
東京都区分

①共通問題・後期選抜・国分寺・日比谷

②新宿・西・国立・八王子東・戸山

③青山・立川・墨田川

2022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。

国立高専



タイトル
『1日10分のぜいたく』

所載「みどり色の記憶」
タイトル

『中国古典小説選12

笑林・笑賛・笑府 他』

所載「笑林」

タイトル
『日本人とリズム感

「拍」をめぐる日本文化論』

著者 あさの あつこ 著者 邯鄲淳 著者 樋口 桂子

出版社 双葉社 出版社 明治書院 出版社 青土社

タイトル 『世説新語』 タイトル 『韓非子』 タイトル 『ぼくらの山の学校』

著者 劉義慶 著者 韓非 著者 八束 澄子

出版社 明治書院 出版社 明治書院 出版社 PHP研究所

タイトル 『零から0へ』 タイトル 『列子』 タイトル 『風の港』 タイトル 『読書のちから』

著者 まはら 三桃 著者 列子 著者 村山 早紀 著者 若松 英輔

出版社 ポプラ社 出版社 明治書院 出版社 徳間書店 出版社 亜紀書房

タイトル 『希望のつくり方』 タイトル 『俳句を楽しむ』 タイトル 『方法序説』 タイトル 『貞観政要』

著者 玄田 有史 著者 佐藤 郁良 著者 デカルト 著者 呉兢

出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房

北　海　道 青　森

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

岩　手 宮　城

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034125325&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031162667&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000031008370&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=0100000000000033701542&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034158181&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032494579&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031395929&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033988639&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034313228&Action_id=121&Sza_id=LL
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780301&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034142041&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033329092&Action_id=121&Sza_id=B0


タイトル
『パラ・スター

Side宝良』
タイトル 『徒然草』 タイトル 『鉄のしぶきがはねる』 タイトル 『伊曾保物語』

著者 阿部 暁子 著者 兼好法師 著者 まはら 三桃 著者 不詳

出版社 集英社 出版社 KADOKAWA 出版社 講談社 出版社 岩波書店

タイトル
『ブックデザイナー

鈴木一誌の生活と意見』
タイトル

『雑草の成功戦略

逆境を生きぬく知恵』
タイトル 『荘子』

著者 鈴木 一誌 著者 稲垣 栄洋 著者 荘子

出版社 誠文堂新光社 出版社 NTT出版 出版社 講談社

タイトル 『手作り雑貨ゆうつづ堂』 タイトル
『想古録

近世人物逸話集』
タイトル 『顔氏家訓』 タイトル 『オリオンの上』

著者 植原 翠 著者 山田 三川 著者 顔之推 著者 有島 希音

出版社 マイナビ出版 出版社 平凡社 出版社 講談社 出版社 文研出版

タイトル
『食べものから

学ぶ世界史』
タイトル 『可笑記』 タイトル 『はじめての哲学』

著者 平賀 緑 著者 如儡子 著者 藤田 正勝

出版社 岩波書店 出版社 教育社 出版社 岩波書店

山　形 福　島

NO

IMAGE

【 前期 】 【 一般 】 【 一般 】

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 一般 】【 前期 】 【 前期 】 【 一般 】

秋　田

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034043946&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033631318&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=0100000000000030957329&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032551570&Action_id=121&Sza_id=E1
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=0100000000000030772465&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034113553&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034222390&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000028392266&Action_id=121&Sza_id=G4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033721209&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034219214&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034207841&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル
『江戸怪談集 下』

