
広 告 原 稿 

  

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、著作権者と連絡が取れない英文 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■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 2005 愛知大学 文 1 前期 英文

2 2005 大分大学 経済 2 前期・2月25日実施 和文

3 2005 大阪大学 4-A 前期 和文

4 2007 大阪府立大学 経済・人間社会 3 前期 英文

5 1999 学習院大学 法 1 英文

6 1997 関西大学 法 2 A方式 英文

7 2009 関西学院大学 文・法・商・人間福祉 3 英文

8 2004 九州大学 医 3 後期 和文

9 2008 京都大学 文 3-1 前期 和文

10 1994 京都外国語大学 外国語 3 前期 英文

11 2001 京都外国語大学 全 1 英文

12 2008 京都外国語短期大学
What is the best age to learn a

second language?
前期・公募制推薦 英文

13 1997 京都学園大学 経済・経営・法 2 英文

14 1998 慶應義塾大学 商 2 英文

15 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 1月30日実施 英文

16 2005 滋賀県立大学 環境科・人間文化 3 前期 和文

17 1996 城西国際大学 人文

Fortunately, doctors have

developed drugs to fight

malaria. The majority

英文

18 2008 昭和薬科大学 薬 1 B方式 英文

19 1999 白梅学園短期大学
One hundred years ago Africa

was a paradise for wildlife.
英文

20 2008 西南学院大学
Although bear attacks are rare,

they do happen. Thus, it
F日程・2月8日実施 英文

21 1996 仙台白百合短期大学 4-A 英文

22 2009 中央大学 商 2 英文

23 2003 筑波大学
第１学群・ 第２学群・第３学群・図書館情報

専門学群・医学専門学群
3 前期 和文

24 2005 筑波大学 3-B 前期 英文・和文

25 1998 同志社大学 神・法 1 英文

26 1996 徳島文理大学 工
The roads in European countries

are good for riding on
 2期・2月22日実施 英文

27 2005 名古屋大学 文・教育・法・経済・情報文化・理・工・農 3-2 前期 英文・和文

28 1998 日本大学 経済 3 英文

29 1995 立命館大学 国際関係 2 英文

30 2004 早稲田大学 商 3 英文

◆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。



◆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。

■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

31 1992 大学入試センター試験 5 本試験 英文

32 1994 大学入試センター試験 5 追試験 英文

33 1994 大学入試センター試験 6 追試験 英文

34 2004 大学入試センター試験 3-C 追試験･筆記 英文

35 2005 大学入試センター試験 3B-1 本試験・筆記 英文

■大学入試問題以外で著作権者と連絡が取れない著作物

連番 出版年 著書名 ストーリー著者またはストーリー名 出版社またはURL 冒頭文 言語

36 不明 Reading for Meaning   The History of Ice Cream 不明
The history of ice cream

began in ancient times. At
英文

37 不明 不明 不明 不明

If you are to become

friends with people from

other countries,

英文


