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整理番号 学校名 学部名 大問番号 日程 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0767 岩手大学 人文社会科 2 (1) 前期 2019/02/25 イラスト
Composition through
pictures

John Brian Heaton

9F0768 岩手大学 人文社会科 2 (2) 前期 2019/02/25 大抵の人間は、間違いを犯すことを恥ずかしいと思い、 不明 不明

9F0769 岩手大学 人文社会科 3 (1) 前期 2019/02/25
In the 2014 movie Transcendence, Johnny Depp's
character

不明 不明

9F0625 群馬大学 理工 2 B 前期 2019/02/25
Today, when people talk about Leonardo's
notebooks, they usually think first about his

Leonardo da Vinci Diana Stanley

9F0560 千葉大学

国際教養、文、
法政経、教育、
理、工、園芸、
医、薬、看護

III 前期 2019/02/25
Once there was a greedy and selfish man, who
always wanted to have

Moral Story For Your
Kids: Tell this story to
children

不明

9F0523 東京大学 全 2 (B) 前期 2019/02/26 世界中でプラスチックごみを減らす動きが活発だ。 不明 不明

9F0327 京都大学 全 III 前期 2019/02/26
「マイノリティ」という言葉を聞くと、全体のなかの少
数者をまず思い浮かべるかもしれない。

不明 不明

9F0530 九州大学 全 4 前期 2019/02/25
According to the Kanagawa Prefectural Police
Station, a 20-year-old-femal university

不明 不明

9F0531 九州大学 全 5 前期 2019/02/25 現在の地球上の総人口は約60億くらいですが、 不明 不明

9F0391 首都大学東京
経済経営、理、
都市環境、シス
テムデザイン

2 前期 2019/02/26
Though unable to see or hear, Helen Keller refused
to be discouraged

不明 不明

　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。
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整理番号 学校名 学部名 大問番号 日程 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0135 札幌大学 地域共同創学群 2 A 2019/02/05
The New England region, located in the northeast
part of the United

不明 不明

9F0282 北星学園大学 経済、社会福祉 IV 一般 2019/02/06
Recently leaders of various countries have been
arguing about tariffs.

Where Global Tariffs Are
Highest And Lowest

Niall McCarthy

9F0298 北海学園大学
経済1部、経済2
部、工、人文1
部、人文2部

6 一般 2019/02/09 Getting from Heathrow to Central London
Getting from Heathrow to
central London

不明

9F0594 東北学院大学
教養、経営、経
済、工、文、法

II 前期 2019/02/01
After taking time to learn new words, how can you
be sure of

Top-notch Students: Study
Skills for Japanese
University Students

Neil Heffernan, John
Jones

9F0595 東北学院大学
教養、経営、経
済、工、文、法

IV 前期 2019/02/01
Cathy: Oh, no! I forgot that my Dad's birthday is
next week.

話すためのリスニング 中級
用

白野伊津夫、Lisa A.
Stefani

9F0307 青山学院大学 文 II 個別学部 2019/02/13
The concept of Animal rights is based on ethical
and moral philosophy.

不明 不明

9F0356 青山学院大学 文 III (1) 個別学部 2019/02/13 なぜ権利は人間だけに与えられているものなのか、 不明 不明

9F0355 青山学院大学 教育人間科 IV (3) 個別学部 2019/02/13 英語によるコミュニケーションの成功は、 不明 不明

9F0302 青山学院大学 法 III (A) A方式 2019/02/18
Isabella: If I remember correctly, you spent a
good part of your

不明 不明

9F0308 青山学院大学 法 III (B) A方式 2019/02/18
Mary: Hi Louis.  I've not seen you for such a long
time.

不明 不明

9F0155 学習院大学 経済、法 ＩII 一般 2019/02/06 Facebook is affecting our art - how it's created

Slaves to the Algorithm:
How Facebook is
Throttling Underground
Culture

Mollie Zhang

9F0160 学習院大学 文、理 III
コア、プラ
ス

2019/02/09
Documentaries have been around since the dawn of
film,

History of Documentary
Films

不明

9F0358 北里大学 医 III 一般 2019/01/27
Walls For You, Inc. is your one-stop shopping
center for all your wallpapering needs.

不明 不明

9F0359 北里大学 医 IV 一般 2019/01/27
A good story often contains a conflict within the
narrative.

