
広 告 原 稿 

  

①広告主名 

株式会社エデュケーショナルネットワーク 

 

②著作物等のジャンル 

言語の著作物 

 

③著作物等の概要 

2011年から2016年にかけて高校入学試験として出題された言語（英文）の著作物で、著作権者と連絡のとれ

ないもの。 

④連絡先 

 社名 株式会社エデュケーショナルネットワーク開発本部制作部制作支援課   担当者名 太田友彦 

住所 埼玉県さいたま市南区南本町2-14-15南浦和EGビル 

 TEL 048-711-7270               FAX 048-711-7271 

 E-mail seisaku99@e-network.jp 

⑤詳細 

 

弊社は学習塾用教材を制作し、直営の営業所や販売代理店を通じて学習塾に販売している会社です。著作物を

教材に掲載するにあたり、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。 

このたび、高校入学試験で過去に出題された英語問題（言語の著作物を含む）を掲載した教材を制作すること

となりました。しかし、最大限の調査を行っても、連絡先の判明しない著作権者がいらっしゃいます。そのよう

な方について、情報提供を求めております。 

下記資料Ａに掲載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、上記まで情報をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料A

出題年 出題校名
大問
番号

試験日

1 2011年 ラ・サール高等学校 ５ 2011/1/30
George Crawford owns a large furniture store on the east side of
town.

不明 不明

2 2011年 洛南高等学校 ６ 2011/2/10 I'm terribly worried about Dad. 不明 不明

3 2011年 豊島岡女子学園高等学校 ４ 2011/2/11
Once upon a time, there was a bad king, King Strong and a good
king, King Patrick.

不明 不明

4 2011年 西大和学園高等学校 ２ 2011/2/6 During my first year in Japan, I was sick often. 不明 不明

5 2011年 西大和学園高等学校 ３ 2011/2/6 How did our way of communicating with language start? 不明 不明

6 2011年 西大和学園高等学校 ４ 2011/2/6 There should be a five-cent stamp for personal letters. 不明 不明

7 2011年 慶応義塾高等学校 Ⅳ 2011/2/13
You may have noticed that yawning - an action that makes you
open your mouth wide and take in air - is involuntary, which
means you don't think about doing it.

不明 不明

8 2011年 開成高等学校 ３ 2011/2/10
Zoos in the United States today are different from zoos in the
past.

不明 不明

9 2011年 愛光高等学校 Ⅱ 2011/1/23 "Mr. Watson, come here. I want you." 不明 不明

10 2012年 お茶の水女子大学附属高等学校 ３ 2012/2/13 The Internet has made our world a lot smaller. 不明 不明

11 2012年 お茶の水女子大学附属高等学校 ７ 2012/2/13 John live in a big house with his mother. 不明 不明

12 2012年 灘高等学校 ２ 2012/2/10
A patient goes to the doctor's office where, much to his surprise,
the doctor asks him, "Would you please help me with a problem
I'm having?"

不明 不明

著作者名冒頭文整理番号

当該著作物が利用された実態
（高校入学試験英語問題）

題号
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13 2012年 洛南高等学校 ５ 2012/2/10
One time during the 1330s, many people in China began getting
sick and dying from a new and mysterious disease.

不明 不明

14 2013年 お茶の水女子大学附属高等学校 ４ 2013/2/13
There was a white man who set up a trading post near a Native
American reservation and cheated all the Native Americans.

不明 不明

15 2013年 慶応義塾高等学校 Ⅳ 2013/2/13 He was born in a very poor part of London. 不明 不明

16 2013年 慶応義塾女子高等学校 ２ 2013/2/10 What is the largest living land animal? 不明 不明

17 2013年 筑波大学附属高等学校 ３ 2013/2/13 "Get up!" Keelut's voice makes me up. 不明 不明

18 2013年 東大寺学園高等学校 ３ 2013/2/5
Was it a coincidence that Anne appeared at the wishing well just
after Johnnie had made his wish, or was there something more
that caused her to appear?

不明 不明

19 2013年 洛南高等学校 ３ 2013/2/9
One of the biggest questions in the study of intelligence is: nature
or nurture?

不明 不明

20 2013年 洛南高等学校 ４ 2013/2/9
Once there was a father and son who were very close and
enjoyed adding precious art pieces to their collection.

不明 不明

21 2014年 愛光高等学校 Ⅱ 2014/1/18
The popularity of extreme sports is growing, and these sports are
quickly becoming a part of everyday life.

不明 不明

22 2014年 開成高等学校 ２ 2014/2/10 Let's fly the kite,' said Greg. 不明 不明

23 2014年 成城学園高等学校 Ⅱ 2014/2/12 Imagine that you are going to have pizza for lunch. 不明 不明

24 2014年 筑波大学附属高等学校 ２ 2014/2/13
Fred used to love the sound of horses running on the country
road, but not now.

不明 不明
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25 2014年 豊島岡女子学園高等学校 ２ 2014/2/11 Blue jeans is probably the most popular type of clothing. 不明 不明

26 2015年 久留米大学附設高等学校 ３ 2015/1/25 Natalie Garibian was in her bedroom packing her suitcases. 不明 不明

27 2015年 慶応義塾女子高等学校 ２ 2015/2/10
If you spend too much time outside in cold weather, hypotheｒmia
can occur.

不明 不明

28 2015年 お茶の水女子大学附属高等学校 ５ 2015/2/13
When you wake up after a long sleep at night, your body has gone
12 hours without food, so you need some fuel.

不明 不明

29 2015年 お茶の水女子大学附属高等学校 ６ 2015/2/13 Today we can see robots in our life. 不明 不明

30 2016年 豊島岡女子学園高等学校 ２ 2016/2/11
Some fairies give the gift of beauty, or even the ability to change
straw into gold!

不明 不明

31 2016年 慶応義塾女子高等学校 ２ 2016/2/10
When you imagine the future of technology, you might think of
robots that can perform tasks for you and make your life easier.

不明 不明

32 2016年 筑波大学附属高等学校 ２ 2016/2/13
When Little Anton Schneider was born in 1910, he put his sister,
Clara, right in the middle of  four brothers.

不明 不明
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