
東京都区分

①共通問題・後期選抜・新宿・国分寺

②日比谷・西・国立・八王子東・青山

③戸山・立川

※墨田川は問題公開前のため掲載なし

2021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』をクリックしてください。



タイトル 『眠れる美しい生き物』 タイトル
『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」
タイトル 『枕草子』 タイトル

『風に乗って、跳べ

太陽ときみの声』

著者 関口 雄祐 著者 不詳 著者 清少納言 著者 川端 裕人

出版社 エクスナレッジ 出版社 小学館 出版社 筑摩書房 出版社 朝日学生新聞社

タイトル 『雨鱒の川』 タイトル
『伊藤若冲

よみがえる天才』
タイトル 『「広辞苑」をよむ』

著者 川上 健一 著者 辻 惟雄 著者 今野 真二

出版社 集英社 出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店

タイトル
『プログラミング思考の

レッスン』
タイトル 『春秋左氏伝』 タイトル 『競歩王』 タイトル 『雲』所載「春の河」

著者 野村 亮太 著者 左丘明 著者 額賀 澪 著者 山村 暮鳥

出版社 集英社 出版社 岩波書店 出版社 光文社 出版社 日本図書センター

タイトル 『嵯峨野花譜』 タイトル 『詩への道しるべ』 タイトル 『言志四録』

著者 葉室 麟 著者 柴田 翔 著者 佐藤 一斎

出版社 文藝春秋 出版社 筑摩書房 出版社 PHP研究所

【 裁量問題 】

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
北　海　道 青　森

秋　田 岩　手

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034011576&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019376495&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034055851&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033590118&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034003064&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034012607&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033931782&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034051081&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000005668142&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033972585&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031722355&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030641509&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031540724&Action_id=121&Sza_id=B0


タイトル 『ピカソになれない私たち』 タイトル 『塵塚談』 タイトル 『彼方のゴールド』 タイトル

『新編

日本古典文学全集 88』

所載「連歌比況集」

著者 一色 さゆり 著者 小川 顕道 著者 大崎 梢 著者 宗長

出版社 幻冬舎 出版社 現代思潮新社 出版社 文藝春秋 出版社 小学館

タイトル
『知的創造の条件

AI的思考を超えるヒント』
タイトル

『違和感から始まる

社会学 日常性の

フィールドワークへの招待』

著者 吉見 俊哉 著者 好井 裕明

出版社 筑摩書房 出版社 光文社

タイトル 『大学』 タイトル 『青春ノ帝国』 タイトル 『天羽衣』 タイトル 『水を縫う』

著者 曾子 著者 石川 宏千花 著者 石川 雅望 著者 寺地 はるな

出版社 KADOKAWA 出版社 あすなろ書房 出版社 夕陽亭文庫 出版社 集英社

タイトル 『花月草紙』 タイトル
『段落論 日本語の

「わかりやすさ」の決め手』
タイトル

『読者はどこにいるのか

書物の中の私たち』
タイトル 『論語』

著者 松平 定信 著者 石黒 圭 著者 石原 千秋 著者 孔子

出版社 岩波書店 出版社 光文社 出版社 河出書房新社 出版社 KADOKAWA

福　島 栃　木

NO

IMAGE

NO

IMAGE

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
山　形 宮　城

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034040665&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034068243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001293852&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033991926&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033079941&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000033403940&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034080556&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034034340&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032323240&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034125632&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『紫式部集』 タイトル
『これからの幸福について

