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【著作物一覧】

　大学入試問題に出題された，以下の英文および和文の著作権者，著作権継承者に関する情報を求めています。

管理番号 大学名 年度 実施日 種類 科目 大問 タイトル 著作者等 書き出し（または概要）
著作物の
ジャンル

7172 一橋大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） We often think that time is a universal 
concept

英文

7173 一橋大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Alex was thirty-one years old when he 
died.

英文

1433 一橋大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） Today, we use soap every day when we 
take

英文

1434 一橋大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Oxford University, in England, is old. 
Really, really old.

英文

15049 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A transgender person is someone 英文

15052 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） What is a Zombie? A 英文

22499 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A cheese sandwich is simply one 英文

22501 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Hardly anyone thinks of chickens as 英文

31180 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） I'm sure you know what 英文

31184 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Scholars have been debating the 英文

31303 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 世界史 1 彩色年代記 （不明） 主の生誕より400年あまり 和文

40801 一橋大学 2020 2020/02/25 前期日程 英語 4-A （不明） （不明） Can I help you? You 英文

40611 名古屋大学 2020 2020/02/25 前期日程 世界史 4-史料 フィリピン諸島誌 （翻訳）神吉敬三 フィリピナス諸島の〔エスパニャ人〕居住
者の

和文

7957 神戸大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 4 （不明） （不明） There are several disadvantages with 英文

1387 神戸大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） The living room is full of people and the 
din of many

英文

40868 神戸大学 2020 2020/02/25 前期日程 英語 2 Chorus of Mushrooms Hiromi Goto I thumped up the porch, 英文

39614 防衛医科大学校 2020 2019/10/26 医学科　第1次試験（（10/26・10/27）） 国語 1 文学者の経済生活――原稿
料と印税を中心に

中島　和夫 「牛込にいた時、改造の円本が出、 和文

31347 北星学園大学 2019 2019/02/07
一般入学試験（文（心理・応用
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）、経済（経営情報）、社
会福祉（福祉計画）、短大(英文））

英語 5 問4(72)-(75) （不明） （不明） Agatha Christie was born in 英文

40075 学習院大学 2020 2020/02/06 一般入試（経済学部-コア試験） 世界史 5 産業革命 （翻訳）中川敬一郎 諸発明を年代順に並べてみると、 和文

32116 学習院大学 2019 2019/02/09 一般入試（文学部-コア試験　） 英語 3 History of Documentary 
Films

（不明） Documentaries have been around since 英文
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31131 中央大学 2019 2019/02/13 商（経営，金融）（一般入試・センター
併用）

国語 2 経験と言語 黒田　亘 「他人のこころ」という表題のもとで 和文

39946 中央大学 2020 2020/02/11 商（会計，商業・貿易）（一般入試・セ
ンター併用）

国語 2 眼の論理 乾　由明 芸術を、自然物であれ既製品であれ 和文

30583 東京家政大学 2019 2019/02/04 一般入試１期（大学・短大） 国語 2-9 （俳句） 津田　清子 （「農継がぬ」で始まる俳句） 和文

40796 東京理科大学 2020 2020/02/09 B方式（工学部） 英語 1 Food Technology Ian Graham Years ago, fruits and vegetables 英文

4843 東京理科大学 2016 2016/02/07 B方式（薬学部（薬学科）） 英語 2 （不明） （不明） One of the measures to combat 
environmental problems

英文

42431 東京理科大学 2020 2020/03/04 Ｂ方式（理学部第二部） 英語 3 Culture Contrast （不明） Joel: So, Michele, how long 英文

40914 明治大学 2020 2020/02/08 一般選抜入試（情報コミュニケーショ
ン学部）

英語 2 An Even More Inconvenient 
Truth

Lisa Song The state of Acre, on 英文

39648 明治大学 2020 2020/02/08 一般選抜入試（情報コミュニケーショ
ン学部）

国語 2-問7　1 （俳句） 野村 喜舟 （「永き日や」で始まる俳句） 和文

30663 立教大学 2019 2019/02/11 個別学部日程（文） 英語 1 The Museum of Hoaxes （不明） Los Angeles resident Paul Jordan 英文

40051 立教大学 2020 2020/02/11 個別学部日程（文） 英語 4(B) （不明） （不明） Ethan : I heard that you might have 英文

40409 早稲田大学 2020 2020/02/20 政治経済学部 英語 3

Marie Colvin: 'Our mission is 
to report these horrors of 
war with accuracy and 
without prejudice'