所載「百物語評判」
タイトル 『ヨンケイ！！』 タイトル 『エレジーは流れない』 タイトル

『これからの時代を

生き抜くための

生物学入門』

著者 山岡 元隣 著者 天沢 夏月 著者 三浦 しをん 著者 五箇 公一

出版社 岩波書店 出版社 ポプラ社 出版社 双葉社 出版社 辰巳出版

タイトル 『形の美とは何か』 タイトル

『生物多様性を問いなおす

 世界・自然・未来との

共生とSDGs』

タイトル

『日本随筆大成

第1期第1巻』所載

「筆のすさび」

著者 三井 秀樹 著者 高橋 進 著者 菅 茶山

出版社 NHK出版 出版社 筑摩書房 出版社 吉川弘文館

タイトル 『新古今和歌集』 タイトル
『なぜ世界を

知るべきなのか』
タイトル 『ヨンケイ！！』 タイトル 『説苑』

著者 小林 大輔/編 著者 池上 彰 著者 天沢 夏月 著者 劉向

出版社 角川学芸出版 出版社 小学館 出版社 ポプラ社 出版社 講談社

タイトル 『呻吟語』 タイトル

『植物のいのち

からだを守り、子孫につなぐ

驚きのしくみ』

タイトル
『戦国武将逸話集

訳注 「常山紀談」』

著者 呂坤 著者 田中 修 著者 湯浅 常山

出版社 KADOKAWA 出版社 中央公論新社 出版社 勉誠出版

【 後期 】【 前期 】 【 後期 】

【 後期 】 【 後期 】【 前期 】 【 前期 】

群　馬

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
茨　城栃　木

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000006134011&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030664627&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034158180&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034197195&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034155885&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034106453&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982229&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031950867&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033675000&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034226098&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034205706&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034158180&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032383384&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033996053&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル
『人生は凸凹だから

おもしろい』
タイトル

『21世紀によむ日本の

古典13 御伽草子』

所載「ものくさ太郎」

タイトル 『つむじ風食堂の夜』 タイトル
『水野瀬高校放送部の

四つの声』

著者 枡野 俊明 著者 不詳 著者 吉田 篤弘 著者 青谷 真未

出版社 光文社 出版社 ポプラ社 出版社 筑摩書房 出版社 早川書房

タイトル 『手のひらの音符』 タイトル
『あいまいな会話は

なぜ成立するのか』
タイトル 『今昔物語集』 タイトル

『日本語は哲学する

言語である』

著者 藤岡 陽子 著者 時本 真吾 著者 不詳 著者 小浜 逸郎

出版社 新潮社 出版社 岩波書店 出版社 講談社 出版社 徳間書店

タイトル

『大量廃棄社会

アパレルとコンビニの

不都合な真実』

タイトル 『亥子ころころ』 タイトル
『日本随筆大成 続2』

所載「寝ざめの友」
タイトル

『身のまわりの

すごい技術大百科』

著者
仲村 和代

藤田 さつき
著者 西條 奈加 著者 近藤 万丈 著者

涌井 良幸

涌井 貞美

出版社 光文社 出版社 講談社 出版社 吉川弘文館 出版社 KADOKAWA

タイトル
『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」
タイトル 『《時間》(とき)のかたち』 タイトル 『白百』 タイトル

『紙の基礎と印刷適性

構造・物性・加工・

印刷品質評価』

著者 不詳 著者 伊藤 徹 著者 原 研哉 著者 江前 敏晴

出版社 小学館 出版社 堀之内出版 出版社 中央公論新社 出版社 －

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 追試験 】 【 共通 】

【 共通 】 【 追検査 】 【 特色検査 】 【 特色検査 】

NO

IMAGE

千　葉 神　奈　川

【 追試験 】 【 追試験 】 【 共通 】

神　奈　川

【 共通 】 【 追検査 】 【 追検査 】 【 特色検査 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034111193&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033487867&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030966620&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034062941&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031618519&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033455486&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034227584&Action_id=121&Sza_id=B0
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=0100000000000033912250&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=0100000000000033937119&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034117078&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982924&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033706871&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033729652&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『雪のなまえ』 タイトル 『西行・山家集』 タイトル 『西行』 タイトル
『デザインの鍵