不明 不明

9F0360 北里大学 医 VI (A) 一般 2019/01/27
For a culture of peace to persist, priority must
be placed on values,

不明 不明

9F0361 北里大学 医 VI (B) 一般 2019/01/27 世代間の断絶の一つの原因は、 不明 不明
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整理番号 学校名 学部名 大問番号 日程 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0124 國學院大学
文、神道文化、
法、経済、人間
開発

2 B 2019/02/25
In recent years scientists have realized that
intelligent life may well

Intelligent Life in the
Universe

Allen Tough

9F0319 駒澤大学
医療健康科学、
経済、仏教、
文、法

III
Passage A

S方式、T方
式(2月)

2019/02/06
1. Make a new thank-you note to each interviewer
you meet

不明 不明

9F0852 昭和女子大学

グローバルビジ
ネス、国際、人
間社会、人間文
化、生活科

4 A日程 2019/01/27
Legends of strange and mysterious creatures
inhabiting oceans

不明 不明

9F0853 昭和女子大学

グローバルビジ
ネス、国際、人
間社会、人間文
化、生活科

5 A日程 2019/01/27 Writing is difficult. One reason for this is that 不明 不明

9F0183 白百合女子大学 人間総合、文 III 一般 2019/02/02
London is not only England's, and Britain's,
capital city

Talking About Britain　イ
ギリス人への15の質問

Tim Knight

9F0805 聖心女子大学 現代教養 II 一般 2019/02/01
After graduating from university, two former high
school classmates meet up

不明 不明

9F0847 東京電機大学
システムデザイ
ン工、工、未来
科学、理工

1 前期 2019/02/01
Your money is one of the most valuable things you
own.

不明 不明

9F0848 東京電機大学
システムデザイ
ン工、工、未来
科学、理工

3 前期 2019/02/01
Did you know over 50% of communication is done
without words?

不明 不明

9F0849 東京電機大学
システムデザイ
ン工、工、未来
科学、理工

4 前期 2019/02/01
Adachi House is located close to Kita-Senju
Station, Tokyo.

不明 不明

9F0764 東京理科大学 工 1 B方式 2019/02/09 Bees are nature's farmers. 不明 不明

9F0580 法政大学

キャリアデザイ
ン、グローバル
教養、スポーツ
健康、デザイン
工、経営、経
済、国際文化、
現代福祉、社
会、情報科学、
人間環境、生命
科学、文、法、
理工

III T日程 2019/02/05
Social movements in the United States and other
nations have been great forces

Sociology: Understanding
and Changing the Social
World

Steven E. Barkan
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9F0575 法政大学
経営、人間環
境、文

I A方式 2019/02/07
Among the member of his generation he was quite
unusual

不明 不明

9F0180 立教大学
異文化コミュニ
ケーション、経
済、法

V 個別学部 2019/02/08
Andrew: I learned an interesting thing in biology
class today.

不明 不明

9F0434 早稲田大学 文化構想 I (A) 一般 2019/02/12
One in five adults experiences a mental health
condition

不明 不明

9F0440 早稲田大学 文化構想 V 一般 2019/02/12
As economic historian David Landes says, the clock
is

From Nature's Time to
Clock Time

Nancy Bader

9F0464 早稲田大学 文 II (C) 一般 2019/02/17 Mario Capecchi's ninth birthday, on 6 October 1946 不明 不明

9F0465 早稲田大学 文 III 一般 2019/02/17
A group of 39 Europeans were left on the island he
called Hispaniola

不明 不明

9F0470 早稲田大学 人間科 I (iv) 一般 2019/02/18
According to a study conducted through the
heartbeat measurement app

Apple's Watch can detect
an abnormal heart rhythm
with 97% accuracy, UCSF
study says

Sarah Buhr

9F0471 早稲田大学 人間科 I (v) 一般 2019/02/18
Young love burns bright, but when the flame is
extinguished

Help Your Teenager Heal
Their Broken Heart

Jamie McAllister

9F0474 早稲田大学 人間科 I (viii) 一般 2019/02/18
Men in the office have a standard, seemingly
interchangeable rotation

This new women's clothing
brand takes all the
guesswork out of shopping
for work

Mara Leighton

9F0838 神奈川大学
外国語、経営、
経済、工、人間
科学、法、理

4 前期 2019/02/04
To help explore life under the sea, researchers at
an American university

不明 不明

9F0773 中部大学

応用生物、経営
情報、現代教
育、工、国際関
係、人文、生命
健康科

1 前期 2019/01/30
When thinking about foods from the United Sates of
America

不明 不明

9F0405 南山大学

外国語、経営、
経済、国際教
養、人文、総合
政策、法、理工

A VI 全学統一 2019/02/07
An increasingly popular winter sport, especially
in Japan

不明 不明

9F0382 南山大学
外国語、経営、
人文

A II 一般 2019/02/11 You may know that Japan's athletes have frequently 不明 不明
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9F0383 南山大学
外国語、経営、
人文

A III 一般 2019/02/11
The foundation stone of the Sagrada Familia church
in Barcelona

Sagrada Família Leslie McIntyre

9F0401 南山大学 経営、人文 A V
一般 (A方
式、B方式)

