
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 

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・6・7・10・13・17～26・27・28・39・40 の詳細情報の以下の通りで

す。 

 

5・6．九州大学の入試問題に使われた『The Philippine Islands, 1493-1898』および『銭穀議』の翻訳文に

ついて、翻訳者に関する情報を捜しております。 

7．『ことばと人間』（1980 年、紀伊國屋書店、池上嘉彦, 池上恵子 訳）の原著者である S.I.ハヤカワ氏

の著作権継承者に関する情報を捜しております。 

10．『Perfect Baking with Echo』（刊行年、出版元不明）の権利者に関する情報を探しております。 

13．『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。 

17～26．法政大学で出題された、『台湾万葉集』（1994～1995、集英社、孤蓬万里 編）収録の和歌10首

の著作者である、巫永福氏、李嘉欽氏、黄得龍氏、蕭翔文氏、孤蓬万里氏、鄭埌耀氏、張静恵氏、鍾文

慶氏、蔡西川氏、葉金蓮氏の連絡先に関する情報を捜しております。 

27．『子どもの思考力』（1984年、岩波書店）の著者、滝沢 武久氏の著作権継承者に関する情報を捜して

おります。 

28．「Birds in Battle」（http://www.short-story-time.com/birds-in-battle.html）の著者、Sandie Lee 

Muncaster氏の連絡先に関する情報を捜しております。 

39．「The Doorway Effect: Why Do We Forget What We Were Supposed To Do After We Enter

 a Room?」（https://www.scienceabc.com/humans/doorway-effect-why-we-forget-what-we-were-sup

posed-do-after-we-enter-room.html）の著者、Ashish Tiwari氏の連絡先に関する情報を捜しています。 

40．兵庫医療大学の入試問題に使われた俳句の著者である平畑静塔氏の著作権継承者に関する情報を捜

しています。 
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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。

番号 大学名 年度 実施日 種類 科目 大問 タイトル 著作者等 書き出し（または概要）
著作物

の
ジャンル

1 首都大学東京 2017 2017/02/25 一般入試 前期日程 全学部全学科 英語 1 （不明） （不明） Of the many public spaces 英文

2 首都大学東京 2016 2016/02/25 一般入試 前期日程 全学部全学科 英語 2 （不明） （不明） I am intensely envious of 英文

3 首都大学東京 2019 2019/02/25 一般入試 前期日程 英語 2 （不明） （不明） Though unable to see or hear, 英文

4 京都府立医科大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 4 （不明） （不明） Each of us has had some 英文

5 九州大学 2019 2019/02/25 前期日程 世界史 2-資料2 The Philippine Islands, 
1493-1898

（翻訳者不明） 毎年30万ペソ 和文

6 九州大学 2019 2019/02/25 前期日程 世界史 2-資料3 銭穀議 （翻訳者不明） いま天下は 和文

7 札幌大学 2019 2019/02/05 一般入試A日程 国語 3 ことばと人間 S.I.ハヤカワ 意味論者が書いたものがいろいろあるにもか
かわらず

和文

8 北星学園大学 2019 2019/02/07
一般入学試験 文（心理・応用コミュニ
ケーション）、経済（経営情報）、社会福
祉（福祉計画）、短大（英文）

英語
5 問4(72)

-(75) （不明） （不明） Agatha Christie was born in 英文

9 北里大学 2018 2018/02/01 薬学部一般入試 英語 7 （不明） （不明） Important Notice to Customers 英文

10 共立女子大学 2019 2019/02/09 一般入試2月日程 国際、短大 英語 4 Perfect Baking with Echo （不明） The success of perfect baking 英文