人間・建築・方法』

著者 村山 由佳 著者 井上 靖 著者 白洲 正子 著者 池邊 陽

出版社 徳間書店 出版社 学研プラス 出版社 新潮社 出版社 丸善

タイトル

『思考を科学する

「考える」とは

どういうことか？』

タイトル
『対座』所載

「西行の漂泊と無常」
タイトル 『赤と青とエスキース』 タイトル

『短歌 2017年01月号』

所載

「百人一首のおもしろさ」

著者 大須賀 節雄 著者 白洲 正子 著者 青山 美智子 著者

馬場 あき子

俵 万智

島内 景二

出版社 オーム社 出版社 世界文化社 出版社 PHP研究所 出版社 KADOKAWA

タイトル 『新古今和歌集』 タイトル 『やまびこのうた』 タイトル
『和歌史 なぜ千年を

越えて続いたか』
タイトル 『文明の死/文化の再生』

著者 小林 大輔/編 著者 笹山 久三 著者 渡部 泰明 著者 村上 陽一郎

出版社 角川学芸出版 出版社 河出書房新社 出版社 KADOKAWA 出版社 岩波書店

タイトル 『百人一首〈全〉』 タイトル
『内山節著作集6

自然と人間の哲学』
タイトル 『スター』 タイトル

『月は東に

蕪村の夢 漱石の幻』

著者 谷 知子/編 著者 内山 節 著者 朝井 リョウ 著者 森本 哲郎

出版社 角川学芸出版 出版社 農山漁村文化協会 出版社 朝日新聞出版 出版社 新潮社

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 共通問題 】 【 共通問題 】 【 共通問題 】 【 後期選抜 】

東　京

【 共通問題 】 【 共通問題 】 【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

NO

IMAGE

東　京

【 後期選抜 】 【 国分寺 】 【 日比谷 】 【 日比谷 】

【 後期選抜 】 【 国分寺 】 【 国分寺 】 【 日比谷 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034146262&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032647357&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030879832&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030735535&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033118146&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034271771&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019808502&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031950867&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032509614&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019578979&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033128175&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034131388&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034121656&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031813387&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019963579&Action_id=121&Sza_id=F4


タイトル 『完パケ！』 タイトル

『國文學 解釈と教材の

研究 1995年8月号40

(10) 古今和歌集 いま何が

問題か』所載「表現の仕組み」

タイトル 『櫓太鼓がきこえる』 タイトル
『漢詩の流儀

その真髄を味わう』

著者 額賀 澪 著者 鈴木 日出男 著者 鈴村 ふみ 著者 松原 朗

出版社 講談社 出版社 學燈社 出版社 集英社 出版社 大修館書店

タイトル

『高校生のための人物に

学ぶ日本の思想史』

所載「『無』と日本思想の

連関 西田幾多郎に学ぶ」

タイトル 土佐日記 タイトル

『科学とはなにか

新しい科学論、

いま必要な三つの視点』

タイトル 『君と漕ぐ4』

著者 佐伯 啓思 著者 紀 貫之 著者 佐倉 統 著者 武田 綾乃

出版社 ミネルヴァ書房 出版社 角川学芸出版 出版社 講談社 出版社 新潮社

タイトル

『倫理学入門

アリストテレスから

生殖技術、AIまで』

タイトル

『星がひとつ

ほしいとの祈り』

所載「斉唱」

タイトル

『講義 日本文学

〈共同性〉からの視界』

所載「歌謡の仕組み」

タイトル
『環境の哲学 日本の

思想を現代に活かす』

著者 品川 哲彦 著者 原田 マハ 著者 鉄野 昌弘 著者 桑子 敏雄

出版社 中央公論新社 出版社 実業之日本社 出版社 東京大学出版会 出版社 講談社

タイトル 『〈ひらがな〉の誕生』 タイトル

『デジタルで変わる

子どもたち 学習・

言語能力の現在と未来』

タイトル
『銀の匙』所載

「夏目先生と私」
タイトル

『読みなおし日本文学史

歌の漂泊』

著者 山口 搖司 著者 バトラー後藤裕子 著者 中 勘助 著者 高橋 睦郎

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

東　京

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 新宿 】 【 新宿 】 【 西 】 【 国立 】

東　京

【 新宿 】 【 新宿 】

NO

IMAGE

【 西 】 【 西 】

【 国立 】 【 八王子東 】 【 戸山 】 【 戸山 】

【 国立 】 【 八王子東 】 【 八王子東 】 【 戸山 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034169129&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034152631&Action_id=121&Sza_id=B0
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=0100000000000034174320&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034149230&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033180674&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034238773&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034090916&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033442495&Action_id=121&Sza_id=G4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032989175&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034201823&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034188220&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780289&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030616216&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000028380599&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル 『わらの人』 タイトル 『環境保護の思想』 タイトル 『風は山から吹いている』 タイトル