Marie Colvin I am honored and humbled to be 英文

40119 早稲田大学 2020 2020/02/18 人間科学部（文系方式・理系方式） 日本史 5-史料D 少年の工場生活問題 福田　龍雄 社会の富の分配は 和文

29909 関西大学 2019 2019/02/01

学部個別日程　「R・G」（文、政策創造
<3教科型・2教科型（英語外部試験利
用方式）>　　総合情報<2教科選択型
>）

英語 1-B （不明） （不明） The World is better today, 英文

29910 関西大学 2019 2019/02/04

学部個別日程　「C・O」（法、商<3教
科型>　　総合情報 <3教科型・2教科
型（英数方式）>　文<3教科型・2教科
型（英語学部試験利用方式）>）

英語 1-B （不明） （不明） Sometime early in this century, 英文

39200 関西大学 2020 2020/02/01
学部個別日程（文、政策創造<3教科
型・2教科型（英語外部試験利用方
式）>　　総合情報<2教科選択型>）

英語 1A （不明） （不明） Julie is walking past Kaori's house 英文

39519 関西大学 2020 2020/02/01
学部個別日程（文、政策創造<3教科
型・2教科型（英語外部試験利用方
式）>　　総合情報<2教科選択型>）

英語 1B （不明） （不明） I know that stealing is wrong. 英文
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39312 関西大学 2020 2020/02/04

学部個別日程（法、文<3教科型・2教
科型（英語学部試験利用方式）>　商
<3教科型>　　総合情報 <3教科型・2
教科型（英数方式）>）

英語 1A （不明） （不明） Aya is a Japanese student 英文

39313 関西大学 2020 2020/02/04

学部個別日程（法、文<3教科型・2教
科型（英語学部試験利用方式）>　商
<3教科型>　　総合情報 <3教科型・2
教科型（英数方式）>）

英語 1B （不明） （不明） A. One of the biggest 英文

29934 関西大学 2019 2019/02/03
学部個別日程　「W」（外国語、人間健
康<3教科型>　経済<3教科型・2教科
型（英語外部試験利用型）>）

英語 1-B （不明） （不明） The endings of romantic movies 英文

30026 関西大学 2019 2019/02/06 学部個別日程（社会、外国語、人間
健康、社会安全　<3教科型>）

英語 1-B （不明） （不明） An Australian nurse who spent 英文

39256 関西大学 2020 2020/02/03
学部個別日程（外国語、人間健康<3
教科型>　経済<3教科型・2教科型（英
語外部試験利用型）>）

英語 1A （不明） （不明） A teacher, John, is talking to 英文

39283 関西大学 2020 2020/02/03
学部個別日程（外国語、人間健康<3
教科型>　経済<3教科型・2教科型（英
語外部試験利用型）>）

英語 1B （不明） （不明） A. Do you remenber, from your 英文

39284 関西大学 2020 2020/02/03
学部個別日程（外国語、人間健康<3
教科型>　経済<3教科型・2教科型（英
語外部試験利用型）>）

英語 2 （不明） （不明） The new office boy who 英文

39595 関西大学 2020 2020/02/06 学部個別日程（社会、外国語、人間
健康、社会安全　<3教科型>）

英語 1 A （不明） （不明） Yuji sees his friend Jake, an 英文

29915 関西大学 2019 2019/02/02

学部個別日程　「S」（システム理工、
環境都市工、化学生命工<3教科型
（理科1科目選択方式）（理科設問選
択方式2科目型）>）

英語 1-B （不明） （不明） A. Foreign residents of Japan 英文

29916 関西大学 2019 2019/02/05
学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科
設問選択方式）>　）

英語 1-B （不明） （不明） A. For much of modern history, 英文

39203 関西大学 2020 2020/02/02

学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科1
科目選択方式）（理科設問選択方式2
科目型）>）

英語 1A （不明） （不明） Alex, an exchange student from Ireland, 英文

39521 関西大学 2020 2020/02/02

学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科1
科目選択方式）（理科設問選択方式2
科目型）>）

英語 1B （不明） （不明） For thousands of years, 英文

39205 関西大学 2020 2020/02/02

学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科1
科目選択方式）（理科設問選択方式2
科目型）>）

英語 3 （不明） （不明） Everyone has heard of "global warming" 英文

39386 関西大学 2020 2020/02/05
学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科
設問選択方式）>　）

英語 1A （不明） （不明） Ryota, a Japanese exchange student 英文
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39522 関西大学 2020 2020/02/05
学部個別日程（システム理工、環境
都市工、化学生命工<3教科型（理科
設問選択方式）>　）

