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掲載詩 出版年 書名 仮名 出版社 備考

中学校 月夜の浜辺 昭和24年 「国語」中学三年（三） 新仮名 教育図書
中学校 月夜の浜辺 昭和26年 「国語」中学三年文学編 新仮名 教育図書
中学校 月夜の浜辺 昭和28年 模範中学国語二上 新仮名 実教出版
中学校 月夜の浜辺 昭和30年 改訂模範中学国語二上 新仮名 実教出版
中学校 月夜の浜辺 国語総合編中学校三年上 新仮名 中教出版
中学校 月夜の浜辺 昭和33年 国語総合一上 新仮名 開隆堂出版
中学校 月夜の浜辺 昭和36年 新中学国語一 新仮名 教育図書研究会
中学校 月夜の浜辺 昭和43年 新訂新しい国語二 新仮名 東京書籍
中学校 月夜の浜辺 昭和46年 新しい国語二 新仮名 東京書籍
中学校 月夜の浜辺 昭和49年 新訂新しい国語二 新仮名 東京書籍 ここまで「月夜の浜べ」表記

中学校 月夜の浜辺 昭和52年 新編新しい国語2 新仮名 東京書籍 ここから「月夜の浜辺」表記

中学校 月夜の浜辺 昭和55年 新しい国語二 新仮名 東京書籍
中学校 月夜の浜辺 昭和58年 改訂新しい国語二 新仮名 東京書籍
中学校 月夜の浜辺 昭和61年 国語2 新仮名 光村図書
中学校 月夜の浜辺 平成元年 国語2改訂版 新仮名 光村図書
中学校 月夜の浜辺 平成13年 新しい国語三 ？ 東京書籍
中学校 村の時計 昭和27年 中学生の国語一年下 新仮名 東京修文館
中学校 車中にて（手紙） 昭和32年 国語三中学校用 新仮名 教育図書
中学校 北の海 昭和40年 国語3 新仮名 筑摩書房 関根弘「詩の魅力」に引用

中学校 北の海 昭和43年 新版国語3中学校用 新仮名 筑摩書房 関根弘「詩の魅力」に引用

中学校 冬の日の記憶 昭和55年 現代の国語中学1 新仮名 三省堂
中学校 蜻蛉に寄す 平成17年 伝え合う言葉　中学国語2 ？ 教育出版
高等学校正午 昭和29年 国語　総合三 ？ 日本書院
高等学校正午 昭和32年 国語　総合三　改訂版 ？ 日本書院
高等学校正午 昭和36年 国語三　総合　三訂版 ？ 日本書院
高等学校正午 昭和37年 現代国語一 新仮名 大原出版
高等学校正午 現代国語一 新仮名 日本書院 吉田精一「現代の詩鑑賞」に引用

高等学校正午 昭和39年 現代国語三 新仮名 筑摩書房 小野十三郎「現代詩について」に引用

高等学校正午 昭和42年 現代国語三　改訂版 ？ 筑摩書房
高等学校正午 昭和46年 現代国語三　二訂版 ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 昭和32年 国語二総合 新仮名 角川書店



