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IMAGE

浅井了意

考える人
2014年8号より

秋の森のリス

質問力（1）
思いを引き出す
※NHKラジオより

堪忍記

徒然草
考えるとは

どういうことか

山形県

宮下奈都 風見雅章

林業少年 「しきり」の文化論 花月草紙

醒睡笑 どまんなか 3 日本語のしくみ

柏木博 松平定信堀米薫
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長田弘

外山滋比古 兼好法師山田敏弘

北海道

青森県

手のひらの音符

安楽庵策伝 須藤靖貴

本という不思議

藤岡陽子

宮城県

北海道

南極大陸の不思議
雪と氷が広がる

地球の果ての大自然
クラスメイツ〈前期〉

森絵都

世説新語

武田康男 劉義慶

岩手県
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向かい風で飛べ！
植物は人類最強の

相棒である
うひ山ぶみ この俳句がスゴい！

茨城県 茨城県

乾ルカ 田中修 本居宣長 小林恭二

三冊子 風味【さんじゅうまる】
思考のチカラを

つくる本
耳嚢 美学への招待 ヒコベエ

福島県 栃木県

服部土芳 まはら三桃 白取春彦 根岸鎮衛 佐々木健一 藤原正彦

回天の門 非言語表現の威力
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ学実践講義

ディベートが苦手、
だから日本人は

すごい
今昔物語集

藤沢周平 佐藤綾子 榎本博明
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秋田県 秋田県
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星がひとつ
ほしいとの祈り

より

斉唱

現代工芸論
梅原猛の授業

能を観る

能を読む④
信光と世阿弥以後より

能と聞く
～座談「能」という演劇～

東京都

原田マハ 笹山央 梅原猛
大槻文藏
天野文雄

将棋ボーイズ 音楽の聴き方
聴く型と趣味を語る言葉

古今著聞集 「わかる」とは何か

星がひとつ
ほしいとの祈り

より

斉唱

筆のすさび

埼玉県 千葉県

小山田桐子 岡田暁生 橘成季 長尾真 原田マハ 菅茶山

余計な一言 天の光 江樓書感 落栗物語
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群馬県 群馬県

齋藤孝 葉室麟 趙嘏
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櫛挽道守 語り合うことばの力
カムイたちと生きる世界

戸惑う窓 ぱりぱり
科学者が

人間であること
哲学のヒント

八王子東高校 立川高校

木内昇 中川裕 堀江敏幸 瀧羽麻子 中村桂子 藤田正勝

ぱりぱり
科学者が

人間であること
哲学のヒント ぱりぱり

風景の思想
より

「生きた風景」へまちづくりと
公共空間デザインの

現代的意義

戸惑う窓

青山高校 西高校

瀧羽麻子 中村桂子 藤田正勝 瀧羽麻子 中井祐 堀江敏幸

櫛挽道守
科学と人間

より

人類と科学
哲学のヒント 櫛挽道守

日本文明と
近代西洋
「鎖国」再考

哲学のヒント
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日比谷高校 戸山高校

木内昇 朝永振一郎 藤田正勝 木内昇 川勝平太 藤田正勝
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池澤直樹編

本は、これから
より

本を読む。ゆっくり読む。

今昔物語集 ことばと文化 つむじダブル 体内時計のふしぎ 浮世物語

新潟県 富山県

長田弘 鈴木孝夫
小路幸也
宮下奈都

明石真 浅井了意

藍のエチュード 海・呼吸・古代形象
生命記憶と回想

李白と杜甫 堪忍記 竹とんぼの坂道
読書の方法

なにを、どう読むか

白鷗・両国・富士・大泉・武蔵高校 神奈川県

里見蘭 三木成夫 髙島俊男 浅井了意 石川たかし 吉本隆明

ぱりぱり
風景のなかの

環境哲学
戸惑う窓 夕べの雲

ケータイ化する
日本語

モバイル時代の
“感じる”“伝える”“考える”

決定版

三島由紀夫全集34
古今集と新古今集
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国立高校 新宿・墨田川・国分寺高校

瀧羽麻子 桑子敏雄 堀江敏幸 庄野潤三 佐藤健二 三島由紀夫
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※岩波書店「図書」（雑誌）の画像なし

グラウンドの空より
美しいをさがす

旅にでよう
蒙求

明日は海から
やってくる

あたらしい教科書3

ことば
言葉から何を学ぶか

間思随筆

岐阜県 静岡県

あさのあつこ 田中真知 李瀚 杉本りえ 加賀野井秀一 加藤景範

韓非子
古典を

読んでみましょう
物語ること、
　　生きること

ヒトはなぜ
絵を描くのか

芸術認知科学への招待

平家物語 さいごの毛布

長野県

韓非 橋本治
上橋菜穂子/著
瀧晴巳/文・構成

齋藤亜矢 近藤史恵

原田マハ 如月寿印
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石川県

科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
理科の〈考え方〉をひらく

別冊文藝春秋
2013年11月号より

羊と鋼の森
御伽草子

岩波書店「図書」 2014年5月

江沢洋著

「だれが原子をみたか」

を中学生と読む
～文化としての物理学へ

楽園のカンヴァス

岸田一隆 宮下奈都

中華若木詩抄

福井県

上條隆志
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十訓抄
科学的思考とは

何だろうか
―ものつくりの視点から

俳句力
上達までの最短コース

沙石集
さよならは
小さい声で

松浦弥太郎エッセイ集

京都府 大阪府

瀬戸一夫 櫂美知子 無住 松浦弥太郎

カントリー・ロード 雑草の成功戦略
逆境を生きぬく知恵

十訓抄 昆虫学ってなに？ 続・18歳の読書論
図書館長からのメッセージ

すらすら読める
徒然草

三重県 滋賀県

阪口正博 稲垣栄洋 日高敏隆 和田渡 中野孝次

底のない袋
世界の読者に
伝えるということ

韓非子
大人になることの

むずかしさ

サクラ咲く
より

世界で一番
美しい宝石

浮世物語
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愛知県Aグループ 愛知県Bグループ

青木玉 河野至恩 韓非 河合隼雄 辻村深月 浅井了意
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http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032876829&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033007794&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033137131&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032870737&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031346946&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030860874&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032248128&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032937588&Action_id=121&Sza_id=C0