『「利他」とは何か』所載

「『うつわ』的利他

ケアの現場から」

著者 山本 甲士 著者 岩佐 茂 著者 額賀 澪 著者 伊藤 亜紗

出版社 文藝春秋 出版社 旬報社 出版社 二見書房 出版社 集英社

タイトル 『環境倫理学のすすめ』 タイトル 『日本文学と気象』 タイトル
『小林秀雄全作品

別巻 感想』
タイトル

『和歌史 なぜ千年を

越えて続いたか』

著者 加藤 尚武 著者 高橋 和夫 著者 小林 秀雄 著者 渡部 泰明

出版社 丸善出版 出版社 中央公論社 出版社 新潮社 出版社 KADOKAWA

タイトル
『水野瀬高校放送部の

四つの声』
タイトル

『遅々庵ずいひつ

昭和一桁のつぶやき』
タイトル 『お探し物は図書室まで』 タイトル

『新編 日本古典文学全集

87 歌論集』所載

「俊頼髄脳」

著者 青谷 真未 著者 中村 格 著者 青山 美智子 著者 源 俊頼

出版社 早川書房 出版社 暮らしの手帖社 出版社 ポプラ社 出版社 小学館

タイトル
『思考の技術 エコロジー的

発想のすすめ』
タイトル

『新編 日本古典文学全集

34 大鏡』
タイトル

『「倫理の問題」とは何か

メタ倫理学から考える』

著者 立花 隆 著者 不詳 著者 佐藤 岳詩

出版社 中央公論新社 出版社 小学館 出版社 光文社

【 墨田川 】 【 墨田川 】

埼　玉東　京

【 青山 】 【 青山 】

NO

IMAGE

【 立川 】 【 立川 】

【 墨田川 】 【 墨田川 】

NO

IMAGE

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 青山 】 【 青山 】 【 立川 】 【 立川 】

東　京

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034135695&Action_id=121&Sza_id=G4
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019751133&Action_id=121&Sza_id=F2


タイトル 『はじめての哲学』 タイトル
『水野瀬高校放送部の

四つの声』
タイトル 『十七音の可能性』 タイトル 『あめつちのうた』

著者 藤田 正勝 著者 青谷 真未 著者 岸本 尚毅 著者 朝倉 宏景

出版社 岩波書店 出版社 早川書房 出版社 KADOKAWA 出版社 講談社

タイトル
『新編 日本古典文学全集

50 宇治拾遺物語』
タイトル

『21世紀によむ日本の

古典13 御伽草子』

著者 不詳 著者 不詳

出版社 小学館 出版社 ポプラ社

タイトル 『無名抄』 タイトル
『自由論 自然と人間の

ゆらぎの中で』
タイトル 『淮南子』 タイトル 『小さな建築』

著者 鴨長明 著者 内山 節 著者 劉安 著者 隈 研吾

出版社 角川学芸出版 出版社 岩波書店 出版社 明治書院 出版社 岩波書店

タイトル

『生命と風景の哲学

 「空間の履歴」から

読み解く』

タイトル 『銀嶺の人』 タイトル 『辞書の仕事』 タイトル
『新日本古典文学大系

99』所載「不尽言」

著者 桑子 敏雄 著者 新田 次郎 著者 増井 元 著者 堀 景山

出版社 岩波書店 出版社 新潮社 出版社 岩波書店 出版社 岩波書店

【 Aグループ 】 【 Bグループ 】 【 Bグループ 】

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 後期選抜 】 【 後期選抜 】

長　野 山　梨

【 後期選抜 】

【 Aグループ 】 【 Aグループ 】 【 Bグループ 】

　新　潟 愛　知

▲ＴＯＰへ戻る
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031358323&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018524563&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032995404&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032867875&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030664074&Action_id=121&Sza_id=G1


