串田 孫一 著者 司馬遷 著者 松木 武彦

出版社 平凡社 出版社 徳間書店 出版社 新潮社

タイトル
科学と非科学

その正体を探る
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
『新日本古典文学大系

97』所載「仮名世説」

著者 中屋敷 均 著者 長谷川 眞理子 著者 大田 南畝

出版社 講談社 出版社 青土社 出版社 岩波書店

タイトル プラスチック汚染とは何か タイトル
新釈漢文大系

第12巻 韓非子(下)
タイトル

『中国古典小説選12』

所載「権子」
タイトル 廉太郎ノオト

著者 枝廣 淳子 著者 竹内 照夫 著者 耿定向 著者 谷津 矢車

出版社 岩波書店 出版社 明治書院 出版社 明治書院 出版社 中央公論新社

タイトル

対話のレッスン

日本人のための

コミュニケーション術

タイトル 俊頼髄脳 タイトル 論理的思考のコアスキル

著者 平田 オリザ 著者 源 俊頼 著者 波頭 亮

出版社 講談社 出版社 和泉書院 出版社 筑摩書房

≪　2020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

【 Aグループ 】 【 Bグループ 】 【 Bグループ 】

滋　賀 兵　庫

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033455545&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033881089&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000033392683&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030690487&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033923956&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033288848&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018920724&Action_id=121&Sza_id=F2
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=0100000000000030610605&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033967885&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033906653&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033450386&Action_id=121&Sza_id=F2


タイトル 『孟子』 タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

植物のひみつ 身近な

みどりの”すごい”能力

著者 孟子 著者 細川 英雄 著者 田中 修

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 中央公論新社

タイトル こども「折々のうた」100 タイトル
『季節風 夏』

所載「虹色メガネ」
タイトル

『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」

著者 大岡 信 著者 重松 清 著者 不詳

出版社 小学館 出版社 文藝春秋 出版社 小学館

タイトル

『生物多様性

子どもたちにどう伝えるか』

所載「オオルリの青」

タイトル
私の茶道発見

日本の美の原点とは
タイトル

単位は進化する

究極の精度をめざして
タイトル

詩を書く

なぜ私は詩をつくるか

著者 神松 幸弘 著者 勅使河原 宏 著者 安田 正美 著者 谷川 俊太郎

出版社 昭和堂 出版社 光文社 出版社 化学同人 出版社 思潮社

タイトル
棒を振る人生

指揮者は時間を彫刻する
タイトル 可笑記 タイトル

『メディアの本分 雑な器の

ためのコンセプトノート』

所載「定まらないアート」

著者 佐渡 裕 著者 如儡子 著者 長谷 良樹

出版社 PHP研究所 出版社 教育社 出版社 彩流社

【 A 】 【 B 】

NO

IMAGE

【 C 】

【 前期選抜 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

【 A 】 【 B 】

NO

IMAGE

【 B 】 【 C 】

大　阪

≪　2020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 】

三　重

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033779999&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000033873909&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032611301&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=0100000000000032826106&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033651846&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033806988&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033572107&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031678005&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル

人工知能はなぜ椅子に

座れないのか 情報化社会に

おける「知」と「生命」

タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」
タイトル

『文化人類学の思考法』

所載「貨幣と信用

交換のしくみをつくりだす」

著者 松田 雄馬 著者 不詳 著者 深田 淳太郎

出版社 新潮社 出版社 小学館 出版社 世界思想社

タイトル 美について タイトル
『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」

著者 今道 友信 著者 浅井 了意

出版社 講談社 出版社 小学館

タイトル コケはなぜに美しい タイトル
『日本随筆大成 第3期

第1巻』所載「花月草紙」
タイトル 玉勝間

著者 大石 善隆 著者 松平 定信 著者 本居 宣長

出版社 NHK出版 出版社 吉川弘文館 出版社 岩波書店

タイトル
「作家」と「魔女」の

集まっちゃった思い出
タイトル

希望はいつも

当たり前の言葉で語られる

著者 角野 栄子 著者 白井 明大

出版社 KADOKAWA 出版社 草思社

【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

【 中期選抜 】

【 前期選抜 】【 前期選抜 】 【 中期選抜 】
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【 一般選抜 】 【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