文化的幸福観のすすめ』
タイトル 『水を縫う』 タイトル 『世説新語』

著者 紫式部 著者 内田 由紀子 著者 寺地 はるな 著者 劉義慶

出版社 岩波書店 出版社 新曜社 出版社 集英社 出版社 明治書院

タイトル 『荘子』 タイトル

『世界は贈与でできている

資本主義の「すきま」を

埋める倫理学』

タイトル
『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」

著者 荘子 著者 近内 悠太 著者 不詳

出版社 講談社 出版社 ニューズピックス 出版社 小学館

タイトル

『ぼくのまつり縫い

手芸男子は

好きっていえない』

タイトル
『日本の文学 古典編46

江戸笑話集』
タイトル 『ピカソになれない私たち』 タイトル 『徒然草』

著者 神戸 遥真 著者 不詳 著者 一色 さゆり 著者 兼好法師

出版社 偕成社 出版社 ほるぷ出版 出版社 幻冬舎 出版社 KADOKAWA

タイトル 『新・大学でなにを学ぶか』 タイトル

『人は語り続けるとき、

考えていない

対話と思考の哲学』

著者 上田 紀行 著者 河野 哲也

出版社 岩波書店 出版社 岩波書店

【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

NO

IMAGE

埼　玉茨　城

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期 】 【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

群　馬

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001836129&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033603822&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070041&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034044961&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031162667&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034040665&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033974634&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033988573&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034023828&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル 『雲を紡ぐ』 タイトル

『文学こそ最高の

教養である』所載

「鴨長明『方丈記』」

タイトル 『17歳のラリー』 タイトル
『万葉集を学ぶ人の

ために』所載「風土と自然」

著者 伊吹 有喜 著者
蜂飼 耳

駒井 稔
著者 天沢 夏月 著者 中西 進/編

出版社 文藝春秋 出版社 光文社 出版社 KADOKAWA 出版社 世界思想社

タイトル 『住まいの基本を考える』 タイトル 『無名抄』 タイトル 『となりの心理学』 タイトル

『新編

日本古典文学全集6』

所載「万葉集」

著者 堀部 安嗣 著者 久保田 淳 著者 星 薫 著者 不詳

出版社 新潮社 出版社 角川学芸出版 出版社 左右社 出版社 小学館

タイトル 『七里ヶ浜の姉妹』 タイトル
『古代文学の世界像』所載

「神話の桜・万葉の桜」
タイトル 『貨幣論』 タイトル 『徒然草全注釈』

著者 名取 佐和子 著者 多田 一臣 著者 岩井 克人 著者 安良岡 康作

出版社 角川春樹事務所 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 角川学芸出版

タイトル

『若い読者に贈る

美しい生物学講義

感動する生命のはなし』

タイトル 『時の筏』 タイトル 『古典注釈入門』

著者 更科 功 著者 加藤 幸子 著者 鈴木 健一

出版社 ダイヤモンド社 出版社 新潮社 出版社 岩波書店

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 共通問題 】 【 共通問題 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

東　京

【 共通問題 】 【 共通問題 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

東　京

【 新宿 】 【 国分寺 】

NO

IMAGE

【 国分寺 】

【 新宿 】 【 新宿 】 【 国分寺 】 【 国分寺 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034022681&Action_id=121&Sza_id=E2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033914413&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034088590&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=0100000000000034125612&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034084865&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018992479&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034010333&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034004419&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032899215&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000028380623&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033161516&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032559178&Action_id=121&Sza_id=G4


