
【連絡先】

株式会社旺文社

マネジメントサービス部　法務グループ

住所 ：〒162-8680　東京都新宿区横寺町55

電話 ：03-3266-6400

FAX ：03-3266-6308

Eメール：rightspermission@obunsha.co.jp

電話受付時間：月～金曜日（9：30～17：30）

整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0209 白百合女子大学 人間総合、文 III 02/02 一般 "How Generous Are We?"
The "average

American" book
Barry Tarshis

7D0211 白百合女子大学 人間総合、文 V 02/02 一般
Cattle egrets and other birds spend their lives
eating ticks and other parasitic insects

Windows on the Wild
South Africa: Science

and Sustainability
不明

7D0675 成城大学 経済 II 02/06 A方式 Down to the time of the Industrial Revolution English town crafts Norman Wymer

7D0538 早稲田大学 文化構想 II-B 02/12 一般 Today, English has three kinds of users. Future of English 不明

7D0313 南山大学 外国語、経営、人文 A II 02/11
一般、Ａ方
式、Ｂ方式

In 2013, Paul Salopek, a 54-year-old writer
and journalist from California,

不明 不明

7D0315 南山大学 外国語、経営、人文 A VI 02/11
一般、Ａ方
式、Ｂ方式

For thousands of years, many people around
the world have enjoyed relaxing in saunas.

不明 不明

7D0324 南山大学 外国語、総合政策 A II 02/13 一般
"Whoever wants to know the heart and mind of
America,"

不明 不明

7D0326 南山大学 外国語、総合政策 A VI 02/13 一般
Steve Jobs was born on February 24, 1955, and
died on October

不明 不明

　下記は2017年に教育機関より英語科目の入学試験問題として出題された言語（英文及び和文）の著作物です。これらを学習参考書に利用するに際して、著作
者・著作権者またはその継承者を探しております。以下の著作物について、ご本人及びお心当たりのあるご家族、ご遺族、知人の方は、情報をお寄せ下さいます
ようお願い申し上げます。



整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0314 南山大学 外国語、経営、人文 A III 02/11
一般、Ａ方
式、Ｂ方式

Curry rice has become the most popular dish in
Japan.

不明 不明

7D0121 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

V 26 01/25 前期
Light pollution is affecting people all around
the world.

不明 不明

7D0123 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

V 27 01/25 前期
The most common word in English is the
definite article the.

不明 不明

7D0131 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

VI 28 01/25 前期
Five hundred years ago, and acre of land
planted with wheat

不明 不明

7D0132 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

VI 29 01/25 前期
Previously, there were only two choices for
cargo delivery to and from China.

不明 不明

7D0133 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

VI 30 01/25 前期
To assess how well someone is recovering from
an arm injury,

不明 不明

7D0134 京都産業大学
現代社会、コンピュータ理工、外国
語、経営、経済、総合生命科学、
文化、法、理

VI 31 01/25 前期
Psychologists have found that social media
users who check up on

不明 不明

7D0304 龍谷大学
経営、経済、国際、社会、政策、
農、文、法、理工 IＩ 01/30 A

Music has been used to help people with a
variety of problems.

不明 不明

7D0514 大阪学院大学
外国語、経営、経済、国際、商、情
報、法 III 02/06 一般

Without a doubt, whether green or black, tea is
one of the world's

不明 不明

7D0517 大阪学院大学
外国語、経営、経済、国際、商、情
報、法 IV 02/06 一般

Nowadays, photojournalists have a variety of
equipment available

不明 不明

7D0130 関西学院大学
教育、経済、国際、社会、神、総合
政策 III 02/02 全学

The weather is the state of the atmosphere at
any given time

不明 不明

7D0142 関西学院大学
教育、国際、商、人間福祉、総合
政策、文、法、理工 Ⅰ 02/01 全学

The vast majority of people use spoken
language to communicate.

不明 不明

7D0143 関西学院大学
教育、国際、商、人間福祉、総合
政策、文、法、理工 Ⅱ 02/01 全学

Common sense tells us that people's decisions
depend on their beliefs and on their desire.