2019/02/11 Food in Britain is better than it has ever been, 不明 不明

9F0384 南山大学
外国語、総合政
策

A III 一般 2019/02/13 Recent studies in the US suggest that the nation 不明 不明

9F0385 南山大学 総合政策 A VI 一般 2019/02/13 The Bajau Laut are people who inhabit Indonesia's
Indonesia's last nomadic
sea gypsies

Melati Kaye & Brian
Orland

9F0776 名城大学
法、都市情報、
人間

1
3教科型A方
式

2019/02/01
For many years, people have considered study
abroad a highly

不明 不明

9F0190 同志社大学

スポーツ健康科
学、心理、生命
医科学、文化情
報、理工

I 全学 2019/02/04
If there is one fact about memory that all of us
know

Invitation to Psychology
Rachel G. Ragland,
Burt Saxon

9F0244 同志社大学

スポーツ健康科
学、心理、生命
医科学、文化情
報、理工

III 全学 2019/02/04
Two university students, John and Kaori, are
talking about their classes.

不明 不明

9F0252 同志社大学

グローバルコ
ミュニケーショ
ン、グローバル
地域文化、ス
ポーツ健康科
学、経済、社
会、商、心理、
神、政策、文、
文化情報、法、
理工

III 全学 2019/02/05
Michael and Takuro are co-workers in an American
company.

不明 不明

9F0186 同志社大学
グローバルコ
ミュニケーショ
ン、法

I 学部個別 2019/02/08
Our preference for salt, sugar, and fat evolved
within the context

Altered taste Maria Konnikova

9F0255 同志社大学
グローバルコ
ミュニケーショ
ン、法

III 学部個別 2019/02/08
Two friends, Tracey and Johanna, are having lunch
together in a cafe

不明 不明
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9F0276 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

II
全学統一方
式(文系)

2019/02/01 Cameron is no ordinary dog, and not just because
Making Comfort Dogs an
Everyday Part of School

Linda Flanagan

9F0277 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、情報理工、
食マネジメン
ト、政策科学、
生命科学、総合
心理、文、法、
薬、理工

I
全学統一方
式

2019/02/02
As Children, we're born with wild and inventive
imaginations.

We're Born Natural
Innovators, So Does
School Kill Creativity?

Gaia Staff

9F0835 大阪学院大学
外国語、経営、
経済、国際、
商、情報、法

3
A日程後期
（2教科、3
教科）

2019/02/04
Purchase tickets  from ticket machines before
boarding.

不明 不明

9F0127 関西大学
経済、社会、政
策創造、文、総
合情報

II
3教科型、2
教科選択型

2019/02/01 Have you ever been to Mexico?
3 Business Appropriate
Ways to Make People Laugh

Julie Broad

9F0112 関西大学
外国語、経済、
商、人間健康、
政策創造

I B 3教科型 2019/02/03 The endings of romantic movies generally leave us 不明 不明

9F0125 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) 2019/01/26
One practical use of drones is for delivering
goods.

不明 不明

9F0129 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

VII 前期（A) 2019/01/26
The world's population is expected to grow from
around

不明 不明
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整理番号 学校名 学部名 大問番号 日程 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0775 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 2019/02/03 Braille, the system of writing and reading used 不明 不明

9F0101 関西学院大学
教育、経済、国
際、社会、神、
総合政策

III 全学 2019/02/02
There are many reasons for reading and enjoying
works of literature,

不明 不明

9F0102 関西学院大学
教育、経済、国
際、社会、神、
総合政策

VI 全学 2019/02/02 Ben is asking Naomi about her interesting hobby. 不明 不明

9F0199 甲南大学
経営、経済、
文、法

1 前期 2019/02/02
When a former student recently asked me to write a
recommendation letter

Expats beware: losing
confidence in your mother
tongue could cost you a
job

Monika Schmid

9F0200 甲南大学
経営、経済、
文、法

2 前期 2019/02/02
When Genevieve Angelides learned she had skin
cancer

Cancer Patients Get Free
Rides To Treatment
Appointments

Sharon Chin

9F0201 甲南大学
経営、経済、
文、法

3 前期 2019/02/02
The can has played a fundamental role in shaping
the modern world

History of the Can: An
Interactive Timeline

不明

9F0167 神戸学院大学

法、経済、経
営、人文、心
理、現代社会、
グローバル・コ
ミュニケーショ
ン、総合リハビ
リテーション、
栄養、薬

II (1) 前期 2019/02/01
<sent message>　Professor Rossi,　This is Kei Sato
your sociology class.

