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記

■大学入試問題に使用された英文・ 和文の著作物
連番 入試年度 大学名 学部名 問題番号または冒頭文 試験方式等 言語

1 1999 青山学院大学 法 英文
2 2005 大阪大学 前期 和文
3 2011 大阪府立大学 前期 和文

4 1996 学習院大学 法 英文

5 2003 金沢大学 前期 英文
6 2001 九州大学 前期 英文
7 1997 京都大学 前期 英文
8 1999 京都大学 前期 和文

9 1999 京都大学 後期 和文

10 2004 京都大学 後期 和文
11 2004 京都府立大学 前期 英文
12 2002 慶應義塾大学 法 英文
13 2003 慶應義塾大学 経済 英文
14 2003 慶應義塾大学 経済 英文
15 2002 駒澤大学 文・仏教・法 ２月１１日実施 英文

16 1996 城西国際大学 人文 英文

17 1996 成城大学 短期大学部 英文

18 2004 清泉女子大学 文 英文
19 2004 千葉大学 前期 英文

20 1996 都留文科大学 文 英文

21 2000 都留文科大学 文 中期 英文
22 1998 東京大学 前期 英文
23 1998 東京大学 前期 英文
24 2007 東京大学 前期 英文
25 2003 東京経済大学 経済 Ａ方式 英文
26 2004 東京経済大学 経済 英文
27 2004 東京経済大学 経済 英文
28 2011 東京農工大学 前期 英文
29 1996 徳島文理大学 工 ２期　２月２２日実施 英文

30 1996 長野大学 産業社会 英文

31 2004 広島大学 文・教育・法 前期 英文
32 2003 広島工業大学 英文
33 2004 明海大学 外国語・経済・不動産 英文
34 2008 明治学院大学 経済・社会 Ａ日程　２月７日実施 英文
35 1998 名城大学 理工 英文
36 2001 山口大学 前期 英文
37 1995 立命館大学 国際関係 英文
38 2003 早稲田大学 教育 英文
39 2005 早稲田大学 政治経済 英文
40 2007 早稲田大学 先進理工・基幹理工・創造理 英文
41 2007 早稲田大学 文化構想 英文
42 1992 大学入試センター試験 追試験 英文
43 1994 大学入試センター試験 本試験 英文
44 1994 大学入試センター試験 本試験 英文
45 1995 大学入試センター試験 追試験 英文

■著作権者が不明で連絡が取れない著作物
連番 出版年 著書名 ストーリー著者 ストーリー名 その他の情報 言語

46 2002

NorthStar Reading and
Writing, Introductory
Level　by John
Beaumont

Dan Stone
2004年城西大学入試
経済学部　大問1で出
題

英文

2
4-A
2

Educational institutions have often been
regarded as training grounds to

5-A
4

１
People used to believe that the common
disease known as malaria (    ) air.
Marks are not always a true sign of a
student's ability.
4
2

3-2
3
3
1
4

My Secret　

1
2
4
4
3
2-C
5
5
6
5

4-B
5
4
2
Seeing-eye dogs are man's best friend.

5-B
3
1
I've always wanted to go to Paris, and
finally last month I got my chance to go.

The science of ecology has been teaching
people a very important lesson in recent
years:
2
1-A
2-B-a
1-A

1
4
1
3-2

私の暮らす北国の町は例年になく冬の訪
れが早かった。確か初雪は11月の中旬
で、これは珍しくない。

◆著作物一覧◆
次の英文・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。

⑤詳細

　弊社では、株式会社ベネッセコーポレーション教材の編集・制作にあたり、その教材に収録させていただく文章（言語の著作物）に対して、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。しかし、最大限の調査をおこないましても、連絡先が判明しない著作権者がいらっしゃいます。そのような方につきましては、情報提供を求め
ております。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、上記までご連絡ください。

①広告主名
株式会社プランディット

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及び和文、著作権者が不明で連絡が取れない英文