不明 不明



整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0340 甲南大学 経営、経済、文、法 2 02/02 前期
The sit-in movement began in Greensboro,
North Carolina, at 4:30

Extraordinary Black
Americans "Sit-ins"
in The Multicultural

Workshop Box

Linda Blanton,
Linda Lee

7D0135 神戸学院大学
グローバル・コミュニケーション、栄
養、経営、経済、現代社会、人文、
総合リハビリテーション、法、薬

II (1) 01/30 前期
To: Stephan Clayton
<stephan@claytongym.com>

不明 不明

7D0594 東京大学 文科、理科 3 (A) 02/26 前期 As human beings, we like to think that 不明 不明

7D0595 東京大学 文科、理科 3 (B) 02/25 前期 Alex: How was the computer club today 不明 不明

7D0949 一橋大学 商、経済、法、社会 V-A 02/26 前期
A transgender person is someone who has a
gender identity

不明 不明

7D0950 一橋大学 商、経済、法、社会 V-B 02/26 前期 What is a zombie? 不明 不明

7D1028 札幌学院大学 人文　英語英米文 1-2 02/03 A日程
Good morning, everyone.  Thank you very
much for attending

不明 不明

7D1147 藤女子大学 文 3-1 02/14 A日程
I've traveled much and seen a great variety of
people,

不明 不明

7D1148 藤女子大学 文 3-2 02/14 A日程
Some people believe that international sport
creates goodwill and friendship between nations

不明 不明

7D0865 青山学院大学 法
SECTION
Ⅱ Talk 1

02/18 個別A方式
I work as a freelance translator, so I spend
hours

不明 不明

7D0867 青山学院大学 法
SECTION
Ⅱ Talk 2

02/18 個別方式 Good afternoon everyone. 不明 不明

7D0884 青山学院大学 法

SECTION
Ⅴ Passage
1

02/18 個別A方式
A small error in GPS directions led an
American tourist in

不明 不明



整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0840 フェリス女学院大学 国際交流 Part 2 02/03 Ａ日程
When most people think of Australian animals,
they think of kangaroos and koalas.

不明 不明

7D0841 フェリス女学院大学 文 Part 2 02/04 Ａ日程
The sport called lacrosse has become well
known around the world and many people

不明 不明

7D0316 南山大学 外国語
A IV (A)
Dialog 1

02/09 一般
Good morning shoppers! We have great news
for MaxiClothes

不明 不明

7D0317 南山大学 外国語
A Ⅳ (A)
Dialog 3

02/13 一般
Thank you for calling Aztec Computers. Please
listen carefully to

不明 不明

7D0318 南山大学 外国語
A IV (A)
Dialog 2

02/09 一般
Great news, listeners. There's a brand new
attraction opening in our area.

不明 不明

7D0319 南山大学 外国語
A IV (A)
Dialog 4

02/09 一般 M: Hello Camp Springs Swimming Pool 不明 不明

7D0320 南山大学 外国語
A Ⅳ (A)
Dialog 4

02/13 一般
Welcome to Takayama. It's now 7:30 am. For
those of

不明 不明

7D0321 南山大学 外国語
A Ⅳ (A)
Dialog 7

02/13 一般
Attention customers! Today marks the 5th
anniversary of Daisy's department

不明 不明

7D0322 南山大学 外国語
A Ⅳ (B)
Passage 1

02/13 一般
W: Today, I'm talking to the famous witer John
Bull.

不明 不明

7D0323 南山大学 外国語
A Ⅳ (B)
Passage 2

02/13 一般
W: Hello, listeners. Welcome to our radio
program. as many of

不明 不明

7D0327 南山大学 外国語
A Ⅳ (B)
Passage 3

02/13 一般
W: David, have you decided where you want to
go to university?

不明 不明

7D0332 南山大学 外国語
A Ⅳ (B)
Passage 4

02/13 一般
Hello, listeners. Today I'mgoing to talk about
one of

不明 不明

7D0333 南山大学 外国語
A IV (A)
Dialog 8

02/09 一般
Welcome to the Baseball Hall of Fame. We
have four floors packed with exhibits

不明 不明



整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0334 南山大学 外国語
A IV (A)
Dialog 9

02/09 一般
W: John, what happened to your foot? Did you
injure it playing basketball yesterday?