異邦人のまなざし
在パリ社会心理学者の

遊学記
本屋さんのダイアナ 十訓抄 非言語表現の威力

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ学実践講義
こちらあみ子 正徹物語

鳥取県 島根県

小坂井敏晶 柚木麻子 佐藤綾子 今村夏子 正徹

Ｘはたの（も）しい
魚から無限に至る、
数学再発見の旅

伊勢物語 僕の場所
芸術とは何か
千住博が答える

147の質問
宇治拾遺物語 季節を知らせる花

奈良県 和歌山県

スティーブン・
ストロガッツ

隈研吾 千住博 白井明大

科学・技術と
　現代社会

しずかな日々 耳嚢 世説新語

2015年度 公立高校入試 国語出典一覧

兵庫県 兵庫県

池内了 椰月美智子 根岸鎮衛 劉義慶

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009371303&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032435263&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033164475&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031162667&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033112086&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000002124047&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033083429&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033059123&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033102076&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033083755&Action_id=121&Sza_id=G1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031129262&Action_id=121&Sza_id=HH
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032549483&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033107223&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033123712&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009371303&Action_id=121&Sza_id=C0


なみだの穴
より

ぼくらの歩幅

感情とは何か
ープラトンからアーレントまで

無名草子 菜根譚

山口県

まはら三桃 清水真木 洪自誠

つながりを煽られる
　子どもたち

ネット依存と
いじめ問題を考える

論語 古典のかがみ 月と蟹

岡山県立 岡山朝日高校

土井隆義 諸橋轍次 道尾秀介

平家物語
家族シアター

より

1992年の秋空

変わる日本語
その感性

クラスメイツ〈前期〉

新「ことば」シリーズ17

言葉の「正しさ」
とは何か

ことばの正しさとは何か

耳塵集

2015年度 公立高校入試 国語出典一覧

岡山県 広島県

辻村深月 町田健 森絵都 宇佐美洋 金子吉左衛門

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032114648&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033166484&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032277235&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033093258&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031399036&Action_id=121&Sza_id=HH
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033106074&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000006449553&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032946983&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033164319&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033104712&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030535225&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032000502&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033093258&Action_id=121&Sza_id=B0


「サル化」する
　人間社会

御伽草子
どこでもないところで

より

道草

科学の考え方・
　　学び方

ダッシュ！ 淮南子

福岡県 佐賀県

山極寿一 河野裕子 池内了 村上しいこ 劉安

kototoi vol.7
より

都市農業の
現場から

クローバー・レイン 耳嚢
科学者が

人間であること
14歳の君へ

どう考えどう生きるか
俳蘆小船

愛媛県 高知県

小口広太 大崎梢 根岸鎮衛 中村桂子 池田晶子 本居宣長

3年7組食物調理科
自然再生
持続可能な

生態系のために
十訓抄 吹部！ 侍問雑記

複雑系社会の
　　倫理学

生成変化の中で
行為はどうあるべきか

2015年度 公立高校入試 国語出典一覧

徳島県 香川県

須藤靖貴 鷲谷いずみ 赤澤竜也 橘守部 小林道憲

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033073465&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031392998&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032962298&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031982928&Action_id=121&Sza_id=GG
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030755783&Action_id=121&Sza_id=F2
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009371303&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033153494&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033130448&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032965424&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031824474&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031103905&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031897081&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033101665&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000019771546&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033169471&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000003574326&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033125769&Action_id=121&Sza_id=B0


世界の読者に
伝えるということ

身の鏡 向かい風で飛べ！

鹿児島県

河野至恩 江島為信 乾ルカ

NO
IMAGE

日本のデザイン
―美意識がつくる未来

クラスメイツ〈前期〉 雲萍雑志
自分の武器？
それはサッカーが

たまらなく好きなことです

熊本県 熊本県

原研哉 森絵都 柳沢淇園 小野伸二

NO
IMAGE

船に乗れ！ 宇治拾遺物語 ことばへの道
言語意識の存在論

家族シアター
より

1992年の秋空
弱者の戦略

佩川詩鈔
より

山行示同志

2015年度 公立高校入試 国語出典一覧

長崎県 大分県

藤谷治 長谷川宏 辻村深月 稲垣栄洋 草場佩川

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031997783&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032553419&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032794010&Action_id=121&Sza_id=E1
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033166484&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033113998&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000005077038&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033093258&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032658665&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033066913&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000009536876&Action_id=121&Sza_id=C0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033020719&Action_id=121&Sza_id=F2


海の鳥・空の魚
より

柿の木坂の雨傘

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

論語 徒然草
なぜ受験勉強は

人生に役立つのか

沖縄県 沖縄県

鷲沢萠 平田オリザ 兼好法師
齋藤孝

西村則康

クラスメイツ〈前期〉 学問の発見 花月草紙 孟子

2015年度 公立高校入試 国語出典一覧

宮崎県 宮崎県

森絵都 広中平祐 松平定信

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033093258&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000002858317&Action_id=121&Sza_id=F3
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018672185&Action_id=121&Sza_id=HH
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=0100000000000033059130&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=0100000000000030780272&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032828860&Action_id=121&Sza_id=B0
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018749855&Action_id=121&Sza_id=F3

