
【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

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

63759 高崎経済大学 2022 2022/02/25 前期日程 英語 2 Breakthrough Comprehension Charles Maekivi Fingerprints were first used in 英文

54803 大阪教育大学 2021 2021/02/25 前期日程 英語 1 How Does Gender Affect 
Communication?

Meghan M. Communication can be affected or 英文

63812 大阪教育大学 2022 2022/02/25 前期日程 英語 1 All About Britain Mark Farrell A billion people speak English, 英文

63006 大阪教育大学 2022 2022/03/12 後期日程 小論文 B ことばとイメージ――記号学へ
の旅立ち

川本　茂雄 この作品は、角川書店を創立された 和文

53993 県立広島大学 2021 2021/02/25 前期日程 物理 1-2 カラー図解でわかるクルマのし
くみ

市川　克彦 最近は小さな軽自動車も 和文

64179 九州大学 2022 2022/03/12 後期日程 講義に関する理
解度確認試験

5 The Criminal Law of Japan: 
The General Part

B. J. George（翻訳） (i) The subjective theory of adequacy 英文

34215 九州歯科大学 2019 2019/02/25 前期日程 総合問題 2 おもしろい生理学 ボリス・フェドロヴィチ・セル
ゲーエフ

牛は本当に草食動物か 和文

44769 大分大学 2020 2020/02/25 前期日程 国語 2-5 メロン はたちよしこ みかんにバナナにりんごに 和文

63884 宮崎大学 2022 2022/02/25 前期日程 英語 4 Christmas Morning, 1949 Sylvia Seymour Akin A light rain was falling 英文

45836 宮崎大学 2020 2020/02/25 前期日程 英語 1 （不明） （不明） 今日、保育園に 和文

45838 宮崎大学 2020 2020/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） AKARI'S BAKESHOP The only authentic 英文

45839 宮崎大学 2020 2020/03/12 後期日程 英語 1 （不明） （不明） Enjoy a holiday in exotic South East 
Asia!

英文

45840 宮崎大学 2020 2020/03/12 後期日程 英語 1-3 （不明） （不明） All tours are priced at 英文

45841 宮崎大学 2020 2020/03/12 後期日程 英語 2 （不明） （不明） Regarding trainee orientation week 英文

54118 福島県立医科大学 2021 2021/03/12 看護学部（後期日程） 総合問題 2 How to Talk to Anyone Jason Miller In a group conversation, three 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

64057 大阪産業大学 2022 2022/03/10 一般選抜　一般後期入試 英語 1-A Why not walk? Jane Nissen The 1960s were triumphant years 英文

56521 自治医科大学 2004 第1次試験（医学部） 英語 4 （不明） （不明） The communication skills of health 英文

56517 順天堂大学 2005 医学部 英語 2 （不明） （不明） Asthma seems to be increasing 英文

56516 北里大学 2006 薬学部 英語 1 （不明） （不明） Doctors and medical researchers are 英文

56511 日本大学 2006 医学部 英語 1 （不明） （不明） There will probably never be 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）