高等学校一つのメルヘン 昭和38年 現代国語二 新仮名 好学社
高等学校一つのメルヘン 昭和41年 現代国語二 新仮名 好学社
高等学校一つのメルヘン 昭和43年 新選現代国語三 新仮名 尚学図書
高等学校一つのメルヘン 昭和44年 国語現代文一改訂版 新仮名 教育図書研究会
高等学校一つのメルヘン 昭和46年 新選現代国語三改訂版 新仮名 尚学図書
高等学校一つのメルヘン 昭和47年 新現代国語１ 旧仮名 中央図書
高等学校一つのメルヘン 現代国語１ 新仮名 筑摩書房☆
高等学校一つのメルヘン 昭和48年 現代国語Ⅱ 新仮名 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 現代国語二 新仮名 教育図書研究会
高等学校一つのメルヘン 現代国語二 旧仮名 実教出版
高等学校一つのメルヘン 現代国語二 新仮名 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 昭和50年 現代国語１ 改訂版 新仮名 筑摩書房☆
高等学校一つのメルヘン 昭和51年 現代国語二改訂版 旧仮名 実教出版
高等学校一つのメルヘン 新訂現代国語二 新仮名 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 昭和52年 現代国語Ⅱ 新仮名 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 昭和53年 現代国語１ 二訂版 新仮名 筑摩書房☆
高等学校一つのメルヘン 昭和54年 改訂現代国語Ⅱ 新仮名 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 改訂現代国語二 新仮名 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 昭和56年 国語Ⅰ 新仮名 旺文社
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ 新仮名 光村図書
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ 旧仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語１ ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 昭和57年 国語二 新仮名 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅱ 旧仮名 右文書院
高等学校一つのメルヘン 現代文 新仮名 角川書店
高等学校一つのメルヘン 昭和59年 国語Ⅰ改訂版 新仮名 光村図書
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ改訂版 旧仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ 旧仮名 三省堂☆
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ改訂版 ？ 旺文社
高等学校一つのメルヘン 国語１ 改訂版 ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 昭和60年 国語二　二訂版 新仮名 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅱ改訂版 旧仮名 右文書院
高等学校一つのメルヘン 現代文改訂版 新仮名 角川書店
高等学校一つのメルヘン 昭和62年 国語Ⅰ三訂版 新仮名 旺文社
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ三訂版 旧仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ改訂版 旧仮名 三省堂☆
高等学校一つのメルヘン 国語１ 二訂版 ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 昭和63年 明解国語Ⅱ 旧仮名 三省堂
高等学校一つのメルヘン 現代文三訂版 新仮名 角川書店



高等学校一つのメルヘン 平成2年 国語Ⅰ三訂版 旧仮名 三省堂
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ四訂版 旧仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ三訂版 新仮名 旺文社
高等学校一つのメルヘン 平成3年 国語Ⅱ新訂版 旧仮名 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 平成5年 現代語 新仮名 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ 新仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 現代の国語Ⅰ 新仮名 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ 旧仮名 教育出版
高等学校一つのメルヘン 国語１ ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 平成6年 総合国語Ⅱ 旧仮名 右文書院
高等学校一つのメルヘン 新現代文（下） 旧仮名 右文書院
高等学校一つのメルヘン 現代文 ？ 角川書店
高等学校一つのメルヘン 明解国語Ⅱ ？ 三省堂
高等学校一つのメルヘン 新選国語二 ？ 実教出版
高等学校一つのメルヘン 高校生の国語２ ？ 明治書院
高等学校一つのメルヘン 平成9年 国語Ⅰ改訂版 ？ 教育出版
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ ？ 三省堂
高等学校一つのメルヘン 国語Ⅰ改訂版 ？ 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語１ 改訂版 ？ 筑摩書房
高等学校一つのメルヘン 平成10年 新国語Ⅱ ？ 右文書院
高等学校一つのメルヘン 明解国語Ⅱ改訂版 ？ 三省堂
高等学校一つのメルヘン 新選国語二 改訂版 ？ 実教出版
高等学校一つのメルヘン 改訂版 現代国語Ⅰ ？ 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 精選現代文 ？ 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 高校生の国語２ ？ 明治書院
高等学校一つのメルヘン 平成14年 国語総合 ？ 大修館書店
高等学校一つのメルヘン 国語総合 ？ 第一学習社
高等学校一つのメルヘン 平成15年 精選現代文 ？ 東京書籍
高等学校一つのメルヘン 平成18年 国語総合 改訂版 ？ 大修館書店
高等学校北の海 昭和32年 新国語総合一 新仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和41年 新編現代国語一 新仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和44年 新編現代国語１ 改訂版 新仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和47年 新版現代国語１ 旧仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和50年 新版現代国語１ 改訂版 旧仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和53年 新版現代国語１ 三訂版 旧仮名 三省堂
高等学校北の海 昭和59年 国語Ⅰ 旧仮名 三省堂☆
高等学校北の海 昭和62年 国語Ⅰ改訂版 旧仮名 三省堂☆
高等学校曇天 昭和33年 国語三（総合） 新仮名 筑摩書房
高等学校曇天 昭和38年 現代国語二 新仮名 尚学図書 伊藤信吉「詩の観賞」に引用



