
 

 

 

①広告主名 

駿台文庫株式会社 

 

②著作物等のジャンル 

言語の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題に使用された英文、和文 

 

④連絡先 

社名 駿台文庫株式会社 担当者名 編集部 編集課 平川 紗耶 

住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1 ｰ 7 ｰ 4 

TEL 03-5259-3302 FAX 03-5259-3007 

E-mail：s-hirakawa@sundaibunko.jp 

 

⑤詳細 

弊社では、書籍の出版にあたり，その書籍に収録させていただく著作物に対して，著作権者・著作権継承者の

方から許諾を得て掲載を行なっております。しかし，最大限の調査を行いましても著作権者の方の連絡先が判明

しない場合があります。 

つきましては，下記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，上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 



【著作物一覧】 

管理

番号 
入試 年度 科目 大問 書き出し 作品名 著作者 

1 京都大学 前期日程 入試 1995年 英語 Ⅰ 
Science rests ultimately on a set of 

assumptions, usually called axioms. 
不明 不明 

2 京都大学 前期日程 入試 1995年 英語 Ⅱ 
The eruption surprised Pompeii on a warm 

August day A.D. 79. 
不明 不明 

3 京都大学 前期日程 入試 1996年 英語 Ⅱ 

The domestic cat, that sits purring so 

tamely in front of the fire, has a secret wild 

life outside. 

不明 不明 

4 京都大学 前期日程 入試 1997年 英語 Ⅰ 
We were alone in this wet, misty world, and 

there was no obvious way out. 
不明 不明 

5 京都大学 前期日程 入試 1998年 英語 Ⅱ 

The word “patina” refers to the surface color 

and finish built up by age, wear and 

polishing. 

不明 不明 

6 京都大学 前期日程 入試 2001年 英語 Ⅰ 
There is no point in philosophy unless it 

helps dispel mental sufferings. 
不明 不明 

7 京都大学 前期日程 入試 2002年 英語 Ⅱ 
Until recently, studying music in school was 

regarded as a luxury. 
不明 不明 

8 京都大学 前期日程 入試 2006年 英語 Ⅱ 

Between 1665 and 1666, with the plague in 

its prime, Newton escaped from his study in 

Cambridge to the isolated safety of his 

home in Lincolnshire. 

不明 不明 

9 京都大学 前期日程 入試 2012年 英語 Ⅰ 

During his failed attempt to reach the 

North Pole on foot in the spring of 1895, 

Norwegian explorer Fridtjof Nansen 

encountered several sets of fox footprints on 

the ice north of the 85th parallel, several 

hundred kilometers from the nearest dry 

land. 

不明 不明 

10 京都大学 前期日程 入試 2018年 英語 Ⅱ 

Regardless of whether asteroids* and 

comets supplied Earth with the water 

currently held in its oceans, it is clear that 

they contain significant quantities of rather 

useful materials. 

不明 不明 

 

 