タイトル 『アスリーツ』 タイトル
『和歌と日本語

万葉集から新古今集まで』
タイトル

『知的創造の条件

AI的思考を超えるヒント』
タイトル

『野球青春小説

特別号 CROSS』所載

「空までとどけ」

著者 あさの あつこ 著者 篠田 治美 著者 吉見 俊哉 著者 和泉 実希

出版社 中央公論新社 出版社 藤原書店 出版社 筑摩書房 出版社 白夜書房

タイトル

『若い読者に贈る

美しい生物学講義

感動する生命のはなし』

タイトル 『廉太郎ノオト』 タイトル

『現代思想 万葉集を

読む』所載「『万葉集』の

言葉の世界」

タイトル 『遅いインターネット』

著者 更科 功 著者 谷津 矢車 著者 多田 一臣 著者 宇野 常寛

出版社 ダイヤモンド社 出版社 中央公論新社 出版社 青土社 出版社 幻冬舎

タイトル 『西行』 タイトル
『人口減少社会の

デザイン』
タイトル

『五十鈴川の鴨』所載

「木になった魚」
タイトル 『鳥と人間の文化誌』

著者 高橋 英夫 著者 広井 良典 著者 竹西 寛子 著者 奥野 卓司

出版社 岩波書店 出版社 東洋経済新報社 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房

タイトル 『就職先はネジ屋です』 タイトル 『精講 漢文』 タイトル

『モノに心はあるのか

動物行動学から考える

「世界の仕組み」』

著者 上野 歩 著者 前野 直彬 著者 森山 徹

出版社 小学館 出版社 筑摩書房 出版社 新潮社

東　京

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 日比谷 】 【 西 】 【 西 】 【 国立 】

東　京

【 日比谷 】 【 日比谷 】 【 西 】 【 国立 】

【 八王子東 】 【 八王子東 】 【 青山 】

【 国立 】 【 八王子東 】 【 青山 】 【 青山 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033967879&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034004419&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032858105&Action_id=121&Sza_id=E1
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=0100000000000034068243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000007433920&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000007272655&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034035436&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018816709&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033888038&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033973430&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033801062&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033161553&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033703037&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033915311&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『夏の葬列』所載「煙突」 タイトル 『紫式部ひとり語り』 タイトル

『人は語り続けるとき、

考えていない

対話と思考の哲学』

著者 山川 方夫 著者 山本 淳子 著者 河野 哲也

出版社 集英社 出版社 KADOKAWA 出版社 岩波書店

タイトル

『日本文化の核心

 「ジャパン・スタイル」を

読み解く』

タイトル 『銀座の紙ひこうき』 タイトル

『菅原道真

学者政治家の

栄光と没落』

著者 松岡 正剛 著者 はらだ みずき 著者 滝川 幸司

出版社 講談社 出版社 中央公論新社 出版社 中央公論新社

タイトル 『今昔物語集』 タイトル
『知的創造の条件

AI的思考を超えるヒント』
タイトル 『競歩王』 タイトル 『天地明察』

著者 不詳 著者 吉見 俊哉 著者 額賀 澪 著者 冲方 丁

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 光文社 出版社 角川書店

タイトル 『憂き夜に花を』 タイトル

『日本随筆大成

第1期 第7巻』所載

「雨窓閑話」

タイトル

『文字世界で読む

文明論 比較人類史

七つの視点』

タイトル

『天文学者たちの

江戸時代

暦・宇宙観の大転換』

著者 吉川 永青 著者 不詳 著者 鈴木 董 著者 嘉数 次人

出版社 中央公論新社 出版社 吉川弘文館 出版社 講談社 出版社 筑摩書房

【 追検査 】 【 追検査 】 【 特色 】

神　奈　川

【 戸山 】 【 立川 】 【 立川 】

【 追検査 】 【 特色 】

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 戸山 】 【 戸山 】 【 立川 】

東　京

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009785717&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034046821&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034033217&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033959041&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033974634&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033971554&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031650751&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034076155&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034068243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982225&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033972585&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034088086&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032753661&Action_id=121&Sza_id=G2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033466710&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『何のための「教養」か』 タイトル 『平治物語』 タイトル
『段落論 日本語の

