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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

27118 釧路公立大学 2018 2018/03/08 中期日程（全学部全学科） 英語 2 （不明） （不明） The discovery of Lascaux, France's 英文

35892 釧路公立大学 2019 2019/03/08 中期日程 英語 3 （不明） （不明） Honey was used to sweeten drinks 英文

27535 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(61)(62) （不明） （不明） Cornish pasties are traditional meat 英文

27536 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(63)(64) （不明） （不明） Video games are becoming more 英文

27539 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(69)(70)(71) （不明） （不明） Puzzles are a way of 英文

27540 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(72)(73)(74) （不明） （不明） One morning in 1997, a 英文

27541 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(75)(76)(77) （不明） （不明） These days, people are becoming 英文

27542 会津大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4(78)(79)(80) （不明） （不明） First-time drivers have to concentrate 英文

34154 会津大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4(63)(64) （不明） （不明） People who are able to walk 英文

34156 会津大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4(67)(68) （不明） （不明） In a similar way that 英文

34158 会津大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4(72)(73)(74) （不明） （不明） Honesty is an important quality 英文

34160 会津大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4(78)(79)(80) （不明） （不明） In order to understand complex 英文

25799 東京海洋大学 2018 2018/03/12 一般入試 後期日程 英語 3 （不明） （不明） [ ] to a report by Japan's 英文

45916 東京学芸大学 2020 2020/02/25 前期日程 日本史 4-資料A～C
性のタブーに挑んだ男た
ち――山本宣治・キンゼイ

・高橋鉄から学ぶ

山本　直英 山宣は(a)年に京都で生まれました。 和文

44535 富山大学 2020 2020/03/12 後期日程 小論文
村木与四郎の映画美術――
「聞き書き」黒澤映画のデ
ザイン

村木与四郎
―それでは『七人の侍』にはいりま
す。

和文

43972 信州大学 2020 2020/02/25 前期日程 倫理 10-1 コミュニケイション的行為
の理論（中)

（翻訳）岩倉正博、藤沢
賢一郎

了解とは，言語能力と行為能力を 和文

43975 信州大学 2020 2020/02/25 前期日程 政経 12-A 世界の大思想 18――マル
クス　資本論　1 （翻訳）長谷部文雄 かくして資本制的生産過程は 和文

25583 三重大学 2018 2018/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料4 『日記指導』（亀村五郎 
著）所収の絵日記

すずきのぼる きのうぼくをぶうらん 絵・和文

36359 三重大学 2018 2018/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料4
『子どもをはげます 赤ぺ
ん《評語》の書き方』（亀
村五郎 著）所収の絵日記

たけやま きょうぼくは、ふじきゅうハイランド 絵・和文

33931 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料1-A 山いもほり（小学校三年
生）

（不明） ぼくたちは、あら谷の山へ、 和文

36329 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料1-B 山いも（小学校四年生） （不明） この間の日曜日、ぼくは 和文

33936 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料2
『多文化共生の日本語教
育』（迫田久美子 著）所
収の作文

（不明） 八時ごろ、ぼくがわり算の 和文

45742 滋賀大学 2020 2020/03/12 後期日程 英語 1 A Defense of Civil 
Disobedience Connie Hogarth When Henry David Thoreau, jailed 英文

36090 福山市立大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 総合問
題

2 Popular Stairs （不明） Despite its simplicity, it is 英文

33762 香川大学 2019 2019/03/12 後期日程 小論文 2-A
ジャパニーズ・アメリカ

ン――日系米人・苦難の歴

史

（翻訳）今井 輝子 合衆国に入国した日本人の数が 和文

44769 大分大学 2020 2020/02/25 前期日程 国語 2-5 メロン （不明） みかんにバナナにりんごに 和文

35587 亜細亜大学 2019 2019/02/03
一般入学試験 学科別（経営

（ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）・法・都市

創造）

英語 5 （不明） （不明） Dogs are a very popular pet 英文

45268 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 5 （不明） （不明） Barack Obama achieved something many 英文

45269 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 6-A （不明） （不明） In the West, it is 英文

45270 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 6-B （不明） （不明） Roughly 99 percent of UV 英文

45271 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 6-C （不明） （不明） So what are some things 英文

45272 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 6-D （不明） （不明） You may find yourself asking, 英文

