
【著作物一覧】

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

管理番号 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

15049 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A transgender person is someone 英文

15052 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） What is a zombie? A 英文

22499 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A cheese sandwich is simply one 英文

22501 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Hardly anyone thinks of chickens as 英文

31180 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） I'm sure you know what 英文

31184 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Scholars have been debating the 英文

31303 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 世界史 1 彩色年代記 （不明） 主の生誕より400年あまり 和文

40801 一橋大学 2020 2020/02/25 前期日程 英語 4-A （不明） （不明） Can I help you? You 英文

50937 一橋大学 2021 2021/02/25 前期日程 英語 3-B （不明） （不明） Behavioral economics is the discipline 英文

49847 名古屋大学 2021 2021/02/25 前期日程 日本史 4-B サンワリ君 鈴木　義司 日本専売公社の民営化に関する4コマ漫
画

漫画

58469 神戸大学 2022 2022/02/25 前期日程 英語 2 （不明） （不明） Each of us has a 英文

39614 防衛医科大学校 2020 2019/10/26 医学科　第1次試験（（10/26・10/27）） 国語 1 文学者の経済生活――原稿料
と印税を中心に

中島　和夫 「牛込にいた時、改造の円本が出、 和文

42100 青山学院大学 2020 2020/02/10 一般入試　個別学部日程（理工A方
式）

英語 1 The plastic in our bodies （不明） Nobody, it seemed, had thought 英文

42101 青山学院大学 2020 2020/02/10 一般入試　個別学部日程（理工A方
式）

英語 4 （不明） （不明） Yuko: Hey there. I haven't seen 英文

50432 青山学院大学 2021 2021/02/10 一般選抜　個別学部日程（理工A方
式・地球社会共生）

英語 4 （不明） （不明） Yuri: Let's take Charlie's London 英文

42103 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 1 （不明） （不明） Mark Elliot Zuckerberg was born on May 
14

英文

42115 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 4-2-A （不明） （不明） John : I'm looking forward to 英文

42120 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 4-2-B （不明） （不明） Bill: Hurry up! We'll be 英文

42121 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 4-2-C （不明） （不明） Frank: I really enjoyed the 英文

42122 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 4-2-D （不明） （不明） Alice: Hey, did you hear 英文

42123 青山学院大学 2020 2020/02/07 一般入試　全学部日程 英語 4-2-E （不明） （不明） Greg: I can't believe it! 英文

50516 青山学院大学 2021 2021/02/07 一般選抜　全学部日程 英語 4-2 A （不明） （不明） Section Manager: (at the monthly 英文

50517 青山学院大学 2021 2021/02/07 一般選抜　全学部日程 英語 4-2 B （不明） （不明） Joanne: Here is your ice tea. 英文

50518 青山学院大学 2021 2021/02/07 一般選抜　全学部日程 英語 4-2 C （不明） （不明） Amy: Oh no, our presentation is 英文

50519 青山学院大学 2021 2021/02/07 一般選抜　全学部日程 英語 4-2 D （不明） （不明） Fred: Hey, how did John's date 英文

50520 青山学院大学 2021 2021/02/07 一般選抜　全学部日程 英語 4-2 E （不明） （不明） Terry: Joe is taking a vacation 英文

57037 上智大学 2022 2022/02/03 一般選抜　ＴＥＡＰスコア利用型（第1
次試験）

世界史 1-3 アフリカ革命=モザンビクの闘
争

野間寛二郎, 中川忍 訳 エネシュのアプローチは明快で 和文

43421 千葉工業大学 2020 2020/01/31 一般入学試験A日程 英語 1 Energy Walks Robert E. Thayer Recently, I met one of 英文

49266 中央大学 2021 2021/02/10
国際経営（一般入試・英語外部検定
試験利用入試・共通テスト併用方式） 英語 4

Evolution and Role of Market: 
What is the role of market in 
our society?