不明 不明

7D0335 南山大学 外国語
A IV (B)
Passage 1

02/09 一般
Good evening, ladies and gentlemen. On behalf
of Air Canada I'd like to welcome

不明 不明

7D0336 南山大学 外国語
A IV (B)
Passage 2

02/09 一般
In today's evening news, the New Brighton City
Council announced that

不明 不明

7D0338 南山大学 外国語
A IV (B)
Passage 3

02/09 一般
Good morning ladies and gentlemen and thank
you for shopping at Mountain Department

不明 不明

7D0460 北海道大学
総合入試、文、教育、法、経済、
医、歯、獣医、水産 1 02/25 前期 A few years ago, I found myself on a cold, 不明 不明

7D0461 北海道大学
総合入試、文、教育、法、経済、
医、歯、獣医、水産 2 02/25 前期

Some Native Americans live in tipi, Mongolians
on the steppes

不明 不明

7D0462 北海道大学
総合入試、文、教育、法、経済、
医、歯、獣医、水産 3 02/25 前期

I have been working for a Japanese cell phone
company

不明 不明

7D0463 北海道大学
総合入試、文、教育、法、経済、
医、歯、獣医、水産 4 02/25 前期 Anne (A): Hey Chris, here you are at last! 不明 不明

7D0489 大阪府立大学
現代システム科学域、生命環境科
学域、地域保健学域 II 02/25 前期 運動は好きか嫌いかといわれたら、 不明 不明

7D0591 東京大学 文科一～三類、理科一～三類 1 (A) 02/26 前期
According to one widely held view, culture and
country are

不明 不明

7D0593 東京大学 文科一～三類、理科一～三類 2 (B) 02/26 前期 Dear Jun,  You will not remember me. I am your 不明 不明

7D0606 九州大学
文、教育、法、経済、理、医、歯、
薬、工、芸術工、農 1 02/25 前期

Beginning over 40 years ago in the field of
medicine,

不明 不明



整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0609 九州大学
文、教育、法、経済、理、医、歯、
薬、工、芸術工、農 4 02/25 前期

Tourism is a booming industry in Japan today,
and more

不明 不明

7D0610 九州大学
文、教育、法、経済、理、医、歯、
薬、工、芸術工、農 5 02/25 前期 宇宙というのは、日本やアメリカだけでなくて、 不明 不明

7D0613 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、
理、医、薬、工、農 III 02/26 前期 生兵法は大怪我のもとというが、 不明 不明

7D0780 神戸大学
文、国際人間科学、法、経済、経
営、理、医、工、農、海事科学 IV 02/25 前期

Every day of our lives, we make many different
decisions,

不明 不明

7D0815 東京海洋大学 海洋工 3 02/25 前期
多くのアメリカの若者は高校を卒業するとすぐに
親元を離れて

不明 不明

7D0829 群馬大学 理工 2-B 02/25 前期
Dear Program Director,  For the past couple of
years I

A Letter 不明

7D0830 群馬大学 理工 3-A 02/25 前期 The computers of the 1940's were large, Computers 不明

7D0831 群馬大学 理工 3-B 02/25 前期 I was great English scientists and naturalist. Charles Darwin 不明

7D0965 福岡教育大学 教育 2 02/25 前期
The behavior of people in Japan is quite
different from

不明 不明

7D1062 島根大学
法文、医、教育、総合理工、生物
資源科学、人間科学 1 02/25 前期

My dad's passion is his backyard. Most summer
days, you'll

Squirrel vs. Father
Power

Craig A. Marks

7D1082 高崎経済大学 経済、地域政策 3 02/25 前期
Presenter: Well, here we are inside the world's
largest diamond

不明 不明

7D1104 千葉大学
国際教養、文、教育、法政経、理、
医、薬、看護、工、園芸 III 02/25 前期

(1)「あまり時間がとれないんです。」（２）運動す
るのを嫌がる

不明 不明



整理番号 学校名 大問番号 入試日 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0301
東京工業大学附属科学技術高等学
校

第4問 02/13
Though John Wood was a successful businessman, he made a
promise and it changed his life.