45273 亜細亜大学 2020 2020/02/04
一般入学試験 学科別（経営（経

営）・国際関係（国際関係））
英語 6-E （不明） （不明） Something else to watch for 英文

45274 亜細亜大学 2020 2020/02/05
一般入学試験 学科別（経済（経

済）・国際関係（多文化

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ））

英語 5 4 theories of criminal 
punishment Huong Giang Pham Almost everyone accepts the fact 英文

45421 神奈川大学 2020 2020/02/04 一般入学試験前期（全国一斉試験
・Ａ方式）

英語 1 Pele: the legend Usame Cicek Born on October 23. 1940, 英文

35552 国士舘大学 2019 2019/02/02 一般前期入試（A日程（体育）、B
日程（体育以外））

英語 1 Up above & down below Irma E. Webber Ever so many kinds of 英文

39264 上智大学 2019 2018/11/24 公募推薦入試 小論文 1-c イワン・デニーソヴィチの

一日
（翻訳）染谷茂 「二十グラムばかり足りないな」 和文

39265 上智大学 2019 2018/11/24 公募推薦入試 小論文 1-d 裏切られた革命 （翻訳）藤井一行 レーニン時代の政治局の中で 和文

39235 上智大学 2020 2019/11/30 推薦入試（公募制） 小論文 1-E ボリス・ゴドゥノフ （翻訳）佐々木彰 モスクワ市民諸君。 和文

9988 東邦大学 2015 2015/02/03 薬学部（一般入試） 英語 3 （不明） （不明） Winter had always been Sean's 英文

9989 東邦大学 2015 2015/02/03 薬学部（一般入試） 英語 4 （不明） （不明） When a chipanzee died a few 英文

5248 東邦大学 2016 2016/02/03 薬学部（一般入試） 英語 4 （不明） （不明） Heinrich Schliemann was only seven 英文

18131 東邦大学 2017 2017/02/03 薬学部（一般入試） 英語 4 （不明） （不明） We all want to be 英文

26582 東邦大学 2018 2018/02/03 薬学部（一般入試） 英語 3 （不明） （不明） Paris is the world's most 英文

46023 東邦大学 2020 2020/01/23 健康科学部（一般入試A　1次試
験）

英語 2 （不明） （不明） Mr. Cho was worried. 英文
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【著作物一覧】
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46019 東邦大学 2020 2020/02/01 理学部（一般入試　A日程） 英語 2 （不明） （不明） Most of us are impressed 英文

46020 東邦大学 2020 2020/02/04 看護学部（一般入試　1次試験） 英語 1 （不明） （不明） In this modern world, many 英文

5577 愛知医科大学 2016 2016/01/19 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 2-(5) （不明） （不明） The altitude of the International 英文

19342 愛知医科大学 2017 2017/01/24 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-17 （不明） （不明） Muscles allow you to move 英文

22602 愛知医科大学 2018 2018/01/23 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-16 （不明） （不明） By the time of his death 英文

34531 愛知医科大学 2019 2019/01/22 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-17 Body Image Laura Annabelle it Recognize that your body is 英文

34546 愛知医科大学 2019 2019/01/22 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-20
Ancient World and the First 
Civilizations & Prehistoric 
peoples

（不明）
Merchants and traders also came into 
being 英文

45121 愛知医科大学 2020 2020/01/21 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-16 （不明） （不明） varying The moon doesn't shine by its 英文

45131 愛知医科大学 2020 2020/01/21 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-18 （不明） （不明） room Rain forests cover only two 英文

45137 愛知医科大学 2020 2020/01/21 医学部（一般入学〈第１次試
験〉）

英語 4-20 （不明） （不明） : that of William Shakespeare 英文

43848 福井工業大学 2020 2020/01/30 一般入試（前期②日程） 国語 1 恐るべき子どもたち 中川　志郎 私が上野動物園で飼育係を 和文

35149 西南学院大学 2019 2019/02/07 一般入試Ａ日程（商・国際文化） 英語 1 In Fashion, what are Pumps? （不明） Pumps are a very common 英文

45100 西南学院大学 2020 2020/02/06 一般入試・英語4技能利用型一般入

試Ａ日程（商・人間科）
英語 1 How Are Books Made? （不明） Books have existed for thousands 英文

35134 西南学院大学 2019 2019/02/08 一般入試Ａ日程・英語4技能利用型

一般入試（文・法）
英語 2 Toni Morrison Biography （不明） Toni Morrison is the first 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）