Vinay Kumar The presence of markets in 英文

40051 立教大学 2020 2020/02/11 個別学部日程（文） 英語 4-B （不明） （不明） Ethan : I heard that you might have 英文

57906 立教大学 2022 2022/02/11 一般選抜（一般入試　※文学部のみ
の日程）

英語 5 （不明） （不明） John Keats, an English poet 英文

48979 関西学院大学 2021 2021/02/03 学部個別日程（文・法） 英語 1 Stages of Dying C.Stokes The last words of the 英文

48975 関西学院大学 2021 2021/02/03 学部個別日程（文・法） 英語 6 （不明） （不明） Lewis and Alice are university 英文

48971 関西学院大学 2021 2021/02/07 学部個別日程（社会・法） 英語 6 （不明） （不明） Hiro and Radi are friends 英文

57761 関西学院大学 2022 2022/02/03 学部個別日程（文・法） 英語 6 （不明） （不明） Two colleagues are having a 英文

57765 関西学院大学 2022 2022/02/07 学部個別日程（社会・法） 英語 6 （不明） （不明） Morris and Linda are on 英文

39302 関西学院大学 2020 2020/02/04 学部個別日程（経済（文系型）・人間
福祉・国際）

英語 6 （不明） （不明） Alex sees his friend Sam 英文

48983 関西学院大学 2021 2021/02/04 学部個別日程（経済（文系型）・人間
福祉・国際）

英語 6 （不明） （不明） Terry sees his friend Brian 英文

57780 関西学院大学 2022 2022/02/04 学部個別日程（経済・人間福祉・国
際）

英語 6 （不明） （不明） Lucy and Taro are university 英文

39433 関西学院大学 2020 2020/02/06 学部個別日程（神・商・教育（文系型）
・総合政策（文系型））

英語 6 （不明） （不明） Kathy runs into her classmate, 英文

48987 関西学院大学 2021 2021/02/06 学部個別日程（神・商・教育（文系型）
・総合政策（文系型））

英語 6 （不明） （不明） Janet visits Professor Johnson's office 英文

57784 関西学院大学 2022 2022/02/06 学部個別日程（神・商・教育・総合政
策）

英語 6 （不明） （不明） Ken is sitting on a bench 英文

48936 関西学院大学 2021 2021/02/01 全学日程 英語 2 （不明） （不明） This is an article about 英文

48940 関西学院大学 2021 2021/02/01 全学日程 英語 6 （不明） （不明） Jane and Takeru live together 英文

48947 関西学院大学 2021 2021/02/02 全学日程 英語 6 （不明） （不明） Alex and her mother, Wendy, 英文

57728 関西学院大学 2022 2022/02/01 全学部日程 英語 6 （不明） （不明） James is speaking to Rick 英文

57724 関西学院大学 2022 2022/02/02 全学部日程 英語 2 （不明） （不明） In a 1982-exhibition, the Mexican 英文

57722 関西学院大学 2022 2022/02/02 全学部日程 英語 6 （不明） （不明） Yuna is sitting on a bench 英文

48045 関西学院大学 2020 2020/02/01 全学日程 英語 2 （不明） （不明） Many early scholars no doubt 英文

48047 関西学院大学 2020 2020/02/01 全学日程 英語 6 （不明） （不明） May and Keita are international students 英文
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39459 関西学院大学 2020 2020/02/05 関学独自方式日程 英語 6 （不明） （不明） Professor Smith, who teaches at a 英文

48993 関西学院大学 2021 2021/02/05 関学独自方式日程 英語 6 （不明） （不明） Linda and Antonio are talking 英文

57788 関西学院大学 2022 2022/02/05 共通テスト併用／英数日程 英語 6 （不明） （不明） Lina and Kate meet in 英文

29926 近畿大学 2019 2018/11/18 推薦入試　医学部 英語 5
Your Future Doctor May Not 
be Human. This Is the Rise of 
AI in Medicine.

Abby Norman A new kind of doctor 英文

　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。
　上記の著作物について、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情報をお寄せくださいますようお願いいたします。

【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）


