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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・写真・図形の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題等に使用された英文、和文、写真、図形 

 

④連絡先 

 社名 株式会社プランディット          担当者名 知財事業部 五十嵐 

住所 〒206-0033  東京都多摩市落合1-32-3 GA多摩ビル3階 

 E-mail legal-office@mail.benesse.co.jp 

⑤詳細 

 

弊社では、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社アップ社の教材の編集・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）・図版（写真・図形の著作物）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■大学入試問題に使用された言語と図版の著作物

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/図版

1 2016 大分大学 教育 1 前期 英文

2 2006 大阪府立大学 1 前期 2月25日実施 英文

3 2008 関西大学

経済・社会・政策創造・総合情報・法・

文・システム理工・化学生命工・環境都市

工・環境都市工・商

2
センター中期、全学部（２・

３教科型）2月7日実施
英文

4 2013 関西大学 文・法・商・人間健康・総合情報 1-A 3教科型 2月4日実施 英文

5 2015 関西大学

法・文・経・商・社会・政策創造・外国

語・人間健康・総合情報・社会安全・シス

テム理工・環境都市工・化学生命工

1
センター中期、全学部（２・

３教科型）2月7日実施
英文

6 2006 関西学院大学 経済 3 A日程 2月5日実施 英文

7 2016 九州大学
文・法・経済・教育・理・工・芸術工・

医・歯・薬・農
4 前期 和文

8 1995 京都大学 2 前期 2月26日実施 英文

9 1997 京都大学 1 前期 英文

10 2016 京都大学
文・法・経済・教育・総合人間・理・工・

医・薬・農
3 前期 和文

11 2008 京都産業大学
コンピュータ理工・外国語・経営・経済・

工・文化・法・理
2

前期（ＡＣ・Ａ方式）2月4日

実施
英文

12 2013 京都産業大学
経済・経営・法・外国語・文化・理・コン

ピュータ理工・総合生命科
2

一般 前期(2科目・センタープ

ラス）2月1日実施
英文

13 2001 京都女子大学 1 前期A方式 1月29日実施 英文

14 2002 近畿大学 商経・理工・農・九州工 1-B 前期  2月8日実施 英文

15 2003 熊本大学 文・教育・法・理・医・工 2 前期  2月25日実施 英文

16 2002 熊本県立大学 文 2 2月25日実施 英文

17 2002 甲南大学 法・経営 1 A日程 2月1日実施 英文

18 2005 甲南大学 経済・経営 1 A日程 2月1日実施 英文

19 2008 甲南大学 経済・法・知能情報・理工・経営・文 1-8 E日程 2月1日実施 英文

20 2016 神戸大学
文・法・経済・経営・国際文化・発達科

学・理・工・海事科学・医・農
3 前期

英文（図形含

む）

21 2016 神戸大学
文・法・経済・経営・国際文化・発達科

学・理・工・海事科学・医・農
4-1 前期 英文

22 2016 神戸大学
文・法・経済・経営・国際文化・発達科

学・理・工・海事科学・医・農
4-2 前期

英文（図形含

む）

23 2013 神戸学院大学
薬・法・栄養・総合リハビリテーション・

人文・経済・経営
2 A日程 1月30日実施 英文

24 2016 首都大学東京 都市教養・都市環境・システム 2 前期
英文（一部和文

を含む)

25 2009 成城大学 経済 1 A方式 2月12日実施 英文

26 2010 西南学院大学 商・神・人間科 1 A日程 2月8日実施 英文

27 2016 東京大学
文科一類・文科二類・文科三類・理科一

類・理科二類・理科三類
2-A 前期 写真

28 2008 東京工業大学 1 前期 英文

29 2009 同志社大学 スポーツ健康科・法 3 学部個別日程 2月8日実施 英文

30 2011 同志社大学 社会・理工 2 2月10日実施 英文

31 2005 東洋大学
経済・法・ライフデザイン・文・国際地

域・工・経営
1

A方式・C方式・D方式・簿記

利用 2月9日実施
英文

32 2002 日本大学 医 5 一次試験 2月8日実施 英文

33 2008 日本大学 歯 3 2月6日実施 英文

◆著作物一覧◆

次の言語・図版の著作権者、著作権継承者に関する情報を求めています。



◆著作物一覧◆

次の言語・図版の著作権者、著作権継承者に関する情報を求めています。

■大学入試問題に使用された言語と図版の著作物

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/図版

34 2009 日本大学 薬 3 A方式 2月5日実施 英文

35 2010 日本大学 経済 1 2月13日実施 A方式（第2期） 英文

36 2011 日本大学 経済 1 2月5日実施 A方式（第1期） 英文

37 2002 宮城教育大学 1 前期 2月25日実施 英文

38 2013 龍谷大学 2 B日程 2月13日実施 英文

39 2008 早稲田大学 文・文化構想 2 英文

40 2003 大学入試センター試験 6 本試験 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 著者名 著作物名 冒頭文10語 その他の情報 言語/図版

41 不明 不明 不明
A conversation between two

friends　A: I’ve been thinking I
英文

42 不明 不明 不明
A: Excuse me, do you have this

in a smaller
英文

43 1905 Howard J. Chidley Shine Inside
As I was walking along the

street the other day,

2016年 福岡教育大学 前期 教

育 大問2
英文

44 不明 不明 不明
Because of the Great Depression

I learned what a wonderful
英文

45 不明 不明 不明

Consider this story.  Perhaps

you have heard it before: A

man

英文

46 不明 不明 不明
East of China lie the beautiful

mountain islands of Japan.
英文

47 不明 不明 不明
Hanako is married and has a set

of twins four
英文

48 不明 D. O. N. McIntyre
Principal’s Message (on the Occasion

of S. M. A’s 50th Anniversary)

I am here tonight to wish your

club a happy
英文

49 不明 不明 不明

In reading you must look for

improvement rather than

amusement. Light

英文

50 不明 不明 不明
It is believed that the sandwich

is named after an
英文

51 不明 不明 不明
Joan is an American junior high

school student.  She is
英文

52 不明 不明 不明
Kenji is staying with his friend

Tom in London:　Tom
英文

53 不明 不明 不明
London was not simply the

biggest city in the world
英文

54 不明 不明 不明
Man has the ability to make use

of various symbols
英文

55 不明 不明 不明
Now, you high school students,

faced with a challenge once
英文

56 不明 不明 不明
One of the commonest uses of

animals by medical researchers
英文

57 不明 不明 不明
Ryuji: Hall Sensei, why do we

have to study Shakespeare
英文

58 不明 不明 不明
Some people are so changed by

their life's experience that
英文

59 不明 不明 不明

The spread of computerized

technology produced some

problems and raised

英文

60 不明 不明 不明

The unhealthiness of the

American diet is currently of

great

英文

61 不明 不明 不明
To be sure, we are proud of the

achievements of
英文

62 不明 不明 不明

Until his death in 1506,

Columbus continued to believe

the

英文

63 不明 不明 不明
Your body is made up of

millions of cells* the
英文