11 津田塾大学 2017 2017/02/06 一般入試Ａ方式 英文学科 英語 7 （不明） （不明） I am often surprised by 英文

12 東京理科大学 2016 2016/02/07 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

13 常磐大学 2018 2018/02/03 大学 一般入試 Ⅰ期 英語 5

Tacit Assumptions: 
Potential Sources of 
Conflict at the Interface of 
Culture

Michael L. 
Sherard

I Don't Like to Lose 英文

14 法政大学 2019 2019/02/07 文Ⅰ・経営Ⅰ・人間環境・グローバル教
養

英語 1 （不明） （不明） Among the member of his (1) he was quite 英文

15 法政大学 2019 2019/02/07 文Ⅰ・経営Ⅰ・人間環境・グローバル教
養

英語 1-3 （不明） （不明） Literature can be inherently difficult to 英文

16 法政大学 2019 2019/02/07 文Ⅰ・経営Ⅰ・人間環境・グローバル教
養

英語 2-1 （不明） （不明） Struggling to become a writer, she 英文

17 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 巫永福 （短歌） 和文

18 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 李嘉欽 （短歌） 和文

19 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 黄得龍 （短歌） 和文

20 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 蕭翔文 （短歌） 和文

21 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 孤蓬万里 （短歌） 和文

22 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 鄭埌耀 （短歌） 和文

23 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 張静恵 （短歌） 和文

24 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 鍾文慶 （短歌） 和文

25 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 蔡西川 （短歌） 和文

26 法政大学 2019 2019/02/08 法Ⅰ・文Ⅱ・経営Ⅱ 世界史 2 （不明） 葉金蓮 （短歌） 和文

27 岐阜聖徳学園大学 2019 2019/02/09 一般入試B日程 国語 2 子どもの思考力 滝沢 武久 わたくしたちは、とかく文明社会の中で 和文

28 名古屋学院大学 2019 2019/01/30 一般入試前期 英語 2 Birds in Battle Sandie Lee 
Muncaster

When you hear the word 英文

29 大阪医科大学 2013 2013/02/10 医学部 一般前期 英語 3 （不明） （不明） 今日，地球の多くの場所において，河川や 和文

30 大阪医科大学 2014 2014/02/10 医学部 一般前期 英語 3 （不明） （不明） 我々が日々行う選択のほとんどは， 和文

31 大阪医科大学 2015 2015/02/10 医学部 一般前期 英語 3 （不明） （不明） 人間と同様， 和文

32 大阪学院大学 2017 2017/01/27 一般Ａ日程（2教科） 商・経営・経済・法・
外国語・国際・情報

英語 3 （不明） （不明） BREWING COFFEE Lift the reservoir 英文

33 大阪学院大学 2017 2017/01/28 一般Ａ日程（2教科） 商・経営・経済・法・
外国語・国際・情報

英語 4 （不明） （不明） The mass-produced automobile has changed 英文

34 大阪学院大学 2017 2017/02/07 一般Ａ日程（2教科・3教科） 商・経営・経
済・法・外国語・国際・情報

英語 3 （不明） （不明） Even fresh water contains salt 英文

35 大阪学院大学 2019 2019/01/26 一般A日程 前期 2教科選択型 英語 3 （不明） （不明） Spring, summer, autumn and winter, 英文

36 大阪学院大学 2019 2019/01/26 一般A日程 前期 2教科選択型 英語 4 （不明） （不明） While you may not have 英文

37 大阪学院大学 2019 2019/02/05 一般A日程 後期 2教科型・3教科型 英語 3 （不明） （不明） Penny Hill Farmhouse 英文

38 大阪学院大学 2019 2019/02/05 一般A日程 後期 2教科型・3教科型 英語 4 （不明） （不明） Once there was a king 英文

39 京都薬科大学 2019 2018/11/17 公募制推薦 適性検
査

1

The Doorway Effect: Why 
Do We Forget What We 
Were Supposed To Do 
After We Enter a Room?

Ashish Tiwari Imagine that you are sitting 英文

40 兵庫医療大学 2019 2019/02/02 一般入試 前期Ａ日程 国語 2-4-e （不明） 平畑 静塔 （俳句） 和文

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）