英語 1B （不明） （不明） It can get lonely in a big city. 英文

29995 関西大学 2019 2019/02/07 全学部日程・センター利用入試－中
期

英語 1-B （不明） （不明） A. In 2018 the baby-boomer 英文

39591 関西大学 2020 2020/02/07 全学部日程・センター利用入試－中
期

英語 1A （不明） （不明） Kenta, a Japanese exchange student 英文

39901 関西大学 2020 2020/02/07 全学部日程・センター利用入試－中
期

英語 1B （不明） （不明） One of the world's favorite 英文

29955 関西学院大学 2019 2019/02/07 学部個別日程（社会・法） 英語 2

Listening to America: an 
illustrated history of words 
and phrases from our lively 
and splendid past

Stuart Berg Flexner Coffee and tea are relatively 英文

39590 関西学院大学 2020 2020/02/07 学部個別日程（社会・法） 英語 6 （不明） （不明） Maria and Sally are international 英文

39302 関西学院大学 2020 2020/02/04
学部個別日程（経済（文系型）・人間
福祉・国際　　　　※総合政策（文系
型）は省略扱い）

英語 6 （不明） （不明） Alex sees his friend Sam 英文

39433 関西学院大学 2020 2020/02/06
学部個別日程（神・商・教育（文系型）
・総合政策（文系型）　　※国際は省
略扱い）

英語 6 （不明） （不明） Kathy runs into her classmate, 英文

21226 関西学院大学 2018 2018/02/03 学部個別日程（文） 英語 1 （不明） （不明） Many people neglect to get enough sleep 英文

39632 関西学院大学 2020 2020/02/03
学部個別日程（文・経済（理系型）・教
育（理系型）・総合政策（理系型）・理
工）

英語 6 （不明） （不明） Richard and Maki are students 英文

21121 関西学院大学 2018 2018/02/03 学部個別日程（文） 英語 1 （不明） （不明） Many people neglect to get enough sleep 英文

39298 関西学院大学 2020 2020/02/03
学部個別日程（文・経済（理系型）・教
育（理系型）・総合政策（理系型）・理
工）

英語 6 （不明） （不明） Richard and Maki are students 英文

29844 関西学院大学 2019 2019/02/02 全学日程 英語 3 （不明） （不明） There are many reasons for reading 英文

39188 関西学院大学 2020 2020/02/01 全学日程 英語 1 （不明） （不明） The old saying "when in Rome 英文

39185 関西学院大学 2020 2020/02/01 全学日程 英語 ２ （不明） （不明） Many early scholars no doubt 英文

39187 関西学院大学 2020 2020/02/01 全学日程 英語 6 （不明） （不明） May and Keita are international students 英文

39199 関西学院大学 2020 2020/02/02 全学日程 英語 6 （不明） （不明） Tracy and Kazuki are studying at 英文

13159 関西学院大学 2017 2017/02/05 関学独自方式日程 英語 3 （不明） （不明） A good memory is essential not 英文
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39459 関西学院大学 2020 2020/02/05 関学独自方式日程 英語 6 （不明） （不明） Professor Smith, who teaches at a 英文

22423 近畿大学 2018 2018/01/27 一般入試（前期Ａ日程） 英語 2 （不明） （不明） Since the end of the 英文

29926 近畿大学 2019 2018/11/18 推薦入試　医学部 英語 5 Futurism Abby Norman A new kind of doctor 英文

30056 龍谷大学 2019 2019/01/30 一般入学試験A日程 英語 2 （不明） （不明） Expressions on the face are the 英文

40707 ノートルダム清心女
子大学

2020 2020/02/04 一般入学試験（前期日程） 英語 4 Kinfolk Pearl S.Buck The Theater in Chinatown was 英文

41209 ノートルダム清心女
子大学

2020 2020/02/29 一般入学試験／センター併用（後期
日程）

英語 5 Good Stories for the 
Japanese Classroom

Adrian Waller, Irene Waller In parks, streets and fields 英文

　弊社では、大学入試シリーズ（通称：赤本）や、過去の大学入試問題を扱った入試問題集を刊行するにあたり、入試問題に使用された著作物の著作権者に許諾を得て掲載を行っております。
　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、そのような場合には情報提供を求めております。
　上記の著作物について、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情報をお寄せくださいますようお願いいたします。

【連絡先】

　株式会社 世界思想社教学社
　編集部　ライツ管理担当
　〒606-0031
　京都市左京区岩倉南桑原町56
　電話番号：075-721-6535
　E-mail:chosaku@ss-kg.jp
　電話受付時間　9:00～17:30（月曜～金曜）


