
広 告 原 稿 

 

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・美術の著作物 

 

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および絵日記 

 

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、12・13・14・21・22・23・41の詳細情報の以下の通りです。 

 

12・13．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。 

 

14．『Organic and Biochemistry』(1999年、W.H. Freeman & Company)の著者、Ira Blei氏、George Odian

氏の連絡先に関する情報を捜しております 

 

21．『Inside the Animal World: An Encyclopedia of Animal Behavior』(1977年、New York Times Book 

Company)の著者、Maurice Burton氏（1992年没、動物学者）の著作権継承者の方を捜しております。 

 

22．『Family Dog: Its Choice and Training』(1970 年、POPULAR DOGS)の著者、John Holmes 氏（2000

年没）の著作権継承者の方を捜しております。 

 

23．『What Is The Carbon Cycle?』(出版年・出版社・著者不明)の著作権者に関する情報を捜しておりま

す。 

 

41．『The Magic of Words』(1970年、World Book)の著作権者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 著作者等 書名等 書き出し（または概要）
著作物

の
ジャンル

1 釧路公立大学 2014 3/8/2014 中期日程 英語 4 不明 不明 モンマルトルを訪れた。最後に来たのは 和文

2 釧路公立大学 2018 3/8/2018 中期日程 英語 2 不明 不明 The discovery of Lascaux, France's 英文

3 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(61)(62) 不明 不明 Cornish pasties are traditional meat 英文

4 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(63)(64) 不明 不明 Video games are becoming more 英文

5 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(69)(70)(71) 不明 不明 Puzzles are a way of 英文

6 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(72)(73)(74) 不明 不明 One morning in 1997, a 英文

7 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(75)(76)(77) 不明 不明 These days, people are becoming 英文

8 会津大学 2018 2/25/2018 前期日程 英語 4(78)(79)(80) 不明 不明 First-time drivers have to concentrate 英文

9 茨城大学 2018 3/12/2018 後期日程 英語C 1-1 不明 不明 [Situation] I just came out 英文

10 茨城大学 2018 3/12/2018 後期日程 英語C 1-2 不明 不明 You are standing on the 英文

11 茨城大学 2018 3/12/2018 後期日程 英語C 1-3 不明 不明 It's a hot day. I 英文

12 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） 絵・和文

13 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） 絵・和文

14 大阪府立大学 2018 3/12/2018 後期日程 現代システム科・生命環境科
・地域保健学域

外国語 3 Ira Blei、
George Odian

Organic and Biochemistry Isomers are different compounds that 英文

15 神戸大学 2018 3/12/2018 後期日程 英語 4 不明 不明 人間は知的な生物 和文

16 大分大学 2016 2/25/2016 前期日程 英語 1 不明 不明 Modern man relies entirely on 英文

17 宮崎大学 2018 2/25/2018 一般入試 前期日程 英語 1 不明 不明 You are the Chief of 英文

18 宮崎大学 2018 2/25/2018 一般入試 前期日程 英語 3 不明 不明 （写真） 写真

19 宮崎大学 2018 3/12/2018 一般入試 後期日程 英語 1 不明 不明 While visiting Shinmachi, Japan 英文

20 宮崎大学 2018 3/12/2018 一般入試 後期日程 英語 3 不明 不明 Hi again. Well, with our 英文

21 麻布大学 2018 2/3/2018 一般入試 獣医学部獣医学科 英語 1 Maurice Burton
Inside the Animal World: An 

Encyclopedia of Animal 
Behavior

Birds migrate so as to 英文

22 麻布大学 2018 2/4/2018 一般入試 獣医学部動物応用科学科 英語 1 John Holmes Family Dog: Its Choice and 
Training

For many years we took 英文

23 玉川大学 2018 2/2/2018 全学統一入試 前期日程 英語 4 不明 What Is The Carbon Cycle? Carbon is present throughout the 英文

24 東邦大学 2013 2/3/2013 一般（2/3実施分） 英語 1 不明 不明 Statistics from the Ministry of Health 英文

25 東邦大学 2013 2/3/2013 一般（2/3実施分） 英語 3 不明 不明 We make decisions all the 英文

26 東邦大学 2013 2/3/2013 一般（2/3実施分） 英語 4 不明 不明 You might think that language 英文

27 東邦大学 2014 2/3/2014 一般（2/3実施分） 英語 1 不明 不明 The best choice between a practical 英文

28 東邦大学 2014 2/3/2014 一般（2/3実施分） 英語 3 不明 不明 West Nile virus has spread 英文

29 東邦大学 2014 2/3/2014 一般（2/3実施分） 英語 4 不明 不明 Henry Morton Stanley stared at 英文

30 東邦大学 2015 2/3/2015 一般（2/3実施分） 英語 3 不明 不明 Winter had always been Sean's 英文

31 東邦大学 2015 2/3/2015 一般（2/3実施分） 英語 4 不明 不明 When a chipanzee died a few 英文

32 東邦大学 2016 2/3/2016 一般入試 薬学部 英語 4 不明 不明 Heinrich Schliemann was only seven 英文

33 東邦大学 2017 2/3/2017 薬学部 一般入試 英語 4 不明 不明 We all want to be 英文

34 東邦大学 2018 2/3/2018 薬学部 一般入試 英語 3 不明 不明 Paris is the world's most 英文

35 東邦大学 2017 2/3/2017 看護学部 一般入試 1次試験 英語 1 不明 不明 For young college graduates, living 英文

36 東邦大学 2017 2/3/2017 看護学部 一般入試 1次試験 英語 2 不明 不明 Have you been (11) being 英文

37 東邦大学 2018 1/25/2018 健康科学部 一般入試 A日程 1次試験 英語 1 不明 不明 Doctors at the Institute of 英文

38 東邦大学 2018 1/25/2018 健康科学部 一般入試 A日程 1次試験 英語 2 不明 不明 "Yuck! What is that? I'm 英文

39 東邦大学 2018 1/25/2018 健康科学部 一般入試 A日程 1次試験 英語 3 不明 不明 (At an aquarium) woman: Look at all these 
fish!

英文

40 東邦大学 2018 2/2/2018 看護学部 一般入試 1次試験 英語 2 不明 不明 University students need to acquire 英文

41 東洋大学 2018 2/11/2018 一般入試前期3教科型 英語 2 World Book The Magic of Words Much of modern society is possessed 英文

42 武蔵野美術大学 2016 2/9/2016 一般入試B日程 英語 1 不明 不明 A major obstacle to intercultural 
communication

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）


