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①広告主名 

株式会社世界思想社教学社 

 

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および和文 

 

④連絡先 

 社名 株式会社世界思想社教学社         担当者名 編集部ライツ管理担当 石井 

住所 〒606-0031 京都市左京区岩倉南桑原町56 

 TEL 075-721-6535               FAX 075-712-2550 

 E-mail chosaku@ss-kg.jp 

 

⑤詳細 

 

弊社では、大学入試シリーズ（通称：赤本）や，過去の大学入試問題を扱った入試問題集を刊行するにあたり、

入試問題に使用された著作物の著作権者に許諾を得て掲載を行っております。しかし、最大限の調査を行いまし

ても著作権者の方の連絡先が判明しない場合があり、そのような場合には情報提供を求めております。 

つきましては、別紙に掲載しました大学入試問題について、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、上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 

なお、別紙「著作物一覧」のうち、5・23・28・29の詳細情報の以下の通りです。 

 

5．亀村五郎『日記指導』（1971年、百合出版）および亀村五郎『子どもをはげます 赤ペン《評語》の

書き方』（1979年、百合出版）所収の絵日記2篇の作者を捜しています。それぞれ「なまえ」の欄に「す

ずきのぼる」（おかあさんのコメントあり）、「たけやま」（本人以外のコメントあり）と記名あり。 

 

23．『Tacit Assumptions: Potential Sources of Conflict at the Interface of Culture』(1989年、マクミラ

ン・ランゲージハウス、及川正博氏との共著)の著者、Michael L. Sherard氏の著作権継承者の方を捜

しております。 

 

28．アンドレ・ルロワ=グーラン『身ぶりと言葉』（2012年、筑摩書房）の翻訳者、荒木亨氏の著作権継

承者の方を捜しております。 

 

29．『Mini World Healthy Life』（2005年、マクミラン・ランゲージハウス）の著者、Leon Schwarzbaum

氏の連絡先に関する情報を捜しております。 
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【著作物一覧】

大学入試問題に出題された，以下の英文および和文の著作権者，著作権継承者に関する情報を求めています。

連番 大学名 年度 実施日 種類 科目 大問 著作者 書名等 書き出し（または概要） 和文

1 東京海洋大学 2016 2/25/2016 一般入試前期日程　全学部全学科 英語 3 不明 不明 When a person is suffering from cancer 英文

2 東京海洋大学 2017 2/25/2017 一般入試前期日程　全学部全学科 英語 3 不明 不明 A lot of American young people 英文

3 東京海洋大学 2017 3/12/2017 一般入試後期日程　全学部全学科 英語 3 不明 不明 Greece, Rome, Egypt - all civilizations 
flourish

英文

4 東京海洋大学 2018 3/12/2018 後期日程 英語 3 不明 不明 [ ] to a report by Japan's 英文

5 三重大学 2018 3/12/2018 後期日程 小論文 資料4 不明 子どもをはげます 赤ペン《評
語》の書き方』『日記指導』

（絵日記） 和文

6 大阪府立大学 2017 2/25/2017 現代システム科・生命環境科・地域保健
学域　前期日程

英語 2 不明 不明 運動は好きか 和文

7 大阪府立大学 2018 2/25/2018 前期日程　現代システム科・生命環境科
・地域保健学域

外国語 2 不明 不明 「学ぶ」とは、 和文

8 大阪府立大学 2015 3/8/2015 中期日程 英語 2 不明 不明 森繁久彌さんは 和文

9 大阪府立大学 2017 3/8/2017 工学域　中期日程 英語 2 不明 不明 スマートフォンや 和文

10 奈良県立医科大学 2014 2/25/2014 前期日程 英語 2 不明 不明 私はかねて 和文

11 奈良県立医科大学 2015 2/25/2015 前期日程 英語 2 不明 不明 私たちは、うっかりすれば、運動などをして心
臓に余計な負担を

和文

12 奈良県立医科大学 2015 3/12/2015 後期日程 英語 3 不明 不明 国民すべて「半健康人」との見方も 和文

13 和歌山県立医科大学 2013 2/25/2013 前期日程 英語 1 不明 不明 A recent scandal involving imported foods, 英文

