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1H0014 岩手大学 人文社会科学 2 (1) 前期 2018/02/25 イラスト Beginning composition through pictures James Moss

1H0048 東京大学 全 2 (B) 前期 2018/02/26
「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

1H0060 東京学芸大学 教育 II 前期 2018/02/25
Facing an ever-increasing din of background 
noise from traffic

Noise Pollution Affects Plants, Too Emily Sohn

1H0091 信州大学 教育 II 前期 2018/02/25
Large museums and public galleries are at 
the centre of our experience

Art as therapy
Alain Botton, John 
Armstrong 

1H0113 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、
理、医、薬、工、農

II 前期 2018/02/26
Regardless of whether asteroids and comets 
supplied Earth

不明 不明

1H0114 京都大学
総合人間、文、教育、法、経済、
理、医、薬、工、農

III 前期 2018/02/26
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

1H0206 北海学園大学 経済1・2部、工、人文1・2部 1 一般 2018/02/09
Psychology is a very broad field comprised 
of many smaller

The 25 Most Influential Psychological 
Experiments in History

Kristen Fescoe

1H0285 上智大学 外国語、経済、法 1 一般 2018/02/07 Ext. West Side Highway - Night The 25th hour David Benioff

1H0291 上智大学 外国語、経済、法 7 一般 2018/02/07
Last year, a curious nonfiction book has 
become a Times best-seller;

The doomsday invention Raffi Khatchadourian

1H0297 上智大学 文、総合グローバル 2 一般 2018/02/06
It was in England, early in the eighteenth 
century

The Seaside Sarah Howell

1H0348 東邦大学 薬 3 一般 2018/02/03
Paris is the world's most poplar city for 
traveling

不明 不明

1H0362 明治大学 商 Ⅱ (5)
一般、英語4技能試験利
用方式

2018/02/16
In the late 1940s the famous Albert 
Einstein was once

不明 不明

1H0377 立教大学 コミュニティ福祉、観光、経済 V 個別学部日程 2018/02/13
My nine-year-old son ran into my study one 
day and asked

不明 不明

1H0383 早稲田大学 基幹理工、創造理工、先進理工 I Text I 一般 2018/02/16 People move for different reasons. Migration - Theories Of Migration 不明

1H0390 早稲田大学 基幹理工、創造理工、先進理工
IV
Section B

一般 2018/02/16
Buying a property requires careful 
planning.

不明 不明

1H0422 早稲田大学 文 III 一般 2018/02/17
The confidence of the scholars and experts 
in their evaluations of paintings

不明 不明

1H0424 早稲田大学 文化構想 I (A) 一般 2018/02/12
If someone here in South Florida, chances 
are they had fruit trees

Forager: A Subjective Guide to Miami's 
Edible Plants

Tiffany Noé, George 
Echevarria

　下記の著作物は、教育機関より入学試験問題として出題されたものです。これらを利用するに際して、著作者・著作権者またはその継承者を捜しております。
以下の著作物について、ご本人及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。



1H0429 早稲田大学 文化構想 III 一般 2018/02/12
European movement in Africa and parts of 
South East Asia

不明 不明

1H0430 早稲田大学 文化構想 V 一般 2018/02/12
It is almost impossible to find a society 
without some process of education.

不明 不明

1H0448 愛知大学 全 3-E 前期 2018/02/05 戦後の天皇の役割に関してアメリカ人の間には What to do with Japan Wilfrid Fleisher

1H0449 愛知学院大学
経営、経済、商、心身科学、総合
政策、文、法

Ⅲ セ試プラス、前期 2018/02/01
No one knows when the very first kite was 
made.

Reading Skills: Grade 5 (Flash Kids 
Harcourt Family Learning)

Flash Kids

1H0450 金城学院大学
国際情報、人間科学、生活環境、
文、薬

1 前期3科目型 2018/01/31
Music is one of the most important and 
powerful things in my life.

Importance of Music in My Life Just_elena

1H0476 京都産業大学
外国語、経営、経済、現代社会、
情報理工、総合生命科学、文化、
法、理

II 前期3科目型 2018/01/27
Desert stomach. You've all experienced this 
feeling.

So, There's A Scientific Reason Why We 
Always Have Room For Dessert

Juliette Steen

1H0477 京都産業大学
外国語、経営、経済、現代社会、
情報理工、総合生命科学、文化、
法、理

V 前期3科目型 2018/01/27
You should probably wash you hands the next 
time

不明 不明

1H0478 京都産業大学
外国語、経営、経済、現代社会、
情報理工、総合生命科学、文化、
法、理

VI 前期3科目型 2018/01/27
There are a lot of films based on popular 
literature.

不明 不明

1H0491 立命館大学

スポーツ健康科学、映像、経営、
経済、国際関係、産業社会、食マ
ネジメント、政策科学、総合心理
、文、法

I 全学統一方式 2018/02/01
The world and the people who work and live 
in it have become ever more connected

How Cross-Cultural Dialogue Builds 
Critical Thinking and Empathy

Katrina Schwartz

1H0516 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 2018/02/01
Expressions of gratitude, such as "thank 
you" in English

不明 不明

1H0540 西南学院大学 経済、神 II A、セ試併用A 2018/02/07
In the early 19th century, an important 
event 

不明 不明

1H0547 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 2018/02/25
「学ぶ」とは、いったいどういうことでしょう
か。

不明 不明

1H0551 兵庫県立大学 工 III 前期 2018/02/25
Imagine a world almost entirely unchanged 
by people

Geographic Views of History 不明

1H0556 北里大学 医 Ⅵ (B) 一般 2018/01/28
Thank you for this opportunity to share 
this original concept,

不明 不明

1H0575 同志社女子大学
学芸、現代社会、薬、看護、表象
文化、生活

I-A 推薦入試S 2021/11/15
London has been one of the world's most 
important

Short Stories for Intermediate Level 
English Language Learners

Juliet Smith

1H2093 尚絅学院大学 VI 一般 2021/02/06 Are you afraid of anything? 不明 不明

1H2101 高崎経済大学 経済 1 C 前期 2021/02/25
Are supermarkets designed to persuade us to 
buy more?

Look Ahead 不明

1H2108 高崎経済大学 経済 1 C 前期 2021/02/25
Are supermarkets designed to persuade us to 
buy more?

Look Ahead 不明

1H2113 椙山女学園大学
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 A 2021/02/03
You can find it on many restaurant menus in 
the western

不明 不明

1H2114 椙山女学園大学
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 A 2021/02/03
A long time ago, a very large room was 
needed to store

不明 不明

1H2280 亜細亜大学
経営、経済、国際関係、都市創造
、法

IV 全学統一入試前期 2021/02/02
Tomoko is meeting with her teacher, Mr. 
Dale,

不明 不明



1H2304 九州国際大学 現代ビジネス、法 Ⅵ 前期 2021/02/06 イラスト2点 不明 不明

1H2310 中京大学 全 III 前期 2021/02/08
The above figure shows how much money 
households earned

不明 不明