「わかりやすさ」の決め手』
タイトル

『新釈 漢文大系 53』

所載「孔子家語」

著者 桑子 敏雄 著者 不詳 著者 石黒 圭 著者 不詳

出版社 筑摩書房 出版社 講談社 出版社 光文社 出版社 明治書院

タイトル 『本屋さんのダイアナ』 タイトル 『徒然草』 タイトル 『雨を待つ』

著者 柚木 麻子 著者 兼好法師 著者 朝倉 宏景

出版社 新潮社 出版社 KADOKAWA 出版社 講談社

タイトル 『徒然草』 タイトル 『旅人の表現術』 タイトル
『新編 日本古典文学全集

88』所載「ひとりごと」
タイトル 『明日の僕に風が吹く』

著者 兼好法師 著者 角幡 唯介 著者 心敬 著者 乾 ルカ

出版社 KADOKAWA 出版社 集英社 出版社 小学館 出版社 KADOKAWA

タイトル 『うしろめたさの人類学』 タイトル

『わたしの外国語漂流記

 未知なる言葉と格闘した

25人の物語』所載

「あいづちと変身」

タイトル 『絵と心』 タイトル 『春秋左氏伝』

著者 松村 圭一郎 著者 石井 美保 著者 平山 郁夫 著者 左丘明

出版社 ミシマ社 出版社 河出書房新社 出版社 中央公論新社 出版社 岩波書店

【 Aグループ 】 【 Bグループ 】 【 Bグループ 】

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

千　葉 長　野

【 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 】

　新　潟 愛　知

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033943010&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033451382&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033970035&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034034340&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019833769&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033666828&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034031990&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034034656&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=0100000000000032007266&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033978148&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000005668142&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル 『ひぐまのキッチン』 タイトル
『新編 日本古典文学全集

64』所載「一休ばなし」
タイトル

『人間を究める』所載

「物語に描かれている

『人間』とは？」

タイトル 『古今著聞集』

著者 石井 睦美 著者 不詳 著者 廣野 由美子 著者 橘成季

出版社 中央公論新社 出版社 小学館 出版社 ポプラ社 出版社 新潮社

タイトル 『情報生産者になる』 タイトル
『女神のサラダ』所載

「トマトの約束」

著者 上野 千鶴子 著者 瀧羽 麻子

出版社 筑摩書房 出版社 光文社

タイトル

『関係人口をつくる

定住でもない交流でもない

ローカルイノベーション』

タイトル

『日本随筆大成

第1期 第18巻』所載

「閑田耕筆」

タイトル 『稲穂の海』所載「桃子」 タイトル 『常山紀談』

著者 田中 輝美 著者 伴 蒿蹊 著者 熊谷 達也 著者 湯浅 常山

出版社 木楽舎 出版社 吉川弘文館 出版社 文藝春秋 出版社 岩波書店

タイトル 『水を縫う』 タイトル
『生きる力をさがす旅

子ども世界の文化人類学』

著者 寺地 はるな 著者 波平 恵美子

出版社 集英社 出版社 出窓社

NO

IMAGE

福　井 岐　阜

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
石　川 富　山

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033818528&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033813404&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033676881&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031983004&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032904511&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030915403&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034044973&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034049286&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 『やがて満ちてくる光の』 タイトル

『新版 動的平衡

生命はなぜ

そこに宿るのか』

タイトル 『カントリー・ロード』 タイトル

『日本随筆大成

第3期 第19巻』所載

「翁草」

著者 梨木 香歩 著者 福岡 伸一 著者 阪口 正博 著者 神沢 杜口

出版社 新潮社 出版社 小学館 出版社 BL出版 出版社 吉川弘文館

タイトル 『今昔物語集』 タイトル

『時間を作る、

時間を生きる

 心理的時間入門』

タイトル
『ルビンのツボ

芸術する体と心』

著者 不詳 著者 松田 文子/編 著者 齋藤 亜矢

出版社 岩波書店 出版社 北大路書房 出版社 岩波書店

タイトル

『14歳の教室』所載

「読むと書く 見えない

『おもい』をめぐって」

タイトル
『絵本の冒険

 「絵」と「ことば」で楽しむ』
タイトル 『水を縫う』 タイトル

『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」

著者 若松 英輔 著者 小野 明 著者 寺地 はるな 著者 不詳

出版社 NHK出版 出版社 フィルムアート社 出版社 集英社 出版社 小学館

タイトル
『日本語を味わう

名詩入門16』
タイトル

『動物が教えてくれた

人生で大切なこと。』

著者 茨木 のり子 著者 小菅 正夫

出版社 あすなろ書房 出版社 河出書房新社

【 後期選抜 】

【 後期選抜 】

滋　賀 三　重

【 後期選抜 】

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
山　梨 静　岡

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033950524&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031650751&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033610708&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031347374&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032876829&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000031984324&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034091992&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032939754&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033770809&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033099268&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=F2