高等学校曇天 昭和41年 新版現代国語二 新仮名 大日本図書
高等学校曇天 昭和45年 新訂版現代国語二 新仮名 大日本図書
高等学校曇天 昭和51年 新訂現代国語２ 旧仮名 教育出版
高等学校曇天 昭和54年 最新現代国語２ 旧仮名 教育出版
高等学校月夜の浜辺 昭和45年 現代国語二改訂版 新仮名 好学社
高等学校月夜の浜辺 昭和47年 現代国語Ⅱ改訂版 ？ 学校図書
高等学校月夜の浜辺 昭和57年 精選国語Ⅱ 新仮名 明治書院
高等学校月夜の浜辺 昭和60年 精選国語Ⅱ新修版 新仮名 明治書院
高等学校月夜の浜辺 昭和63年 精選国語Ⅱ新訂版 ？ 明治書院
高等学校月夜の浜辺 平成3年 精選国語Ⅱ二訂版 ？ 明治書院
高等学校月夜の浜辺 平成5年 国語Ⅰ 旧仮名 学校図書
高等学校月夜の浜辺 平成14年 精選国語総合現代文編 ？ 筑摩書房
高等学校子守唄よ 昭和47年 現代国語一 新仮名 明治書院
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 昭和48年 現代国語二 旧仮名 教育出版
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 昭和61年 新訂現代文 新仮名 教育出版
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 昭和62年 新国語Ⅰ 新仮名 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 新国語Ⅰ ？ 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成元年 最新現代文 新仮名 教育出版
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成2年 新国語Ⅰ 改訂版 ？ 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成3年 新編国語二 旧仮名 第一学習社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 新編国語二 ？ 第一学習社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成5年 新国語Ⅰ 新仮名 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 国語Ⅰ 新仮名 旺文社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 新国語Ⅰ ？ 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成6年 新編国語二 ？ 第一学習社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 精選現代文 ？ 明治書院
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成7年 精選現代文 ？ 教育出版
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成9年 国語Ⅰ 改訂版 ？ 旺文社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 新国語Ⅰ 改訂版 ？ 大修館書店
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成10年 国語２ ？ 三省堂
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 改訂版 新編国語二 ？ 第一学習社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 精選現代文 ？ 明治書院
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成11年 精選現代文 改訂版 ？ 教育出版
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成14年 国語総合 ？ 旺文社
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 総合現代文編 ？ 東京書籍
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 平成18年 明解国語総合 ？ 三省堂
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 国語総合現代文編 ？ 東京書籍
高等学校汚れつちまつた悲しみに･･････ 高校生の国語総合 ？ 明治書院
高等学校骨 昭和49年 現代国語３ 旧仮名 旺文社



高等学校骨 昭和51年 新版 現代国語２ ？ 光村図書
高等学校骨 昭和52年 新編現代国語３ 旧仮名 旺文社
高等学校骨 昭和55年 新編現代国語３ 改訂版 旧仮名 旺文社
高等学校骨 平成5年 新国語 ？ 右文書院
高等学校骨 国語１ ？ 右文書院
高等学校骨 平成6年 新版 国語二 ？ 日本書籍
高等学校骨 平成7年 新編 現代文 ？ 三省堂
高等学校骨 平成9年 改訂 新国語１ ？ 右文書院
高等学校骨 国語１ ？ 右文書院
高等学校骨 平成10年 新版 国語二 二訂版 ？ 日本書籍
高等学校骨 精選新国語２現代文編 ？ 明治書院
高等学校骨 平成14年 国語総合現代文・表現編 ？ 三省堂
高等学校骨 平成15年 探求現代文 ？ 桐原書店
高等学校骨 平成18年 国語総合 改訂版 ？ 三省堂
高等学校骨 精選国語総合現代文編 改訂版 ？ 筑摩書房
高等学校吹く風を心の友と 昭和50年 現代国語一 新修版 新仮名 明治書院
高等学校吹く風を心の友と 昭和53年 現代国語一 新修二版 新仮名 明治書院
高等学校朝の歌 昭和47年 現代国語１ 新仮名 筑摩書房☆
高等学校朝の歌 昭和50年 現代国語１ 改訂版 旧仮名 筑摩書房☆
高等学校朝の歌 昭和53年 現代国語１ 二訂版 旧仮名 筑摩書房☆
高等学校朝の歌 平成6年 新編国語２ ？ 筑摩書房☆
高等学校朝の歌 平成10年 新編国語２ 改訂版 ？ 筑摩書房☆
高等学校朝 昭和50年 現代国語一改訂版 新仮名 角川書店
高等学校朝 昭和53年 現代国語一　三訂版 新仮名 角川書店☆
高等学校夏の日の歌 昭和53年 現代国語一　三訂版 新仮名 角川書店☆
高等学校夏の日の歌 平成6年 国語Ⅱ 旧仮名 東京書籍
高等学校少年時 昭和57年 基本国語Ⅱ 新仮名 明治書院
高等学校少年時 昭和60年 基本国語Ⅱ新修版 新仮名 明治書院
高等学校少年時 昭和63年 基本国語Ⅱ新版 新仮名 明治書院
高等学校秋の日 昭和57年 新国語Ⅱ 旧仮名 三省堂
高等学校秋の日 昭和60年 新国語Ⅱ改訂版 旧仮名 三省堂
高等学校秋の日 昭和63年 新国語Ⅱ三訂版 旧仮名 三省堂
高等学校秋の日 新国語Ⅱ四訂版 ？ 三省堂
高等学校六月の雨 昭和57年 国語Ⅱ 旧仮名 東京書籍
高等学校六月の雨 昭和60年 改訂国語Ⅱ 旧仮名 東京書籍
高等学校六月の雨 昭和63年 国語Ⅱ 旧仮名 東京書籍
高等学校サーカス 昭和63年 国語二　三訂版 新仮名 第一学習社
高等学校サーカス 最新国語Ⅱ ？ 教育出版
高等学校サーカス 平成元年 新編現代文 新仮名 筑摩書房