タイトル 『ぼくのとなりにきみ』 タイトル
『武士道全書』

所載「兵家茶話」
タイトル

『植物のいのち

からだを守り、子孫につなぐ

驚きのしくみ』

タイトル
『新編 日本古典文学全集

52 沙石集』

著者 小嶋 陽太郎 著者 日夏 繁高 著者 田中 修 著者 無住

出版社 ポプラ社 出版社 国書刊行会 出版社 中央公論新社 出版社 小学館

タイトル 『生きるヒント』 タイトル
『楕円球この胸に抱いて

大磯東高校ラグビー部誌』

著者 五木 寛之 著者 さとう つかさ

出版社 角川書店 出版社
幻冬舎

メディアコンサルティング

タイトル 『雪のなまえ』 タイトル
『新編 中国名詩選 中』

所載「贈汪倫」
タイトル

『99のなみだ・心』所載

「小さなパン屋のヒーロー」
タイトル 『無名抄』

著者 村山 由佳 著者 李白 著者 関口 暁 著者 鴨長明

出版社 徳間書店 出版社 岩波書店 出版社 泰文堂 出版社 角川学芸出版

タイトル 『哲学のすすめ』 タイトル

『入門！ 進化生物学

ダーウィンからDNAが

拓く新世界へ』

著者 岩崎 武雄 著者 小原 嘉明

出版社 講談社 出版社 中央公論新社

岐　阜 石　川

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

静　岡 富　山

▲ＴＯＰへ戻る
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https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030706137&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034205706&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034217067&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030860874&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034146262&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000000722623&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033212485&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032575495&Action_id=121&Sza_id=F4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033541959&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032896449&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル 『「利他」とは何か』 タイトル
『新潮 日本古典集成

御伽草子集』
タイトル 『世説新語』 タイトル 『櫓太鼓がきこえる』

著者 伊藤 亜紗/編 著者 不詳 著者 劉義慶 著者 鈴村 ふみ

出版社 集英社 出版社 新潮社 出版社 明治書院 出版社 集英社

タイトル 『ヨンケイ！！』 タイトル 『徒然草』 タイトル 『計算する生命』

著者 天沢 夏月 著者 兼好法師 著者 森田 真生

出版社 ポプラ社 出版社 KADOKAWA 出版社 新潮社

タイトル 『塑する思考』 タイトル
『なくなったら困る

100のしあわせ』
タイトル 『短歌をつくろう』 タイトル 『竹取物語』

著者 佐藤 卓 著者 松浦 弥太郎 著者 栗木 京子 著者 不詳

出版社 新潮社 出版社 SBクリエイティブ 出版社 岩波書店 出版社 笠間書院

タイトル
『おはしのおはなし

自分の箸と出会うため』
タイトル

『東京二十四時

秋葉四郎歌集』
タイトル

『科学は未来をひらく

中学生からの大学講義3』

所載「私のなかにある

38億年の歴史」

著者 高橋 隆太 著者 秋葉 四郎 著者 中村 桂子

出版社 WAVE出版 出版社 短歌新聞社 出版社 筑摩書房

滋　賀

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
福　井 兵　庫

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034181736&Action_id=121&Sza_id=E2
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タイトル

『「正しさ」の理由 「なぜ

そうすべきなのか？」を

考えるための倫理学入門』

タイトル
『日本の古典をよむ(15)』

所載「十訓抄」
タイトル

『コ・デザイン デザイン

することをみんなの手に』

著者 中村 隆文 著者 不詳 著者 上平 崇仁

出版社 ナカニシヤ出版 出版社 小学館 出版社 NTT出版

タイトル 『映像のフュシス』 タイトル

『新編 日本古典文学全集

67 井原西鶴集』所載

「西鶴諸国ばなし」

著者 三浦 均 著者 井原 西鶴

出版社 武蔵野美術大学出版局 出版社 小学館

タイトル 『古今著聞集』 タイトル

『ツバメの謎

ツバメの繁殖行動は

進化する！？』

タイトル
『新編 日本古典文学全集

19 和漢朗詠集』
タイトル

『問う方法・考える方法

「探究型の学習」の

ために』

著者 橘 成季 著者 北村 亘 著者 藤原 公任/撰 著者 河野 哲也

出版社 新潮社 出版社 誠文堂新光社 出版社 小学館 出版社 筑摩書房

タイトル 『枕草子』 タイトル

『新編 日本古典文学全集

64 仮名草子集』

所載「浮世物語」

タイトル 『スイマー』

著者 清少納言 著者 浅井 了意 著者 高田 由紀子

出版社 筑摩書房 出版社 小学館 出版社 ポプラ社

≪　2022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 】

京　都

【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

【 前期選抜 】 【 中期選抜 】

【 前期 】 【 前期 】 【 後期 】 【 後期 】

三　重

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033735870&Action_id=121&Sza_id=G4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034057826&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=0100000000000019738918&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034150221&Action_id=121&Sza_id=GG
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=0100000000000033590118&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033218584&Action_id=121&Sza_id=F2
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=0100000000000030596499&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034085038&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034191483&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル

『文藝春秋2021年

11月号』所載「からだの美

15 カタツムリの殻」

タイトル
『唐詩選 下』所載

「左掖梨花」
タイトル 『枕草子』 タイトル

『まだ見ぬあの地へ

旅すること、書くこと、

生きること』

著者 小川 洋子 著者 丘為 著者 清少納言 著者 近藤 雄生

出版社 文藝春秋 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 産業編集センター

タイトル 『はじめての哲学』 タイトル 『究極の俳句』 タイトル 『旅をすること』

著者 藤田 正勝 著者 高柳 克弘 著者 小林 紀晴

出版社 岩波書店 出版社 中央公論新社 出版社 エレファントパブリッシング

タイトル

『都市から学んだ10のこと

まちづくりの若き

仲間たちへ』

タイトル 『近思録』 タイトル
『日本語の作法

しなやかな文章術』
タイトル 『古今著聞集』

著者 西村 幸夫 著者 朱子 著者 中村 明 著者 橘 成季

出版社 学芸出版社 出版社 明窓出版 出版社 青土社 出版社 新潮社

タイトル
『和歌文学大系72

琴後集』
タイトル 『季節を知らせる花』 タイトル 『伊豆の踊子』 タイトル

『不完全な現実

デジタル・メディアの経験』

著者 村田 春海 著者 白井 明大 著者 川端 康成 著者 藤幡 正樹

出版社 明治書院 出版社 山川出版社 出版社 集英社 出版社 NTT出版

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 B 】 【 B 】 【 C 】 【 C 】

【 一般選抜 】

【 A 】

奈　良 大　阪

【 B 】 【 B 】

【 特色選抜 】

【 一般選抜 】

【 A 】

【 C 】 【 C 】

【 一般選抜 】 【 特色選抜 】

大　阪

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailZasshi?refShinCode=0900000004910077011112&Action_id=101&Sza_id=RR
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034207841&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000001790579&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034201389&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=0100000000000034130289&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031445093&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033902354&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032358488&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032191603&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033102076&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033819004&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019397827&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=0100000000000032206760&Action_id=121&Sza_id=F3


タイトル

『心にしまっておきたい

日本語 忘れられない

名文・秀句・子どもの歌』

タイトル 『南風吹く』 タイトル 『櫓太鼓がきこえる』 タイトル
『新編 日本古典文学全集

52 沙石集』

著者 金田一 春彦 著者 森谷 明子 著者 鈴村 ふみ 著者 無住

出版社 ベストセラーズ 出版社 光文社 出版社 集英社 出版社 小学館

タイトル 『生物学的文明論』 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』

著者 本川 達雄 著者 平田 オリザ

出版社 新潮社 出版社 講談社

タイトル 『ヨンケイ！！』 タイトル
『ゆっくり楽に生きる

漢詩の知恵』
タイトル

『「心豊か」に生きる

ヒントは古典にあり。』
タイトル 『階段にパレット』

著者 天沢 夏月 著者
串田 久治

諸田 龍美
著者 田畑 邦治 著者 東 直子

出版社 ポプラ社 出版社 学研 出版社 三笠書房 出版社 ポプラ社

タイトル

『音読・暗唱三〇選

声に出して味わう・楽しむ

文学の世界』所載「山行」

タイトル

『続・中学生からの大学講義

3 創造するということ』所載

「日本のデザイン、

その成り立ちと未来」

タイトル 『風姿花伝』 タイトル
『いま生きている

という冒険』

著者 杜牧 著者 原 研哉 著者 世阿弥 著者 石川 直樹

出版社 東洋館出版社 出版社 筑摩書房 出版社 筑摩書房 出版社 新曜社

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

【 特別 】 【 特別 】

和　歌　山 鳥　取

岡　山

【 特別 】【 特別 】

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031080292&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032597987&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034083440&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034174320&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000030860874&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034158180&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032741100&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031334476&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033827720&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033392441&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034009382&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034135697&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033918822&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『はじめての哲学』 タイトル 『精霊流し』 タイトル 『櫓太鼓がきこえる』 タイトル
『いけばな入門

