
 

 

 

①広告主名 

株式会社 エデュケーショナルネットワーク 

 

②著作物等の種類 

言語の著作物 

 

③著作物等の概要 

高校入試問題に出題された英文 

 

④連絡先 

 法人名  株式会社 エデュケーショナルネットワーク 

担当者名 制作部制作支援課 吉村恵理子 

住所   埼玉県さいたま市南区南本町2-14-15 南浦和EGビル4F 

 TEL   048-711-7270 

 E-mail  seisaku99@e-network.jp 

⑤詳細 

 

  弊社は学習塾用教材を制作し、直営の営業所や販売代理店を通じて学習塾に販売している会社 

です。著作物を教材に掲載するにあたり、著作権者・著作権継承者の方から利用許諾をいただい 

ております。 

このたび、高校入学試験で過去に出題された英語問題（言語の著作物を含む）を掲載した教材 

を制作することとなりました。しかし、最大限の調査を行っても、連絡先の判明しない著作権者 

がいらっしゃいます。そのような方について、情報提供を求めております。 

下記著作物一覧に掲載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、上記まで情報をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【著作物一覧】 

 

整 理 

番 号 
出題校名 出題年 試験日 科目 

大 問 

番 号 
題号 著作者名 

題号の作品 

が所収されて

いる書物 

冒頭文 

1 立教新座高等学校 2013 2月1日 英語 大問5 不明 不明 不明 Tom and Justin are talking. 

2 川越東高等学校 単願・併願Ⅰ 2013 1月22日 英語 大問3 不明 不明 不明 Mark:  Reiko, have you ever been abroad? 

3 青雲高等学校 2018 不明 英語 大問3A 不明 不明 不明 
In Washington, D.C., Marie's family visits 

the Vietnam Veteran's War 

4 四天王寺高等学校 2013 不明 英語 大問3 不明 不明 不明 

The Browns talk about their plan for 

Grandfather's 65th birthday on coming 

Saturday. 

5 同志社高等学校 2020 2月10日 英語 大問2 不明 不明 不明 
Takashi:  Mike, do you have any plans for 

the summer vacation? 

6 同志社高等学校 2017 不明 英語 大問3 不明 不明 不明 
Tom:  Did you have a good weekend, 

Alice? 

7 慶應義塾高等学校 2013 2月13日 英語 大問3 不明 不明 不明 
A:  Well, I've been thinking about what to 

do with this situation... 

8 日本大学第三高等学校 2013 2月11日 英語 大問7 不明 不明 不明 
Mariko is 24 years old, lives with her family 

and is a very special person. 

9 東大寺学園高等学校 2020 2月6日 英語 大問2 不明 不明 不明 
Kathy could clearly remember the night she 

had to leave her home in Hungary. 

10 市川高等学校 後期 2013 2月5日 英語 大問3 不明 不明 不明 

My father loved hunting, so when I was 

growing up we always had a hunting dog 

or two. 

11 清風高等学校 1.5次 2011 不明 英語 大問5 不明 不明 不明 
Art can be a great way to spend your free 

time. 

12 白陵高等学校 2011 不明 英語 大問2 不明 不明 不明 

Americans, in general, are well known for 

not being able to speak languages other 

than English. 

13 東大寺学園高等学校 2021 2月6日 英語 大問3 不明 不明 不明 “It's never too late to learn.” 

14 豊島岡女子学園高等学校 推薦 2012 2月11日 英語 大問4 不明 不明 不明 
Two Japanese women went on a trip to 

New York. 

15 慶應義塾高等学校 2012 2月15日 英語 大問4 不明 不明 不明 

Imagine living on a planet that could reach 

a temperature of 466 ℃ and drop to -

183 ℃. 

16 明治大学付属明治高等学校 2015 2月12日 英語 大問9 不明 不明 不明 
Now the debate about global warming 

cannot be avoided. 

17 同志社高等学校 2016 不明 英語 大問4 不明 不明 不明 

An English dictionary is one of the most 

important things you will use when you 

learn English. 

18 日出学園高等学校 2011 不明 英語 大問6 不明 不明 不明 From: Roger Townshend 

19 日出学園高等学校 2013 不明 英語 大問6 不明 不明 不明 Bob:  Let's go to the beach on August 



整 理 

番 号 
出題校名 出題年 試験日 科目 

大 問 

番 号 
題号 著作者名 

題号の作品 

が所収されて

いる書物 

冒頭文 

20 明治大学付属明治高等学校 2012 2月12日 英語 大問5 不明 不明 不明 
In Edo times, people walked in a very 

different way from people of today. 

21 芝浦工業大学柏高等学校 後期 2011 2月5日 英語 大問5 不明 不明 不明 
The number of students of Winston High 

School is getting larger. 

22 芝浦工業大学柏高等学校 後期 2012 2月6日 英語 大問6 不明 不明 不明 
The economy in the world is getting worse 

today. 

23 東京学芸大学附属高等学校 2015 2月13日 英語 大問4 不明 不明 不明 
Three high school students are talking 

about what happiness is. 

24 市川高等学校 後期 2012 2月5日 英語 大問1 不明 不明 不明 

Scientists have long believed that as people 

get older their brains become less and less 

able to perform certain tasks, remember 

information, and learn new ideas. 

25 同志社高等学校 2017 不明 英語 大問4 不明 不明 不明 

There is no question about the large 

amount of waste in the Earth's oceans that 

we humans produce every year. 

26 お茶の水女子大学附属高等学校 2011 2月13日 英語 大問3 不明 不明 不明 What is poverty? 

27 開成高等学校 2015 2月10日 英語 大問1 不明 不明 不明 Grandfather (GF):  Hey, Tom. 

28 豊島岡女子学園高等学校 一般 2015 2月11日 英語 大問5 不明 不明 不明 I had to make a difficult decision. 

29 市川高等学校 前期 2013 1月13日 英語 大問2 不明 不明 不明 
If you live in a city, plants may not seem to 

play a big part in your life. 

30 洛南高等学校 2013 2月9日 英語 大問3 不明 不明 不明 
One of the biggest questions in the study of 

intelligence is: nature or 

31 灘高等学校 2018 

 

2 月 10 日・

11日 

英語 大問1 不明 不明 不明 

The Swiss scientist Jean Piaget was the first 

to provide a detailed description of how a 

child's mind develops. 

32 灘高等学校 2019 

 

2月9日・ 

10日 

英語 大問1 不明 不明 不明 

To live in Japan means to develop a 

tolerance for ambiguity, aimai in Japanese. 

33 筑波大学附属高等学校 2016 2月13日 英語 大問2 不明 不明 不明 

When Little Anton Schneider was born in 

1910, he put his sister, Clara, right in the 

middle of four brothers. 

34 豊島岡女子学園高等学校 一般 2011 2月11日 英語 大問4 不明 不明 不明 
Once upon a time, there was a bad king, 

King Strong and a good king, King Patrick. 

35 市川高等学校 前期 2012 不明 英語 大問2 不明 不明 不明 

The migration of birds usually means the 

regular flights between their summer and 

winter homes. 

36 開成高等学校 2015 2月10日 英語 大問5 不明 不明 不明 
This graph shows how the students spend 

their free time after school. 

 