タイトル 『〈ひと〉の現象学』 タイトル 『伊曾保物語』 タイトル

『人は語り続けるとき、

考えていない

対話と思考の哲学』

タイトル
『残しておきたい

ふるさとの野草』

著者 鷲田 清一 著者 不詳 著者 河野 哲也 著者 稲垣 栄洋

出版社 筑摩書房 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 地人書館

タイトル 『芸術人類学講義』 タイトル 『古今著聞集』 タイトル
『日本随筆大成 続5』

所載「間思随筆」

著者 鶴岡 真弓 著者 橘成季 著者 加藤 景範

出版社 筑摩書房 出版社 新潮社 出版社 吉川弘文館

タイトル 『考える鉛筆』 タイトル
『日本随筆大成 続5』

所載「間思随筆」
タイトル 『アララギの脊梁』 タイトル

『続・建築について

話してみよう』

著者 小日向 京 著者 加藤 景範 著者 大辻 隆弘 著者 西沢 立衛

出版社 アスペクト 出版社 吉川弘文館 出版社 青磁社 出版社 王国社

タイトル 『考える鉛筆』 タイトル
『AI倫理 人工知能は

「責任」をとれるのか』
タイトル 『玉勝間』

著者 小日向 京 著者
西垣 通

河島 茂生
著者 本居 宣長

出版社 アスペクト 出版社 中央公論新社 出版社 岩波書店

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 前期選抜 】 【 前期選抜 】 【 中期選抜 】 【 A 】

京　都 大　阪

【 B 】 【 B 】 【 C 】

【 前期選抜 】 【 中期選抜 】 【 A 】

【 A 】 【 B 】 【 C 】 【 C 】

大　阪

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034019129&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034042863&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=G1
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=0100000000000033974634&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032402465&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982928&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032731093&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032731093&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982928&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033968815&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032235420&Action_id=121&Sza_id=GG
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=0100000000000032693947&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『地形と日本人 私たちは

どこに暮らしてきたか』
タイトル

『アジアの芸術論

演劇理論集』所載

「耳塵集」

タイトル
『本の読める

場所を求めて』

著者 金田 章裕 著者 金子 吉左衛門 著者 阿久津 隆

出版社
日経BP

日本経済新聞出版本部
出版社 勉誠社 出版社 朝日出版社

タイトル
『25の短編小説』

所載「魚の記憶」
タイトル

『14歳からの哲学

考えるための教科書』
タイトル 『徒然草』

著者 三浦 しをん 著者 池田 晶子 著者 兼好法師

出版社 朝日新聞出版 出版社 トランスビュー 出版社 KADOKAWA

タイトル 『説苑』 タイトル 『水を縫う』 タイトル 『古今和歌集』 タイトル 『やがて満ちてくる光の』

著者 劉向 著者 寺地 はるな 著者 紀貫之 他/編 著者 梨木 香歩

出版社 講談社 出版社 集英社 出版社 筑摩書房 出版社 新潮社

タイトル
『蕪村文集』所載

「新花摘」
タイトル

『知的創造の条件

AI的思考を超えるヒント』
タイトル 『「サル化」する人間社会』 タイトル 『きみの町で』

著者 与謝 蕪村 著者 吉見 俊哉 著者 山極 寿一 著者 重松 清

出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 集英社インターナショナル 出版社 新潮社

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

奈　良

【 一般選抜 】

【 一般選抜 】

NO

IMAGE

【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

兵　庫 和　歌　山

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034110531&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034108454&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031105866&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034089310&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033996053&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033534378&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034068243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032392125&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033125769&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033950524&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033925881&Action_id=121&Sza_id=B0