【 前期選抜 】

京　都

奈　良

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033805793&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000000725488&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=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930265&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033976614&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031984304&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033936243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019482653&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル 沙石集 タイトル 駒音高く タイトル
『きみはポラリス』

所載「骨片」
タイトル 徒然草

著者 無住一円 著者 佐川 光晴 著者 三浦 しをん 著者 吉田 兼好

出版社 岩波書店 出版社 実業之日本社 出版社 新潮社 出版社 筑摩書房

タイトル

葉っぱはなぜこんな形

なのか？ 植物の生きる

戦略と森の生態系を考える

タイトル
知ってる古文の

知らない魅力
タイトル

『阿Ｑ正伝・故郷』

所載「故郷」

著者 林 将之 著者 鈴木 健一 著者 魯迅

出版社 	講談社 出版社 講談社 出版社 偕成社

タイトル
植物はなぜ動かないのか

弱くて強い植物のはなし
タイトル 列子 タイトル

『日輪 春は馬車に乗って

他8篇』所載「笑われた子」
タイトル

ジョルジョ・モランディ

人と芸術

著者 稲垣 栄洋 著者 列子 著者 横光 利一 著者 岡田 温司

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 平凡社

タイトル ピアチェーレ 風の歌声 タイトル
いちまいの絵 生きている

うちに見るべき名画
タイトル 御伽草子集

著者 にしがき ようこ 著者 原田 マハ 著者 不詳

出版社 小峰書店 出版社 集英社 出版社 新潮社

NO

IMAGE

島　根 広　島
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和　歌　山 鳥　取

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033918898&Action_id=121&Sza_id=F2
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032407904&Action_id=121&Sza_id=C0
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033617142&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032560868&Action_id=121&Sza_id=G4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034049433&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
2.43　清陰高校

男子バレー部
タイトル

建築という対話

僕はこうして家をつくる
タイトル 虹にすわる タイトル 俊成久安百首評釈

著者 壁井 ユカコ 著者 光嶋 裕介 著者 瀧羽 麻子 著者 檜垣 孝

出版社 集英社 出版社 筑摩書房 出版社 幻冬舎 出版社 武蔵野書院

タイトル 「古今和歌集」の創造力 タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

和歌のアルバム 藤原俊成

詠む・編む・変える

著者 鈴木 宏子 著者 細川 英雄 著者 小山 順子

出版社 NHK出版 出版社 筑摩書房 出版社 平凡社

タイトル 天を掃け タイトル 玉勝間 タイトル 「古今和歌集」の創造力

著者 黒川 裕子 著者 本居 宣長 著者 鈴木 宏子

出版社 講談社 出版社 岩波書店 出版社 NHK出版

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル 淮南子

著者 細川 英雄 著者 劉安

出版社 筑摩書房 出版社 明治書院

【 特別 】 【 特別 】

【 学校指定 】

山　口
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【 特別 】 【 特別 】

岡　山

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033233552&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033861290&Action_id=121&Sza_id=F2
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031897081&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033861290&Action_id=121&Sza_id=F2


タイトル シンマイ！ タイトル キャプテンマークと銭湯と タイトル 土佐日記 タイトル 論語

著者 浜口 倫太郎 著者 佐藤 いつ子 著者 紀 貫之 著者 孔子

出版社 講談社 出版社 KADOKAWA 出版社 角川学芸出版 出版社 岩波書店

タイトル

『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄

 第三 人倫を侮らざる事」

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル

本をどう読むか

幸せになる読書術

著者 不詳 著者 細川 英雄 著者 岸見 一郎

出版社 小学館 出版社 筑摩書房 出版社 ポプラ社

タイトル 何のための「教養」か タイトル
『愛媛大学文学資料集

5・6』所載「みみと川」
タイトル 短歌の不思議 タイトル なぜ科学を学ぶのか

著者 桑子 敏雄 著者 本間 游清 著者 東 直子 著者 池内 了

出版社 筑摩書房 出版社
愛媛大学

国語国文科研究室
出版社 ふらんす堂 出版社 筑摩書房

タイトル 東京會舘とわたし タイトル
言葉の服

おしゃれと気づきの哲学
タイトル

『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」

著者 辻村 深月 著者 堀畑 裕之 著者 不詳

出版社 文藝春秋 出版社 トランスビュー 出版社 小学館

NO

IMAGE

【 検査Ⅰ 】

愛　媛 高　知
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【 検査Ⅰ 】

香　川 徳　島
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033943010&Action_id=121&Sza_id=B0
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033943673&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033982801&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 部長会議はじまります タイトル 論語 タイトル

