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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 

言語および美術の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題に使用された英文、和文、絵、イラスト 

 

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。 

 

mailto:chosaku@ss-kg.jp


【著作物一覧】

大学入試問題に出題された以下の著作物につきまして、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 東京海洋大学 2017 2017/02/25 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

2 東京海洋大学 2017 2017/03/12 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

3 東京海洋大学 2018 2018/03/12 後期日程 英語 3 （不明） （不明） [ ] to a report by Japan's 英文

4 名古屋工業大学 2019 2019/03/12 後期日程 英語 1(4)
This App Helps You 
Identify Harmful 
Mosquitoes Nearby

Dom Galeon ①Malaria alone causes 2.7 million deaths 英文

5 名古屋工業大学 2019 2019/03/12 後期日程 英語 2
Eyebrows crucial to human 
evolution - it's how we 
first learnt to communicate

（不明） Eyebrows are crucial to human 英文

6 三重大学 2018 2018/03/12 後期日程 小論文 資料4
子どもをはげます 赤ぺん
《評語》の書き方』『日記指
導

（不明） （絵日記） 絵・和文

7 三重大学 2018 2018/03/12 後期日程 小論文 資料4
子どもをはげます 赤ぺん
《評語》の書き方』『日記指
導

（不明） （絵日記） 絵・和文

8 三重大学 2019 2019/02/25 一般入試 前期日程 英語 2 The Pleasures of 
Ignorance

Robert Lynd It makes all the difference wether 英文

9 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料1 熊野市立飛鳥小学校　学
校文集『杉の子』

（不明） ぼくたちは、あら谷の山へ 和文

10 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料1 熊野市立飛鳥小学校　学
校文集『杉の子』

（不明） この間の日曜日、ぼくは 和文

11 三重大学 2019 2019/03/12 一般入試 後期日程 小論文 資料2 外国人児童（小学校三年
生）の作文

（不明） 八時ごろ、ぼくがわり算の 和文

12 三重大学 2019 2019/02/25 一般入試 前期日程 英語 2 The Pleasures of 
Ignorance

Robert Lynd It makes all the difference wether 英文

13 大阪府立大学 2017 2017/02/25 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

14 大阪府立大学 2018 2018/02/25 前期日程 現代システム科・生命環境科
・地域保健学域

英語 2 （不明） （不明） 「学ぶ」とは、 和文

15 大阪府立大学 2018 2018/03/12
後期日程 現代システム科・生命環境科
・地域保健学域 英語 3

Organic and Biochemistry: 
Connecting Chemistry to 
Your Life

Ira Blei、
George Odian Isomers are different compounds that 英文

16 大阪府立大学 2015 2015/03/08 中期日程 英語 2 （不明） （不明） 森繁久彌さんは 和文

17 大阪府立大学 2017 2017/03/08 工学域 中期日程 英語 2 （不明） （不明） スマートフォンや 和文

18 大阪府立大学 2019 2019/03/08 工学域 中期日程 英語 2 （不明） （不明） 生きていくうえで 和文

19 奈良県立医科大学 2015 2015/02/25 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

20 奈良県立医科大学 2015 2015/03/12 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



【著作物一覧】

大学入試問題に出題された以下の著作物につきまして、著作権者、著作権継承者に関する情報を求めています。
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21 香川大学 2019 2019/03/12 後期日程 小論文 2-A
ジャパニーズ・アメリカ
ン――日系米人・苦難の歴
史

今井輝子 合衆国に入国した日本人の数が 和文

22 札幌学院大学 2019 2019/02/03 スカラシップ一般入試Ａ日程・一般入試
Ａ日程

英語① 4 （不明） （不明） I never look forward to 英文

23 札幌学院大学 2019 2019/02/03 スカラシップ一般入試Ａ日程・一般入試
Ａ日程

英語② 1 （不明） （不明） Hello everyone. Today I would 英文

24 札幌学院大学 2019 2019/02/03 スカラシップ一般入試Ａ日程・一般入試
Ａ日程

英語② 2 （不明） （不明） （一軒家の断面図） イラスト

25 札幌学院大学 2019 2019/02/04 スカラシップ一般入試Ａ日程・一般入試
Ａ日程

英語① 1 （不明） （不明） Understandably, many workers today suffer 英文

26 関東学院大学 2019 2019/02/03 一般入学者選抜 前期日程 3科目型 英語 5-1 （不明） （不明） For the first three months of this year 英文

27 関東学院大学 2019 2019/02/03 一般入学者選抜 前期日程 3科目型 英語 5-2 （不明） （不明） Frequently Asked Questions about the 
Urban Angels

英文

28 関東学院大学 2019 2019/02/03 一般入学者選抜 前期日程 3科目型 英語 5-3 （不明） （不明） Customer: Excuse me. Do you know 英文

29 関東学院大学 2019 2019/02/03 一般入学者選抜 前期日程 3科目型 英語 5-4 （不明） （不明） Today 61 percent of American families 英文

30 関東学院大学 2019 2019/02/03 一般入学者選抜 前期日程 3科目型 英語 5-5 （不明） （不明） The maker manufactures and sells 英文

31 國學院大学 2019 2019/02/25 一般入試B日程 外国語 2
Intelligent Life in the 
Universe  What Role Will It 
Play in Our Future?