タイトル 『四度目の氷河期』 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 『ストロベリーライフ』 タイトル 『考えるとはどういうことか』

著者 荻原 浩 著者 浅井 了意 著者 荻原 浩 著者 梶谷 真司

出版社 新潮社 出版社 小学館 出版社 毎日新聞出版 出版社 幻冬舎

タイトル
『科学と非科学

その正体を探る』
タイトル 『俳句のルール』 タイトル 『日本語の美 書くヒント』

著者 中屋敷 均 著者 井上 泰至 著者 中村 明

出版社 講談社 出版社 笠間書院 出版社 明治書院

タイトル 『紙の本は、滅びない』 タイトル 『水族館ガール』 タイトル
『高安犬物語』

所載「爪王」
タイトル

『鬼貫句選・独ごと』

所載「独ごと」

著者 福嶋 聡 著者 木宮 条太郎 著者 戸川 幸夫 著者 上嶋 鬼貫

出版社 ポプラ社 出版社 実業之日本社 出版社 武田ランダムハウスジャパン 出版社 岩波書店

タイトル
『不肖・宮嶋 メディアの

ウソ、教えたる！』
タイトル 『沙石集』 タイトル 『指揮者の知恵』

著者 宮嶋 茂樹 著者 無住一円 著者 藤野 栄介

出版社 河出書房新社 出版社 岩波書店 出版社 学研教育出版

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
鳥　取 岡　山

NO

IMAGE

島　根 広　島

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032289593&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=0100000000000031947726&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033993413&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033576199&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033823377&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032614529&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033031150&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031938441&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033102357&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032037445&Action_id=121&Sza_id=D2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032483058&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032450282&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 『ずっと見つめていた』 タイトル 『わらんべ草』 タイトル 『十八史略』

著者 森島 いずみ 著者 大蔵 虎明 著者 曾先之

出版社 偕成社 出版社 岩波書店 出版社 講談社

タイトル
『日本人のための

漢字入門』
タイトル 『東関紀行』

著者 阿辻 哲次 著者 不詳

出版社 講談社 出版社 岩波書店

タイトル 『四重奏デイズ』 タイトル

『人は語り続けるとき、

考えていない

対話と思考の哲学』

タイトル 『水を縫う』 タイトル
『脳と創造性

「この私」というクオリアへ』

著者 横田 明子 著者 河野 哲也 著者 寺地 はるな 著者 茂木 健一郎

出版社 岩崎書店 出版社 岩波書店 出版社 集英社 出版社 PHPエディターズ・グループ

タイトル
『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」
タイトル

『芸術的創造は

脳のどこから産まれるか？』
タイトル 無名草子

著者 不詳 著者 大黒 達也 著者 不詳

出版社 小学館 出版社 光文社 出版社 新潮社

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
山　口

NO

IMAGE

香　川 徳　島

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034035120&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034031492&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000004049856&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032130052&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033686415&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033974634&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034045930&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031509495&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033624639&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『知的創造の条件