14 和歌山県立医科大学 2013 2/25/2013 前期日程 英語 5 不明 不明 上下関係を大切にする日本社会に 和文

15 亜細亜大学 2017 2/3/2017 一般入学試験　学科別　経営（ホスピタ
リティ・マネジメント）・法・都市創造

英語 5 不明 不明 The first kind of air 英文

16 亜細亜大学 2017 2/3/2017 一般入学試験　学科別　経営（ホスピタ
リティ・マネジメント）・法・都市創造

英語 6 不明 不明 Whenever we watch TV, look 英文

17 亜細亜大学 2018 2/3/2018 一般入学試験　学科別　経営（ホスピタ
リティ・マネジメント）・法・都市創造

英語 6 不明 不明 When people first began to 英文

18 亜細亜大学 2018 2/4/2018 一般入学試験　学科別　経営（経営）・
国際関係（国際関係）

英語 5 不明 不明 A model walked down the 英文

19 東京理科大学 2016 2/4/2016 B方式　理工学部（情報科・工業化学・
機械工学・土木工学科）

英語 2 不明 不明 To all book loving teachers and 英文

20 東京理科大学 2016 2/9/2016 B方式　工学部（工業化学・情報工学・
機械工学科）

英語 1 不明 不明 Deforestation, the cutting down and 英文

21 東京理科大学 2016 2/9/2016 B方式　工学部（工業化学・情報工学・
機械工学科）

英語 2 不明 不明 Thirty years ago, on January 28th, 1986, the 
space

英文

22 東京理科大学 2016 2/7/2016 B方式　薬学部（薬学科） 英語 2 不明 不明 One of the measures to combat 
environmental problems

英文

23 常磐大学 2018 2/3/2018 大学　一般入試　Ⅰ期 英語 5
Michael L. 

Sherard

Tacit Assumptions: Potential 
Sources of Conflict at the 

Interface of Culture
I Don't Like to Lose 英文

24 愛知医科大学 2015 1/20/2015 一般入試1月20日 英語 2-13 不明 不明 Sometimes when you're finished 英文

25 愛知医科大学 2016 1/19/2016 一般入学（第1次試験） 英語 2-(5) 不明 不明 The altitude of the International 英文

26 愛知医科大学 2017 1/24/2017 一般入学（第1次試験） 英語 4-17 不明 不明 Muscles allow you to move 英文

27 愛知医科大学 2018 1/23/2018 一般入学（第1次試験） 英語 4-16 不明 不明 By the time of his death 英文

28 神戸松蔭女子学院大
学

2018 1/26/2018 一般入試A日程 国語 2 荒木亨（翻訳） 身ぶりと言葉 クロ=マニョン人は現実の 和文

29 神戸女子大学 2018 1/18/2018 一般入試　前期A 英語 1 Leon 
Schwarzbaum

Mini World Healthy Life In the 17th century there 英文

30 久留米大学 2012 2/1/2012 医学部〈医学科〉 英語 3 不明 不明 When to advance to a 英文

31 久留米大学 2013 2/1/2013 医学部〈医学科〉 英語 1 不明 不明 Like gambling, drugs, and alcohol, 英文

32 久留米大学 2013 2/1/2013 医学部〈医学科〉 英語 2 不明 不明 Paradoxes of consequences have long 英文

33 久留米大学 2014 2/1/2014 医学部〈医学科〉 英語 1 不明 不明 People have atempted to simulate 英文

34 久留米大学 2014 2/1/2014 医学部〈医学科〉 英語 2 不明 不明 The cloning of human is 英文

35 久留米大学 2014 2/1/2014 医学部〈医学科〉 英語 3 不明 不明 Have you ever been given 英文

36 久留米大学 2015 2/7/2015 医学部〈医学科〉 英語 3 不明 不明 Europe is a continent of 英文

37 久留米大学 2016 2/1/2016 一般入試　学部試験　医学部 英語 1 不明 不明 The working environment is changing 英文

38 久留米大学 2017 2/1/2017 一般入試　学部試験　医学部 英語 1 不明 不明 Most students around the world 英文

39 久留米大学 2018 2/1/2018 一般入試　学部試験　医学部医学科
（一次）

英語 2 不明 不明 Japanese youth look forward to 英文

40 久留米大学 2018 2/1/2018 一般入試　学部試験　医学部医学科
（一次）

英語 3 不明 不明 In the entrance examinations of 英文

41 久留米大学 2018 2/1/2018 一般入試　学部試験　医学部医学科
（一次）

英語 4 不明 不明 The Japan Railway (JR) group commemorated 英文

連絡先：

株式会社 世界思想社教学社

編集部　ライツ管理担当

〒606-0031

京都市左京区岩倉南桑原町56

電話番号：075-721-6535

E-mail:chosaku@ss-kg.jp

電話受付時間　9:00～17:30（月曜～金曜）