基本と実技』

著者 藤田 正勝 著者 さだ まさし 著者 鈴村 ふみ 著者 講談社/編

出版社 岩波書店 出版社 幻冬舎 出版社 集英社 出版社 講談社

タイトル 『現代詩』 タイトル 『古本説話集』 タイトル

『植物のいのち

からだを守り、子孫につなぐ

驚きのしくみ』

タイトル 『菜根譚』

著者 吉田 精一 著者 不詳 著者 田中 修 著者 洪 自誠

出版社 学灯社 出版社 講談社 出版社 中央公論新社 出版社 KADOKAWA

タイトル 『階段にパレット』 タイトル
『新日本古典文学大系

97』所載「仮名世説」
タイトル 『17歳のラリー』 タイトル

『歩く、見る、聞く

人びとの自然再生』

著者 東 直子 著者 大田 南畝 著者 天沢 夏月 著者 宮内 泰介

出版社 ポプラ社 出版社 岩波書店 出版社 KADOKAWA 出版社 岩波書店

タイトル

『問う方法・考える方法

 「探究型の学習」の

ために』

タイトル 『韓非子』 タイトル

『日本随筆大成

第1期第1巻』所載

「筆のすさび」

著者 河野 哲也 著者 韓非 著者 菅 茶山

出版社 筑摩書房 出版社 明治書院 出版社 吉川弘文館

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

島　根 広　島

山　口 香　川

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034207841&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000005446074&Action_id=121&Sza_id=D2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031158472&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000034174320&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034205706&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033169053&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034135697&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034191483&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030690487&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031008370&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034125612&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982229&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033556282&Action_id=121&Sza_id=E1


タイトル 『天を掃け』 タイトル
『青年の翼 若い日本人の

ための12章』
タイトル

『ともに食べるということ

共食にみる

日本人の感性』

タイトル
『新日本古典文学大系

97』所載「逢原記聞」

著者 黒川 裕子 著者 広中 平祐 著者 福田 育弘 著者 中野 三敏

出版社 講談社 出版社 パナジアン 出版社 教育評論社 出版社 岩波書店

タイトル 『絵を描く悦び』 タイトル
『新編中国名詩選 中』

所載「宿健徳江」
タイトル 『あめつちのうた』

著者 千住 博 著者 孟浩然 著者 朝倉 宏景

出版社 光文社 出版社 岩波書店 出版社 講談社

タイトル

『大人も読みたい

こども歳時記

作ってみよう365日』

タイトル 『対話の技法』 タイトル 『今昔物語集』

著者 長谷川 櫂 著者 納富 信留 著者 不詳

出版社 小学館 出版社 笠間書院 出版社 講談社

タイトル
『春夏秋冬を楽しむ

俳句歳時記』
タイトル

『芸術回帰論

イメージは世界をつなぐ』

著者 日下野 由季 著者 港 千尋

出版社 成美堂出版 出版社 平凡社

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫

NO

IMAGE

徳　島 愛　媛

高　知

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033946463&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031372025&Action_id=121&Sza_id=F3
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033212485&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034200584&Action_id=121&Sza_id=GG
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034226600&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030690487&Action_id=121&Sza_id=G1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033055237&Action_id=121&Sza_id=E1
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034027017&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034141260&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032757678&Action_id=121&Sza_id=G4
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033455486&Action_id=121&Sza_id=C0


