
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1998 愛知学院大学 文・商・経営・法

Nobody actually wants to cause

offence but, as business

becomes ever more

international, it is increasingly

easy to get it wrong.

英文

2 2003 愛媛大学 法文 2 前期 英文

3 2000 大阪大学 法・理・工・基礎工 1-B 後期 英文

4 2007 鹿児島大学 4 前期　2月25日実施 和文

5 2001 京都大学 3 後期 和文

6 2002 京都大学 2 前期 英文

7 2006 京都大学 3-2 前期 和文

8 2009 京都大学 3-2 前期 和文

9 2011 京都大学 3-1 前期 和文

10 2011 京都大学 3-2 前期 和文

11 2012 京都大学 3-2 前期 和文

12 2017 京都大学
文・法・経済・教育・総合人間・理・工・医・薬・

農
3 和文

13 2003 熊本大学 5 前期 英文

14 2002 慶應義塾大学 経済 3 英文

15 2004 慶應義塾大学 医 1 英文

16 1996 神戸大学 理 1 後期　3月12日実施 英文

17 2010 神戸大学 4 前期 和文

18 2017 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 英文

19 1999
四天王寺国際仏教大学(2008

年～四天王寺大学)

Tobacco came to Europe from

America in the sixteenth

century, and there

英文

20 1998 上智大学 文 5 英文

21 1999 中央大学 経済 7 英文

22 2005 中央大学 経済 9-42 和文

23 2008 東海大学 教養 1 A方式　2月8日実施 英文

24 2001 東京工業大学 2 前期 英文・和文

25 2005 東京工業大学 2 前期 英文・和文

26 2006 東京工業大学 1 前期 英文・和文

27 2008 東京工業大学 1 前期　2月25日実施 英文

28 2003
東京都立大学（2005年～首

都大学東京）
人文・法・経済 2 前期 英文

29 1999 同志社大学 文 3 英文

30 2009 同志社大学 法・スポーツ健康科 3 2月8日実施 英文

31 2012 同志社大学 法 3 和文

32 2008 名古屋大学 3 前期　2月25日実施 和文

33 2004 新潟大学 1 前期 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。

■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

◆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

34 1998 ノートルダム清心女子大学 7 英文

35 1996 浜松大学 国際経済

Australia is the continent where

Europeans began to settle about

200 years ago

英文

36 2009 福岡女子大学 文 4 前期 和文

37 2012 福島県立医科大学 医 4-4 前期　2月25日実施 和文

38 2013 福島県立医科大学 医 2-4 前期　2月25日実施 和文

39 2009 明治大学 国際日本 5 英文

40 2012 和歌山県立医科大学 医 4 前期　2月25日実施 和文

41 2001 早稲田大学 第一文 4 英文

42 1993 大学入試センター試験 4 追試験 英文

43 1994 大学入試センター試験 4 本試験 英文

44 1998 大学入試センター試験 6 本試験 英文

45 1999 大学入試センター試験 1-B 追試験 英文

46 2000 大学入試センター試験 6 本試験 英文

47 2002 大学入試センター試験 4 本試験 英文

48 2002 大学入試センター試験 4 追試験 英文

49 2003 大学入試センター試験 4 追試験 英文

50 2005 大学入試センター試験 5 追試験 英文

51 2008 大学入試センター試験 6 本試験 英文

連番 著書またはストーリー名 出版社またはドメイン名 冒頭文 言語

52
What exercise you will do to take care

your health

AtoZread.com

http://atozread.com/what-

excercise-you-will-do-take-care-

your-health.html (現在はアクセスで

きません）

Ellen and David are

committed to their exercise

at the health club.

英文

53 不明 不明

It is said that nowadays,

with the increased

popularity of

英文

54 不明 不明

Mariko is worried about her

young son, Ken, who has

been suffering from bad

dreams.

英文

55 不明 不明

Ryu is a Japanese exchange

student spending a year in

New England, in the United

States.

英文

不明

不明

不明

不明

■大学入試問題以外で著作権者と連絡が取れない著作物

著者名