不明 不明

7D0302
東京工業大学附属科学技術高等学
校

第5問 02/13 Deserts are always changing. After big winds or sudden rain 不明 不明

7D0289 筑波大学附属高等学校 3 02/13 Judy, a little girl, didn't expect the little green man at the bridge. 不明 不明

7D0292 お茶の水女子大学附属高等学校 3 02/13
There is an old saying "Give a man a fish; you have fed him for
today"

不明 不明

7D0293 お茶の水女子大学附属高等学校 4 02/13 There was once a mean old man. He was mean when he was young 不明 不明

7D0295 お茶の水女子大学附属高等学校 6 02/13 It is Monday today. ( ). 不明 不明

7D0341 東京学芸大学附属高等学校 2 02/13 People who have seen flying bats know about their skillful flight.
Why Can Bats Fly in

the Dark
不明

7D1130
独立行政法人国立高等専門学校機
構

3 02/19
Drums have played a big part in the music of people all over the
world.

Drums that talk 不明

7D1132
独立行政法人国立高等専門学校機
構

5 02/19
Takashi is a student of Sakura Junior High school. He is in the
third grade.

不明 不明

7D0093 慶應義塾女子高等学校 3 02/10
Bob: I was surprised to hear that the Canadian government wants
to make school summer vacation shorter.

不明 不明

7D0094 慶應義塾女子高等学校 4 02/10 Punctuation marks: they may not look like much 不明 不明

7D0116 早稲田大学系属早稲田実業学校 G 02/10
Once upon a time, far, far away in a half forgotten part of the
world.

The Magic Scissors Loes Spaander

7D0358 成城学園高等学校 Ⅲ 02/12 In 2000, Time Magazine called Albert Einstein 'The Person of' 不明 不明



整理番号 学校名 大問番号 入試日 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0298 実践学園高等学校 Ⅵ 02/10 Hello, everyone. I'm Mio Hayashi. I'm a junior high school student. 不明 不明

7D0081
明治大学付属 中野中学校・高等学
校

V 02/17 The stars in the night sky remain in a fixed position. 不明 不明

7D0075 豊島岡女子学園高等学校 2 02/11
The type of dance a bee does tells the other bees how far away the
food is.

不明 不明

7D0388
大阪教育大学附属高等学校　池田
校舎

II 02/10 One day, when Arnold got out of the hospital
Where the Good

Luck Was
Osmond Molarsky

7D1194
大阪教育大学附属高等学校　平野
校舎

1 2月12日
When you go out for dinner, what restaurant would you want to
choose?

不明 不明

7D0158 関西学院高等部 I 2/10 What comes to mind when you hear the word "Africa"?

Meet Yacouba
Sawadogo – The Man

Who Stopped the
Desert

Sumitra

7D0363 広島大学附属高等学校 4 02/03
The first animals people kept, about twenty-five thousand years
ago,

How the First Men
Lived

Lancelot Thomas
Hogben

7D0363 広島大学附属高等学校 4 02/03
The first animals people kept, about twenty-five thousand years
ago,

不明 不明

7D0088 愛光高等学校 II 01/21
After working several years in a number of large and small IT
companies

不明 不明

7D0095 愛光高等学校 VII 01/21 四季の中でどの季節が一番いいでしょうか。 不明 不明



【連絡先】

株式会社旺文社

マネジメントサービス部　法務グループ

住所 ：〒162-8680　東京都新宿区横寺町55

電話 ：03-3266-6400

FAX ：03-3266-6308

Eメール：rightspermission@obunsha.co.jp

電話受付時間：月～金曜日（9：30～17：30）

整理番号 学校名 学部名 大問番号 入試日 日程 冒頭10ワード 題号 著者名

7D0008 名城大学 人間、都市情報、法 2 02/01
A方式、セ試
F方式、A方
式Ⅰ期

Have you heard of the term "culture shock?"
Culture shock

不明 不明

7D0029 関西学院大学
教育、経済、国際、社会、神、総合
政策 II 02/02 全学

No one likes to be criticized, and yet criticism
is essential both for personal and professional
growth

不明 不明

　下記は上から順に2016年、2014年に教育機関より英語科目の入学試験問題として出題された言語の著作物です。これらを学習参考書に利用するに際して、著作
者・著作権者またはその継承者を探しております。以下の著作物について、ご本人及びお心当たりのあるご家族、ご遺族、知人の方は、情報をお寄せ下さいます
ようお願い申し上げます。


