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整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0055 京都産業大学
外国語、経営、経済、現代社会、
情報理工、総合生命化学、文化、
法、理

V 前期3科目型 01/27
You should probably wash you hands the
next time

不明 不明

8E0056 京都産業大学
外国語、経営、経済、現代社会、
情報理工、総合生命化学、文化、
法、理

VI 前期3科目型 01/27
There are a lot of films based on popular
literature.

不明 不明

8E0061 立教大学 コミュニティ福祉、観光、経済 V
個別学部日

程
02/13

My nine-year-old son ran into my study one
day and asked

不明 不明

8E0104 札幌大学 地域共創学群 2 A日程 02/05 Slavery in the United States began in 1619 不明 不明

8E0174 関西学院大学
教育、経済、商、人間福祉、総合
政策、文、法、理工

III 全学 02/01
Expressions of gratitude, such as "thank
you" in English

不明 不明

8E0245 阪南大学
経営情報、経済、国際コミュニケー
ション、国際観光、流通

II C 前期 02/01
In the modern world men and women are
equal in many ways

不明 不明

8E0268 早稲田大学 文化構想 III 一般 02/12
European movement in Africa and parts of
South East Asia

不明 不明

8E0269 早稲田大学 文化構想 V 一般 02/12
It is almost impossible to find a society
without some process of education.

不明 不明

　下記は2018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または学習用ウェブサイトに
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
報をお寄せくださいますようよろしくお願い申し上げます。



整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0289 早稲田大学 基幹理工、創造理工、先進理工
IV Section

B
一般 02/16 Buying a property requires careful planning. 不明 不明

8E0295 早稲田大学 文 III 一般 02/17
The confidence of the scholars and experts
in their evaluations of paintings

不明 不明

8E0360 西南学院大学 経済、神 II
A日程、セ試
併用A日程

02/07
In the early 19th century, an important
event

不明 不明

8E0432 法政大学 経営、人間環境、文 Ⅳ A方式 02/07
Even though it is an old black and white
photograph,

不明 不明

8E0524 北海学園大学 経済、工、人文 1 一般 02/09
Psychology is a very broad field comprised of
many smaller

The 25 Most
Influential
Psychological

Kristen Fescoe

8E0592 名城大学 人間、都市情報、法 2
3教科A方

式、セ試プラ
スF方式

02/01
Senior citizens are a large and powerful
group in America

不明 不明

8E0597 名城大学 理工 3 3教科A方式 02/02
NASA has just announced that over one
thousand objects

不明 不明

8E0602 近畿大学
経営、経済、建築、工、国際、産業
理工、生物理工、総合社会、農、
文芸、法、薬、理工

Ⅱ 前期（A日程） 01/27
Since the end of the 19th century, Canada
has been

不明 不明

8E0759 大阪学院大学
外国語、経営、経済、国際、商、情
報、法

Ⅲ A日程(後期) 02/05
Airport Internet Facilities ●Access from
Internet stations

不明 不明

8E0796 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国
際コミュニケーション、人間関係、
生活科学、文化情報

4 一般A 02/03
We are a professional couple looking for a
responsible

不明 不明

8E0797 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国
際コミュニケーション、人間関係、
生活科学、文化情報

5 一般A 02/03
Located inside a mountain on an island in
Svalbard, Norway,

不明 不明

8E0798 椙山女学園大学
看護、教育、現代マネジメント、国
際コミュニケーション、人間関係、
生活科学、文化情報

6
一般A 02/03

From the catwalks of Paris to the pages of
style magazines,

不明 不明

8E0231 東京大学 全 2 (B) 前期 02/26
「現在の行動にばかりかまけていては、生きる
という意味が

不明 不明



整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0348 大阪府立大学
現代システム科学域、生命環境科
学域、地域保健科学域

II 前期 02/25 「学ぶ」とは、いったいどういうことでしょうか。 不明 不明

8E0614 滋賀県立大学
環境科学、工、人間文化、人間看
護

III 1 前期 02/25
According to new research, the world's
demand for water cannot be met by 2040.

不明 不明

8E0727 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、
理、医、薬、工、農

II 前期 02/26
Regardless of whether asteroids and comets
supplied Earth

不明 不明

8E0728 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、
理、医、薬、工、農

III 前期 02/26
海外からの観光客に和食が人気だという話
になったときに

不明 不明

8E0805 佐賀大学 教育、経済、医、理工、農 1 前期 02/25
How do desert plants get water when there is
none?

不明 不明

8E0011 ラ・サール高等学校 - 5 - 01/28
Max and his cousin Nina were heading for
the school band room

The Case of the
Missing Music

不明

8E0012 愛光高等学校 - II - 01/20
There is an international conservation
organization called "WWF."