Allen Tough In recent years scientists have 英文

32 東京女子大学 2019 2019/02/04 一般入試 文系2日目・数理科 英語 3 More than Words Susan Verner Some researchers say that 60-90% 英文

33 東邦大学 2014 2014/02/03 一般（2/3実施分） 英語 1 （不明） （不明） The best choice between a practical 英文

34 東邦大学 2014 2014/02/03 一般（2/3実施分） 英語 3 （不明） （不明） West Nile virus has spread 英文

35 東邦大学 2014 2014/02/03 一般（2/3実施分） 英語 4 （不明） （不明） Henry Morton Stanley stared at 英文

36 東邦大学 2015 2015/02/03 一般（2/3実施分） 英語 3 （不明） （不明） Winter had always been Sean's 英文

37 東邦大学 2015 2015/02/03 一般（2/3実施分） 英語 4 （不明） （不明） When a chipanzee died a few 英文

38 東邦大学 2016 2016/02/03 一般入試 薬学部 英語 4 （不明） （不明） Heinrich Schliemann was only seven 英文

39 東邦大学 2017 2017/02/03 薬学部 一般入試 英語 4 （不明） （不明） We all want to be 英文

40 東邦大学 2018 2018/02/03 薬学部 一般入試 英語 3 （不明） （不明） Paris is the world's most 英文

41 東邦大学 2018 2018/01/25 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
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42 東邦大学 2018 2018/01/25 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

43 東邦大学 2018 2018/01/25 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

44 東邦大学 2018 2018/02/02 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

45 東洋大学 2018 2018/02/11 一般入試前期3教科型 英語 2  The Magic of Words  World Book Much of modern society is possessed 英文

46 日本医科大学 2016 2016/01/25 第1次試験 英語 2-A （不明） （不明） A university is community in 英文

47 日本女子大学 2019 2019/02/02 一般入試・英語外部試験利用入試 人
間社会学部

日本史 3-史料 綴方生活 第二巻第二号 （不明） 諸君ッ！欧州大戦当時の我が国の状態は 和文

48 愛知医科大学 2015 2015/01/20 一般入試1月20日 英語 2-13 （不明） （不明） Sometimes when you're finished 英文

49 愛知医科大学 2016 2016/01/19 一般入学（第1次試験） 英語 2-(5) （不明） （不明） The altitude of the International 英文

50 愛知医科大学 2017 2017/01/24 一般入学（第1次試験） 英語 4-17 （不明） （不明） Muscles allow you to move 英文

51 愛知医科大学 2018 2018/01/23 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

52 愛知医科大学 2019 2019/01/22 医学部 一般入学<第1次試験> 英語 4-17 （不明） （不明） it Recognize that your body is 英文

53 愛知医科大学 2019 2019/01/22 医学部 一般入学<第1次試験> 英語 4-20
Ancient World and the 
First Civilizations & 
Prehistoric peoples

（不明）
Meechants and traders also came into 
being 英文

54 神戸女子大学 2018 2018/01/18 一般入試 前期A 英語 1 Mini World Healthy Life Leon 
Schwarzbaum

In the 17th century there 英文

55 奈良学園大学 2019 2018/10/27 公募制推薦入試A日程【基礎学力テス
ト】

英語 4 （不明） （不明） Amanda:In today's podcast, 英文

56 奈良学園大学 2019 2018/10/27 公募制推薦入試A日程【基礎学力テス
ト】

英語 5 （不明） （不明） For almost as long as there 英文

57 久留米大学 2013 2013/02/01 医学部〈医学科〉 英語 1 （不明） （不明） Like gambling, drugs, and alcohol, 英文

58 久留米大学 2013 2013/02/01 医学部〈医学科〉 英語 2 （不明） （不明） Paradoxes of consequences have long 英文

59 久留米大学 2014 2014/02/01 医学部〈医学科〉 英語 1 （不明） （不明） People have atempted to simulate 英文

60 久留米大学 2014 2014/02/01 医学部〈医学科〉 英語 2 （不明） （不明） The cloning of human is 英文

61 久留米大学 2014 2014/02/01 医学部〈医学科〉 英語 3 （不明） （不明） Have you ever been given 英文

62 久留米大学 2015 2015/02/07 医学部〈医学科〉 英語 3 （不明） （不明） Europe is a continent of 英文

63 久留米大学 2016 2016/02/01 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
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64 久留米大学 2017 2017/02/01 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

65 久留米大学 2018 2018/02/01 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

66 久留米大学 2018 2018/02/01 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

67 久留米大学 2018 2018/02/01 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

68 久留米大学 2019 2019/02/01 一般入試前期 医学部医学科（一次試
験）

英語 2

The Importance of 
Kindness: Teaching 
Empathy Through 
Interaction with Nature

（不明） Everone wants to be liked. 英文

69 久留米大学 2019 2019/02/01 一般入試前期 医学部医学科（一次試
験）

英語 3 （不明） （不明） Berlin, the capital of Germany, 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）


