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①広告主名 

 株式会社 学研プラス 

 

②著作物等のジャンル 

 言語の著作物 

③著作物等の概要 

  大学の入試問題に掲載された著作物 

 

④連絡先 

 社名：株式会社 学研プラス        担当部署名：高校教育コンテンツ事業部 

住所：東京都品川区西五反田２-11-８    担当者名：金子 晃子  

 TEL：03-6431-1571            FAX：03-6431-1757   

 E-mail：a.kaneko@mmf.gakken.co.jp 

⑤詳細 

  弊社では、書籍の編集・制作にあたり、その書籍に収録させていただく文章（言語の著作物）に対して、著作権

者・著作権継承者の方から収録の許諾をいただいております。しかし、最大限の調査をおこないましても、連絡先が

判明しない著作権者がいらっしゃいます。そのような方につきましては、情報提供を求めております。別紙〈著作物

一覧〉に掲載いたしました著作物について、著作権者、著作権継承者、または著作権者の連絡先に関する情報を

お持ちの方は、上記までご連絡ください。 

 

 

 



〈著作物一覧〉

大学名 年度 方式 大問No. 出題形式 冒頭文
東京大学 1989 前期 〔１〕A 読解－要約 Some years ago, on a journey to America, I passed the time

by asking my fellow passengers to answer some rather
strange questions.

東京大学 2008 前期 〔５〕 総合読解 Jackie leant idly against the window frame, staring out at the
beach in front of the house. In the distance down the beach
she could see the familiar figure in the blue dress slowly
coming towards the house.

東京大学 2008 前期 [１] 要約 One serious question about faces is whether we can find
東京大学 2001 前期 [１] 要約 The other day I happened to become aware for the first time

that my electric toothbrush was white with two upright blue
stripes of rubber to hold the handle.

東京大学 2018 前期 [３]A リスニング Welcome to another edition of Window of the World.
東京大学 2018 前期 [３]B リスニング Thank you , Dr. Gisemba. I'd like to turn to my second guest,
東京大学 2018 前期 [３]C リスニング For centuries, sailors have told stories about monster waves,

giant waves as tall as
東京大学 2017 前期 [３]A リスニング As human beings, we like to think that there is something

unique about our minds that makes us superior to the rest of
東京大学 2017 前期 [３]B リスニング How was the computer club today, Megan?
東京大学 2017 前期 [３]C リスニング I remember standing at the foot of the long stariway in our

new house.
東京大学 2016 前期 [３]A リスニング Welcome to Art in Focus, our weekly discussion of news and

controversies in art around the globe.
東京大学 2016 前期 [３]B リスニング I'm joined here in the studio by two experts on modern art, to

discuss this remarkable news.
東京大学 2016 前期 [３]C リスニング You come in from a summer hike covered with red mosquito

bites, only to have your friends say that they haven't been
bitten at all.

東京大学 2006 前期 [１] 要約 Democracy is unthinkable
東京大学 2008 前期 [４]B 文法・語法 There is no arguing that we are currently undergoing a

profound change in our approach to communication.
東京大学 2015 前期 [３]A リスニング A new telescope, which will be the world's largest, is to be

built 3,000 metres above sea level,
東京大学 2015 前期 [３]B リスニング Hi Shawn!

Hi Jode! What's new?
東京大学 2015 前期 [３]-C リスニング Human consciousness is in the midst of a revolution.
東京大学 1993 前期 [５] 総合読解 One day, not long　after I had started working for him,