AI的思考を超えるヒント』
タイトル

『日本随筆大成

第1期 第15巻』所載

「燕居雑話」

タイトル
『草野心平詩集』

所載「樹木」
タイトル

『ほんとうの「哲学」の

話をしよう』

著者 吉見 俊哉 著者 日尾 荊山 著者 草野 心平 著者
岡本 裕一朗

深谷 信介

出版社 筑摩書房 出版社 吉川弘文館 出版社 角川春樹事務所 出版社 中央公論新社

タイトル 『食王』 タイトル
『多文化社会の

コミュニケーション』
タイトル 『伊曾保物語』

著者 楡 周平 著者
山本 喜久江

八代 京子
著者 不詳

出版社 祥伝社 出版社 三修社 出版社 岩波書店

タイトル 『水を縫う』 タイトル 『日本永代蔵』 タイトル
『「さみしさ」の力

孤独と自立の心理学』
タイトル

『新編日本古典文学全集

64』所載「浮世物語」

著者 寺地 はるな 著者 井原 西鶴 著者 榎本 博明 著者 浅井 了意

出版社 集英社 出版社 講談社 出版社 筑摩書房 出版社 小学館

タイトル

『きみのまちに

未来はあるか？

「根っこ」から地域をつくる』

タイトル
『小学五年生』

所載「バスに乗って」

著者
除本 理史

佐無田 光
著者 重松 清

出版社 岩波書店 出版社 文藝春秋

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
愛　媛 高　知

大　分 福　岡

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034068243&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034087856&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982997&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032394850&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034068503&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033971549&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034036653&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033814591&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034065443&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032338710&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030584808&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『水を縫う』 タイトル 『白』 タイトル 『いなばの白うさぎ』 タイトル 『論語』

著者 寺地 はるな 著者 原 研哉 著者 なかがわ りえこ 著者 孔子

出版社 集英社 出版社 中央公論新社 出版社 - 出版社 KADOKAWA

タイトル
『日本文化のキーワード

七つのやまと言葉』
タイトル

『日本の古典をよむ(1)』

所載「古事記」
タイトル 『沙石集』 タイトル 『ためになる論語の世界』

著者 栗田 勇 著者
稗田阿礼

太安万侶
著者 無住一円 著者 佐久 協

出版社 祥伝社 出版社 小学館 出版社 岩波書店 出版社 学研プラス

タイトル
『少年譜』

所載「少年譜 笛の音」
タイトル 『廉太郎ノオト』 タイトル 『空気を読む脳』 タイトル 『荘子』

著者 伊集院 静 著者 谷津 矢車 著者 中野 信子 著者 荘子

出版社 文藝春秋 出版社 中央公論新社 出版社 講談社 出版社 講談社

タイトル 『教養としての言語学』 タイトル

『日本随筆大成

第2期 第18巻』所載

「薫風雑話」

タイトル 『水を縫う』

著者 鈴木 孝夫 著者 渋川 時英 著者 寺地 はるな

出版社 岩波書店 出版社 吉川弘文館 出版社 集英社

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

宮　崎

佐　賀

NO

IMAGE

熊　本

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032403092&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032077390&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031912059&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034125632&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032764973&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032666268&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019813756&Action_id=121&Sza_id=F3
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=0100000000000031987864&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034035186&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033603822&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『水を縫う』 タイトル
『日本語力で

切り開く未来』
タイトル

『はずれ者が進化をつくる

生き物をめぐる

個性の秘密』

タイトル 『魔女と花火と100万円』

著者 寺地 はるな 著者 齋藤 孝 著者 稲垣 栄洋 著者 望月 雪絵

出版社 集英社 出版社 集英社インターナショナル 出版社 筑摩書房 出版社 講談社

タイトル 『正法眼蔵随聞記』 タイトル 『沙石集』

著者 道元 著者 無住一円

出版社 講談社 出版社 岩波書店

タイトル
『日曜日の夕刊』所載

「サマーキャンプへようこそ」
タイトル 『人間の本性』 タイトル 『韓非子』所載「五蠹」

著者 重松 清 著者 丹羽 宇一郎 著者 韓非

出版社 新潮社 出版社 幻冬舎 出版社 徳間書店

タイトル

『令和元年度版科学技術

白書』所載「身近な科学

技術の成果 人工知能が

俳句を楽しむ？」

タイトル

『ビギナーズ・クラシックス

日本の古典 今昔物語集』

所載「巻五第十三話」

著者

大塚 凱/

北海道大学調和系

工学研究室

著者 不詳

出版社 文部科学省 出版社 角川書店

NO

IMAGE

≪　2021年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
長　崎 鹿　児　島

NO

IMAGE

沖　縄

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034070333&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031199186&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034027388&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034076612&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034088573&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030978866&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033926553&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030940993&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032098912&Action_id=121&Sza_id=F3