高等学校サーカス 平成5年 新国語Ⅰ 新仮名 旺文社
高等学校サーカス 国語Ⅰ ？ 三省堂
高等学校サーカス 平成6年 新版　国語二 ？ 日本書籍
高等学校サーカス 平成9年 新編　国語Ⅰ ？ 教育出版
高等学校サーカス 新標準国語１ ？ 桐原書店
高等学校サーカス 平成10年 現代文Ⅰ ？ 三省堂
高等学校サーカス 新編　国語Ⅱ ？ 三省堂
高等学校サーカス 新版　国語二　二訂版 ？ 日本書籍
高等学校サーカス 平成14年 国語総合 ？ 筑摩書房
高等学校サーカス 国語総合 ？ 教育出版
高等学校サーカス 新編　国語総合 ？ 三省堂
高等学校サーカス 精選　国語総合 ？ 明治書院
高等学校サーカス 展開国語総合 ？ 桐原書店
高等学校サーカス 平成15年 新編　現代文 ？ 東京書籍
高等学校サーカス 平成18年 国語総合　改訂版 ？ 教育出版
高等学校サーカス 国語総合　改訂版 ？ 筑摩書房
高等学校サーカス 新編　国語総合　改訂版 ？ 三省堂
高等学校サーカス 国語総合 ？ 数研出版
高等学校サーカス 展開国語総合 改訂版 ？ 桐原書店
高等学校サーカス 新精選国語総合 ？ 明治書院
高等学校湖上 平成2年 新国語一　四訂版 旧仮名 第一学習社
高等学校湖上 平成14年 標準国語総合 ？ 第一学習社
高等学校早春散歩 平成2年 精選現代文 ？ 東京書籍
高等学校早春散歩 平成6年 精選現代文 旧仮名 東京書籍
高等学校生ひ立ちの歌 平成14年 新編　国語総合 ？ 大修館
高等学校生ひ立ちの歌 平成18年 新編　国語総合　改訂版 ？ 大修館
高等学校頑是ない歌 平成3年 国語二　四訂版 ？ 第一学習社
高等学校頑是ない歌 平成6年 国語二 ？ 第一学習社
高等学校頑是ない歌 新訂国語二現代文・表現編 ？ 第一学習社
高等学校頑是ない歌 平成10年 改訂版新訂　国語二　現代文・表現編 ？ 第一学習社
高等学校頑是ない歌 改訂版　国語二 ？ 第一学習社
高等学校頑是ない歌 新現代文 ？ 教育出版
高等学校言葉なき歌 平成6年 精選新国語Ⅱ 現代文編 ？ 明治書院
高等学校修羅街挽歌　其の二 平成10年 新国語二 ？ 角川書店
高等学校春日狂想 平成2年 高校生の現代文 ？ 角川書店