『日本の食の未来』所載

「アフリカの稲作指導

第1回 えっ、アフリカで

米づくり？しかも畑で？」

著者 吉野 万理子 著者 孔子 著者 坪井 達史

出版社 朝日学生新聞社 出版社 岩波書店 出版社 －

タイトル イネという不思議な植物 タイトル

『新日本古典文学大系

41 古事談 続古事談』

所載「続古事談」

著者 稲垣 栄洋 著者 不詳

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店

タイトル
協力と裏切りの

生命進化史
タイトル

新釈漢文大系

第47巻 戦国策(上)
タイトル

『転換期を生きるきみたちへ』

所載「科学者の考え方

生命科学からの私見」

タイトル 日本霊異記

著者 市橋 伯一 著者 林 秀一 著者 仲野 徹 著者 景戒

出版社 光文社 出版社 明治書院 出版社 晶文社 出版社 講談社

タイトル 七代目 タイトル
『小学五年生』所載

「南小、フォーエバー」
タイトル

考えるための日本語入門

文法と思考の海へ

著者 竹田 真砂子 著者 重松 清 著者 井崎 正敏

出版社 集英社 出版社 文藝春秋 出版社 三省堂

佐　賀福　岡

【 特色 】
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NO

IMAGE

大　分
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タイトル まぁちんぐ！ 吹部！＃2 タイトル 思考の整理学 タイトル
『中国の名詩鑑賞 2』

所載「古楽府」
タイトル 御伽草子集

著者 赤澤 竜也 著者 外山 滋比古 著者 郭茂倩 著者 不詳

出版社 KADOKAWA 出版社 筑摩書房 出版社 明治書院 出版社 新潮社

タイトル 論理的思考のコアスキル タイトル
『日本の古典をよむ 15』

所載「十訓抄」
タイトル

文化財の

多言語化ハンドブック
タイトル イネという不思議な植物

著者 波頭 亮 著者 不詳 著者 文化庁 著者 稲垣 栄洋

出版社 筑摩書房 出版社 小学館 出版社 － 出版社 筑摩書房

タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル 世説新語 タイトル 『冬物語』所載「急須」 タイトル ブロードキャスト

著者 細川 英雄 著者 劉義慶 著者 南木 佳士 著者 湊 かなえ

出版社 筑摩書房 出版社 明治書院 出版社 文藝春秋 出版社 KADOKAWA

タイトル 今物語 タイトル

生きものとは何か

世界と自分を

知るための生物学

タイトル

『日本随筆大成

第2期 第20巻』

所載「猿著聞集」

著者 藤原 信実 著者 本川 達雄 著者 八島 定岡

出版社 講談社 出版社 筑摩書房 出版社 吉川弘文館

【 推薦 】 【 推薦 】

【 推薦 】

NO

IMAGE

【 推薦 】

宮　崎 熊　本
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NO

IMAGE

【 推薦 】

宮　崎
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タイトル 凜の弦音 タイトル 悲観する力 タイトル
対話をデザインする

伝わるとはどういうことか
タイトル 駒音高く

著者 我孫子 武丸 著者 森 博嗣 著者 細川 英雄 著者 佐川 光晴

出版社 光文社 出版社 幻冬舎 出版社 筑摩書房 出版社 実業之日本社

タイトル 古今著聞集 タイトル 鬼神論

著者 橘 成季 著者 新井 白石

出版社 新潮社 出版社 笠間書院

タイトル 14歳の水平線 タイトル 考えるレッスン タイトル
『新編中国名詩選』

所載「春日憶李白」

著者 椰月 美智子 著者 外山 滋比古 著者 杜甫

出版社 双葉社 出版社 大和書房 出版社 岩波書店

タイトル

わかりあえないことから

コミュニケーション

能力とは何か

タイトル
日本の古典をよむ 15

宇治拾遺物語・十訓抄

著者 平田 オリザ 著者 不詳

出版社 講談社 出版社 小学館

沖　縄

≪　2020年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
長　崎 鹿　児　島

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033830757&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033902609&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033874874&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033930200&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032722390&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033876008&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033760919&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032828860&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033893405&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=0100000000000033212485&Action_id=121&Sza_id=F2