不明 不明

9F0172 神戸学院大学

法、経済、経
営、人文、心
理、現代社会、
グローバル・コ
ミュニケーショ
ン、総合リハビ
リテーション、
栄養、薬

IV 前期 2019/02/01
Imagine that you are a soldier on your first
mission

How to Deliver a Great
TED Talk: Presentation
Secrets of the World's
Best Speakers, First
Edition

Akash Karia

9F0831 神戸親和女子大学 発達教育、文 4 A-1 前期 2019/01/30 Can you learn to be a ninja today? 不明 不明

9F0833 神戸親和女子大学 発達教育、文 4 A-3 前期 2019/01/30
Now, more than 1 billion packets or cups of
instant noodles

不明 不明
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整理番号 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0219 2019/02/01
Once upon a time, there were three brothers named
Samuel, Timothy and Xander.

The Secret of Happiness Ananya Sarkar

9F0095 2019/01/17 Eleven-year-old Jeff, along with the rest of Good Turn Nola Bertelson

9F0080 渋谷教育学園幕張高等学校 2019/01/19 2018年のテニスの全米オープンで 不明 不明

9F0081 渋谷教育学園幕張高等学校 2019/01/19
We all learn about historical events from books in
school.

不明 不明

9F0228 筑波大学附属高等学校 2019/02/13
The kitchen door opened, and a boy rolled into the
castle courtyard.

不明 不明

9F0229 筑波大学附属高等学校 2019/02/13
Before Meg and her mom came along, Dad and I often
went camping

不明 不明

9F0257 お茶の水女子大学附属高等学校 2019/02/13
Rain!  Rain!  Rain!  But even in the rain, a long
line of people waited

不明 不明

9F0258 お茶の水女子大学附属高等学校 2019/02/13
Mary never traveled outside her small town and she
was satisfied

不明 不明

9F0259 お茶の水女子大学附属高等学校 2019/02/13
Betty was walking on the street with her friend,
Meg.

不明 不明

9F0237 筑波大学附属駒場高等学校 2019/02/13
The work was over and Arthur Clark came back to
his hometown.

不明 不明

9F0238 筑波大学附属駒場高等学校 2019/02/13
Mr. Nelson was a private detective working alone
in a small office.

不明 不明

9F0286 東京学芸大学附属高等学校 2019/02/13 How long did you sleep last night? 不明 不明

9F0144 慶應義塾女子高等学校 2019/02/10
On May 15, 2006, a New Zealand man made a historic
"first" at the top of Mr. Everest.

不明 不明

9F0145 慶應義塾女子高等学校 2019/02/10
Time has always been a part of your life, so it
can seem strange

不明 不明

9F0418 2019/02/12 Hi, Sam! 不明 不明

9F0419 2019/02/12
Traffic lights are all around us, but how much do
you actually

不明 不明

9F0420 2019/02/12 "I will never do that again." 不明 不明

9F0416 2019/02/12 What is the most popular food all over the world? 不明 不明

9F0215 2019/02/10
Last summer twenty students from a sister city in
Australia

不明 不明

成城学園高等学校 III

実践学園高等学校 VI

青山学院高等部 II

青山学院高等部 III

青山学院高等部 IV

4

3

4

2

3

4

5

6

2

3

2

2

市川高等学校 III

学校名 大問番号

立教新座高等学校 V
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整理番号 試験日 問題文の始まり 書名 著者

9F0146 豊島岡女子学園高等学校 2019/02/11
Gabriel Chanel was born in 1883 in a hospital for
the poor.

不明 不明

9F0227 2019/02/11 When I was fourteen, I lived in Nagawa, Hokkaido. 不明 不明

9F0230 2019/02/11
Have you ever enjoyed cold drinks at a fast food
restaurant?

不明 不明

9F0268 2019/02/09 Janis: Hey, I'm sorry. I was late. 不明 不明

9F0415 大阪教育大学附属高等学校　池田校舎 2019/02/10
There was one an Old Lady who lived in a house on
top of a hill.

Alexandra and the Magic
Mouse

Martha Sandras

9F0239 大阪教育大学附属高等学校　平野校舎 2019/02/12
Mike opened the gate and walked through the small
garden.

不明 不明

9F0148 2019/02/10
To live in Japan means to develop a tolerance for
ambiguity, aimai in Japanese

不明 不明

9F0233 広島大学附属高等学校 2019/02/02
Working for an Airline / Kate works for an
airline.

不明 不明

9F0234 広島大学附属高等学校 2019/02/02
There was a man who came to an old village with an
elephant.

不明 不明

9F0235 広島大学附属高等学校 2019/02/02 If the water in rivers is not clean, it can 不明 不明

9F0236 広島大学附属高等学校 2019/02/02 There are many ways to look at different cultures. 不明 不明

9F0079 2019/01/19
Mary: Today, we're going to talk about popular
places to live

不明 不明

9F0098 久留米大学附設高等学校 2019/01/27
When she looked around her house, Susan Maushart
saw lots of electronics.

不明 不明

4

5

愛光高等学校 III

3

3

4

駿台甲府高等学校 6

駿台甲府高等学校 7

同志社高等学校 III

II

1

灘高等学校 1

2

学校名 大問番号
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