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4A0524 法政大学 法 1-4 1981/02/15
Through much of her history, Japan has
been isolated from

不明 不明

4A0525 関西大学 文 1 1997/02/08 A
One of the most valuable skills gained by
imitation at

不明 不明

4A0530 東京経済大学 経営 2 1997/02/13
Many people are worried about what
television has done to

不明 不明

4A0537 法政大学 社会 III 2001/02/15
Different cultural interpretations of the
smile can create problems.

不明 不明

4A0539 北里大学 医 4 2008/02/02
It seems that overuse of salt causes high
blood pressure,

不明 不明

4A0550 上智大学 法、神 8 1996/02/10
Time is the fundamental basis of human
experience, and it

不明 不明

4A0551 東京経済大学 全 5 (B) 2006/02/10
A Japanese earthquake expert has
published a children's book

不明 不明

4A0552 國學院大学 全 2 2009/02/02 A
According to a new study, people who are
happy, compared

不明 不明

4A0557 日本大学 経済 2 2005/02/13
A U.S. psychologist calculates that the
average human being tells

不明 不明

7D2038 法政大学 法 1-4 1981/02/15
Through much of her history, Japan has
been isolated from

不明 不明

7D2053 上智大学 法、神 8 1996/02/10 In the case of time we have to rely on 不明 不明

7D2054 東京経済大学 全 5 (B) 2006/02/10
A Japanese earthquake expert has
published a children's book

不明 不明

7D2057 日本大学 経済 2 2005/02/13
A U.S. psychologist calculates that the
average human being tells

不明 不明

7D0429 東洋大学 全 I 2017/02/11 一般
Many people tell me, "I've tried millions
of ways

Notes from a Friend: A Quick and Simple Guide to
Taking Charge of Your Life

Anthony Robbins

7D0436 東洋大学 全 II 2017/10/00 一般
Now that we can buy just about anything
with a few mouse clicks

Band 9 Essay Samples/ Advantages and Disadvantages of
Online Shopping

不明

　下記は大学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。これらを教育目的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。



7D0675 成城大学 経済 II 2017/02/06 A方式
Down to the time of the Industrial
Revolution

English town crafts: a survey of their development
from early times to the present day

Norman Wymer

7D1321 群馬大学 理工 2-B 2017/02/25 前期
Dear Program Director,  For the past
couple of years I

A Letter 不明

7D1322 群馬大学 理工 3-A 2017/02/25 前期 The computers of the 1940's were large, Computers 不明

7D1323 群馬大学 理工 3-B 2017/02/25 前期
I was great English scientists and
naturalist.

Charles Darwin 不明

7D1329 東京大学 文科一～三類、理科一～三類 1 (A) 2017/02/26 前期
According to one widely held view,
culture and country are

不明 不明

7D1331 東京大学 文科一～三類、理科一～三類 2 (B) 2017/02/26 前期
Dear Jun,  You will not remember me. I am
your

不明 不明

7D1342 東京海洋大学 海洋工 3 2017/02/25 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

不明 不明

7D1391 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、理、
医、薬、工、農

III 2017/02/26 前期 生兵法は大怪我のもとというが、 不明 不明

7D1405 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 2017/02/25 前期
Every day of our lives, we make many
different decisions,

不明 不明

7D1433 高知大学 教育 Ⅰ 2017/02/25 前期日程
Some people think that the best time to
begin studying a

How to Be a More Successful Language Learner Joan Rubin, Irene Thompson

7D1460 高崎経済大学 経済、地域政策 3 2017/02/25 前期
Presenter: Well, here we are inside the
world's largest diamond

不明 不明

7D1481 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 2017/02/25 前期 運動は好きか嫌いかといわれたら、 不明 不明

7D1580 駒澤大学
グローバル･メディア･スタディーズ、
医療健康科学、　経済、仏教、文、法

III 2017/02/06
S方式、T方式
2月

Not getting the sleep you need? Is your
pillow the problem?

不明 不明

7D1598 上智大学 外国語、経済、法 3 2017/02/07 一般
The year is 1945.  World War II has
ended,

No More Cherry Blossoms: Sisters Matsumoto and Other
Plays

Philip Kan Gotanda

7D1617 成城大学 経済 II 2017/02/06 A方式
Down to the time of the Industrial
Revolution

English town crafts: a survey of their development
from early times to the present day

Norman Wymer

7D1666 法政大学 経営、人間環境、文 III 2017/02/07 A方式
In the nineteenth century, canned foods
were

The uncertainty of everyday life, 1915-1945 Harvey Green

7D1698 早稲田大学 文化構想 II-B 2017/02/12 一般 Today, English has three kinds of users. Element English Reading: Reading Skills Based 大熊昭信

7D1762 愛知学院大学
経営、経済、商、心身科学、総合政
策、文、法

II 2017/02/01
セ試プラス、
前期A

Alex: Grandma, what are these pictures? Impact Listening 2, Second Edition Jill Robbins, Andrew MacNeil

7D1790 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 2017/01/25 前期
Light pollution is affecting people all
around the world.

不明 不明

7D1791 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 2017/01/25 前期
The most common word in English is the
definite article the.

不明 不明

7D1792 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 2017/01/25 前期
Five hundred years ago, and acre of land
planted with wheat

不明 不明



7D1793 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 2017/01/25 前期
Previously, there were only two choices
for cargo delivery to

不明 不明

7D1794 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 2017/01/25 前期
To assess how well someone is recovering
from an arm injury,

不明 不明

7D1795 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 2017/01/25 前期
Psychologists have found that social
media users who check up on

不明 不明

7D1811 龍谷大学
経営、経済、国際、社会、政策、農、
文、法、理工

IＩ 2017/01/30 A方式
Music has been used to help people with a
variety of problems.

不明 不明

7D1834 関西学院大学
教育、国際、商、人間福祉、総合政
策、文、法、理工

Ⅱ 2017/02/01 全学
Common sense tells us that people's
decisions depend on their beliefs and

不明 不明

7D1840 関西学院大学
教育、経済、国際、社会、神、総合政
策

III 2017/02/02 全学
The weather is the state of the
atmosphere at any given time

不明 不明

7D1846 甲南大学 経営、経済、文、法 2 2017/02/02 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

7D1850 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) 2017/01/30 前期
To: Stephan Clayton
<stephan@claytongym.com>

不明 不明

7D1970 愛媛大学 法文、社会共創、工 III 2017/02/25 前期
Americans consider education the most
important factor in the struggle

America at the Dawn of a New Millennium 不明

7D2010 日本大学

スポーツ科学、医、危機管理、経済、
芸術、工、国際県警、歯、商、松戸
歯、生産工、生物資源科学、分離、法
一部、法二部、薬、理工

V 2017/02/01 N方式1期
Man has gazed at the stars ever since he
could stand erect

From Icarus to Arthur Clarke 不明

7D2020 東京学芸大学 教育 III 2017/02/25 前期
何が理由であるにしても、日本人は世界中で
最も

10 Things Japanese People Do Better Than You 不明