不明 不明

8E0013 愛光高等学校 - VII - 01/20
数年前にオックスフォード（Oxford）大学から
報告された研究は、

不明 不明

8E0017
久留米大学附設高
等学校

- 2 - 01/21 Eddie had lived in a big city all his life. 不明 不明

8E0019
久留米大学附設高
等学校

- 7 - 01/21
雨になりそうだから今日の体育は体育館って
もう決まったらしいよ。

不明 不明

8E0020 灘高等学校 - 1 - 02/10
The Swiss scientist Jean Piaget  was the first
to provide a detailed description

不明 不明

8E0023
筑波大学附属駒場
高等学校

- 2 - 02/13
Long ago, there lived a beautiful white deer
with golden horns.

不明 不明

8E0024
筑波大学附属駒場
高等学校

- 3 - 02/13 Once a boy called Billy lived with Mr. Smith 不明 不明



整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0031
明治大学付属 中野
中学校・高等学校

- IV - 02/12
Space is full of garbage, but not the type of
garbage you generally think of,

不明 不明

8E0035
豊島岡女子学園高
等学校

- 4 - 02/11
At one o'clock on Saturday afternoon, Mr.
William was looking at

不明 不明

8E0042 関西学院高等部 - I - 02/10
Once upon a time, there was a man who had
three sons.

Which is Better? 不明

8E0043 関西学院高等部 - II - 02/10
Do you know which animal can live the
longest?

不明 不明

8E0050
東京工業大学附属
科学技術高等学校

- 3 - 02/13
Water is important in human history, and
rivers are especially important.

不明 不明

8E0051
東京工業大学附属
科学技術高等学校

- 4 - 02/13 You're standing next to a road. 不明 不明

8E0110
慶應義塾女子高等
学校

- 2 - 02/10
Studies have shown that stress can have
some effects on

不明 不明

8E0111
慶應義塾女子高等
学校

- 3 - 02/10
Jack: Have you decided theme of the science
contest at

不明 不明

8E0112
慶應義塾女子高等
学校

- 4 - 02/10
A friend is someone you can share things
with.

不明 不明

8E0131
お茶の水女子大学
附属高等学校

- 3 - 02/13
The first people living in Australia were the
Aborigines.

不明 不明

8E0132
お茶の水女子大学
附属高等学校

- 4 - 02/13 Once, there was a smart farmer in a village. 不明 不明

8E0133
お茶の水女子大学
附属高等学校

- 5 - 02/13
John's grandfather often told him stories
about the wonderful place

不明 不明

8E0135
筑波大学附属高等
学校

- 2 - 02/13
For two years I waited for my father's return
from the war

不明 不明



整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0136
筑波大学附属高等
学校

- 3 - 02/13
Grandfather and I walk together in the
mountains

不明 不明

8E0376
独立行政法人国立
高等専門学校機構

- 5 - 02/18
Takashi, Kenji, Sayuri and Mayumi are
classmates at Sakura Junior

不明 不明

8E0414 巣鴨高等学校 - 1 - 02/10 Katie Fischer was excited. It was July 15 The Auction 不明

8E0446
渋谷教育学園幕張
高等学校

- 2 - 01/19 My family roots are in Vietnam but 不明 不明

8E0450 駿台甲府高等学校 - 6 - 02/11 Once there was a greedy queen.
Open Court Reading,
Intervention
Workbook, Grade 4

不明

8E0601
大阪教育大学附属
高等学校　平野校
舎

- 1 - 02/12
When a baby is born, the parents often feel
that

不明 不明

8E0622
広島大学附属高等
学校

- 2 問1 - 02/02
In the nineteenth century in Britain, people
made the first bicycles.

不明 不明

8E0000 - - - - - -
How Sports and
Games Began

Patricia
Mugglestone

8E0771 南山大学 外国語
A IV (A)

Listening1
一般 02/09

Police in Nagoya were called out today to
deal with

不明 不明

8E0772 南山大学 外国語
A IV (A)

Listening2
一般 02/09

A new amusement park has just opened next
to the zoo.

不明 不明

8E0774 南山大学 外国語
A IV (A)

Listening12
一般 02/13

This is the weekend weather report for major
cities

不明 不明

8E0232 東京大学 全 3 (A) 前期 02/26
Interviewer:  Welcome to another editon of
Window on the World.

不明 不明

8E0233 東京大学 全 3 (B) 前期 02/26 Interviewer:  Thank you, Dr. Gisemba. 不明 不明



整理番号 学校名 学部 大問番号 日程 入試日 冒頭10ワード 書名 著者

8E0234 東京大学 全 3 (C) 前期 02/26
For centuries, sailors have told stories about
monster waves

不明 不明

8E0242 一橋大学 商、経済、法、社会 V A 前期 02/26
A cheese sandwich is simply one or more
pieces of cheese

不明 不明

8E0243 一橋大学 商、経済、法、社会 V B 前期 02/26
Hardly anyone thinks of chickens as smart
animals

不明 不明

8E0668 東洋大学 - II
一般入試前

期
02/11

Much of modern society is possessed by the
notion

Magic of Words 不明