タイトル 『雪のなまえ』 タイトル 『はじめてのAI』 タイトル

『未来を見る力

人口減少に負けない

思考法』

タイトル 『蒙求』

著者 村山 由佳 著者 土屋 誠司 著者 河合 雅司 著者 李瀚/編

出版社 徳間書店 出版社 創元社 出版社 PHP研究所 出版社 明治書院

タイトル 『生物はなぜ死ぬのか』 タイトル 『醒睡笑』 タイトル
『パラ・スター

Side百花』
タイトル 『徒然草』

著者 小林 武彦 著者 安楽庵策伝 著者 阿部 暁子 著者 兼好法師

出版社 講談社 出版社 講談社 出版社 集英社 出版社 KADOKAWA

タイトル 『イカル荘へようこそ』 タイトル 『正法眼蔵随聞記』 タイトル 『伊曾保物語』 タイトル 『蒙求』

著者 にしがき ようこ 著者 道元 著者 不詳 著者 李瀚/編

出版社 PHP研究所 出版社 講談社 出版社 岩波書店 出版社 明治書院

タイトル

『本当にわかる言語学

フシギなくらい

見えてくる！』

タイトル 『韓非子』 タイトル

『〈普遍性〉をつくる哲学

「幸福」と「自由」を

いかに守るか』

タイトル
『漢詩のレッスン』

所載「竹里館」

著者 佐久間 淳一 著者 韓非 著者 岩内 章太郎 著者 王維

出版社 日本実業出版社 出版社 明治書院 出版社 NHK出版 出版社 岩波書店

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
大　分 福　岡

【 推薦 】

【 推薦 】【 推薦 】

【 推薦 】

宮　崎

▲ＴＯＰへ戻る

https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034146262&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034194654&Action_id=121&Sza_id=A0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034104244&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033047945&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034113646&Action_id=121&Sza_id=C0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034031993&Action_id=121&Sza_id=C0
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=0100000000000033240966&Action_id=121&Sza_id=B0
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034201626&Action_id=121&Sza_id=C0
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タイトル
『日本農書全集 55』

所載「養菊指南車」
タイトル 『雪のなまえ』 タイトル 『愛する意味』 タイトル 『日本霊異記』

著者 秀島 英露 著者 村山 由佳 著者 上田 紀行 著者 景戒

出版社 農山漁村文化協会 出版社 徳間書店 出版社 光文社 出版社 講談社

タイトル 『なぜ科学を学ぶのか』 タイトル

『日本随筆大成

第2期 第2巻』

所載「提醒紀談」

タイトル 『逆ソクラテス』 タイトル 『「考える頭」のつくり方』

著者 池内 了 著者 山崎 美成 著者 伊坂 幸太郎 著者 外山 滋比古

出版社 筑摩書房 出版社 吉川弘文館 出版社 集英社 出版社 PHP研究所

タイトル 『ヨンケイ！！』 タイトル 『エミール』 タイトル

『問う方法・考える方法

 「探究型の学習」の

ために』

タイトル 『櫓太鼓がきこえる』

著者 天沢 夏月 著者 ルソー 著者 河野 哲也 著者 鈴村 ふみ

出版社 ポプラ社 出版社 岩波書店 出版社 筑摩書房 出版社 集英社

タイトル 『耳嚢』 タイトル 『しあわせの哲学』 タイトル 『日本永代蔵』

著者 根岸 鎮衛 著者 西 研 著者 井原 西鶴

出版社 岩波書店 出版社 NHK出版 出版社 講談社

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
熊　本 佐　賀

【 特別選抜 】

長　崎 鹿　児　島

▲ＴＯＰへ戻る
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タイトル 『春や春』 タイトル
『新潮 日本古典集成

御伽草子集』

著者 森谷 明子 著者 不詳

出版社 光文社 出版社 新潮社

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 『孟子』

著者 稲垣 栄洋 著者 孟子

出版社 筑摩書房 出版社 講談社

タイトル
『日本思想の言葉

神、人、命、魂』
タイトル 『お探し物は図書室まで』 タイトル

『なぜ疑似科学を

信じるのか 思い込みが

生みだすニセの科学』

著者 竹内 整一 著者 青山 美智子 著者 菊池 聡

出版社 KADOKAWA 出版社 ポプラ社 出版社 化学同人

タイトル

『科学とはなにか

新しい科学論、

いま必要な三つの視点』

タイトル 『日本の伝統美を訪ねて』 タイトル 『凪に溺れる』

著者 佐倉 統 著者 白洲 正子 著者 青羽 悠

出版社 講談社 出版社 河出書房新社 出版社 PHP研究所

【 追試験 】

【 追試験 】 【 追試験 】

国　立　高　専

≪　2022年度　全国公立高校入試出典一覧　≫
沖　縄
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