
 

  

 

①広告主名 

株式会社プランディット 

 

②著作物等の種類 

言語の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題（またはそれ以外）に使用された著作権者または連絡先が不明な英文・和文 

④連絡先 

 社名 株式会社プランディット          担当者名 知財事業部 五十嵐恭子 

住所 〒206-0033  東京都多摩市落合1-34 

 E-mail Benessecopyright@mail.benesse.co.jp 

⑤詳細 

 

弊社では、株式会社ベネッセコーポレーション教材の編集・制作にあたり、その教材に収録させていただく文

章（言語の著作物）に対して、著作権者・著作権継承者の方から 利用許諾をいただいております。しかし、最大

限の調査をおこないましても、連絡先が判明しない著作権者がいらっしゃいます。そのような方につきまして情

報提供を求めております。下記に掲載いたしました著作物について、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、上記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■大学入試問題で、　著作権者が不明で連絡が取れない著作物

試験方式等 学部名・学科名

1

Article from

Business

Life

Magazine

(New

Internationa

l Business

English

Updated

Edition

Student's

Book with

Bonus Extra

BEC

Vantage

Preparation

CD-ROM by

Leo Jones,

Richard

Alexander)

Richard

Bryan
愛知学院大学 1998 文・商・経営・法

Nobody actually wants

to cause offence but, as

business becomes ever

more international, it is

increasingly easy to get

it wrong.（中略）quite

the same enthusiasm as

some of their European

counterparts.

英文

2 不明 不明 愛媛大学 2003 前期 法文 2

Education in America

encourages a spirit of

inventiveness in all field

of knowledge.（中略）

They expect their

students to seek

knowledge for

themselves .

英文

3 不明 不明 大阪府立大学 2007
経済・人間社会・生命

環境科・理
1

Once upon a time, a

very real time-in fact,

（中略）who

sympathized with

children, as well as with

statesmen and poets.

英文

4 不明 不明 鹿児島大学 2007
前期 ・2月25

日実施
4

鹿児島は東洋のナポリと呼ば

れているんだってね。（中略）

僕も大学を卒業したらしばらく

鹿児島を離れて暮らしてみな

きゃ。

和文

5 不明 不明 金沢医科大学 2005 第1次試験 4-3

A：Oh, this restaurant

looks interesting, Tom.

（中略）B：Sure.  Why

not? It’s a little crowded.

That’s a good sign.

英文

6 不明 不明 金沢医科大学 2005 第1次試験 4-4

A：Hello?　B：Hi, Mrs.

Smith.  Is John there,

please?（中略）B：Yes,

please.  I’m calling to

tell him there’s a party

at my place on Friday.

英文

冒頭/末尾文
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7 不明 不明 京都大学 2001 後期 3

一昨年東欧を旅行した時，あ

る町の広場とそれを取り巻くも

ろもろの歴史的建造物が（中

略）古い写真をもとに完全に

復元されたと知って驚きました。

和文

8 不明 不明 京都大学 2006 前期 共通 3-2

子供の頃にわたしが毎週欠か

さず観たあるテレビ番組があっ

た。（中略）たえず動きつづけ

る，その姿だったに違いない。

和文

9 不明 不明 京都大学 2009 前期 3-2

我が家の古いピアノには懐かし

い思い出がたくさん詰まってい

る。（中略）プロの手で修理

すれば，また美しい音を奏でる

ことができるという。

和文

10 不明 不明 京都大学 2011 前期 3-2

人と話していて，音楽でも映

画でも何でもいいが，何かが

好きだと打ち明けると，（中

略）その中から一つをとるに

は，残りのすべてを捨てねばな

らない。

和文

11 不明 不明 京都大学 2012 前期 3-2

私の意見では，現代の若者は

性別を問わず自分で調理でき

ることが大切である。（中略）

料理ができると、絆(きずな)が

深まることは間違いない。

和文

12 不明 不明 熊本大学 2003 前期 5

America has a

reputation for violence,

but its sporting events

are relatively peaceful

and its fans are （中略）

and officials to become

closer to the community

in which their fans live.

英文

13 不明 不明 慶應義塾大学 2004 医 1

Although I was

interested in politics, I

had never really

considered the parties or

people that offered the

best options for me.

（中略）Now all of a

sudden I was being

forced to make a

decision as to what I

really believed in.

英文

14 不明 不明 神戸大学 1996
後期・3月12

日実施
理 1

GOT A MAP? Sure you

won't get lost?（中略）

dumping a black coffee

and a glass of water on

her table.

英文

15 不明 不明 神戸大学 2009 前期

法・文・経済・国際文

化・理・医・経営・発達

科・工

4

ここ数年，さまざまな国際集

会（中略）と疑うのは当然で

ある。

和文



16 不明 不明

四天王寺国際仏教大

学(2008年～四天王

寺大学)

1999

Tobacco came to Europe

from America in the

sixteenth century, and

there（中略）But, on the

other hand, we can

safely say "that even

one cigarette is one

cigarette too many"!

英文

17 不明 不明 芝浦工業大学 2006
前期・3教科

型
工 6

There is an interesting

story, and this one is

considered true, that

Archimedes,（中略）and

thus calculated the

proportion of silver that

must have been used.

英文

18 不明 不明 上智大学 1998 文 5

Many Americans have

believed there is life on

Mars. Martians of all

shapes and sizes （中

略）think that its fruit

will make a "Martian

invasion" a historical fact

!

英文

19 不明 不明 千葉大学 2004 前期 2

It is a supreme irony

that we had to leave our

planet before we could

really see it.（中略）It

seems likely that we will

somehow have to

recover that belief, so

that all our future

actions can be governed

by it.

英文

20 不明 不明 中央大学 1999 経済 7

Sometimes, when

people are in trouble,

others will go to great

（中略）parents and

others work to instill

solid values in children.

英文

21 不明 不明 中央大学 2005 経済 9-42

念願かなって，彼はこの会社

に転職することができました。

（中略）ここでは自分の芸術

的才能を生かすことができるの

です。

和文

22 不明 不明 中央大学 2009
センター併用

方式　一般
法 6-4

Last month I decided to

have a break, and

wanted to take

advantage of the cheap

flights that can be found

on the Internet.（中略）I

asked the travel agents

to advice on where to

go.

英文

23 不明 不明 中央大学 2012 法 6-3

I saw the firefighters

using a three-meters

ladder to get onto the

roof（中略）in order to

extinguish the fire

英文



24 不明 不明 中京大学 2007 2月1日実施 1

In almost every society,

modest people are

admired, while those

with big egos tend to be

disliked.（中略）The

disappearance of this

expression in young

people's language may

be revealing that it is

becoming less important

to show one's modesty

in Japan.

英文

25 不明 不明 東京工業大学 2001 前期 2

A few weeks back a

highly poisonous black

snake with a red belly

crawled from under the

television right into the

middle of my living

room.（中略）息子は，ギ

ターをしっかり胸にかかえて自分

の部屋に駆け込んだ。

英文・和文

26 不明 不明 東京都立大学 2003 前期 人文・法・経済 2

Humanity has often

been seen as falling into

two groups: those who

lead and those who

follow.（中略）They are

picked to take the lead

in the same way that an

exceptionally good actor

is picked for a star part.

英文

27 不明 不明 同志社大学 1999 文 3

Mr. Sato is now staying

in Moscow and speaking

in English to a Russian

lady.（中略）Ms. Ａ:

Well,you speak English

really well. Mr.Sato: (　)

Ｉ did study very hard.

英文

28 不明 不明 同志社大学 2009 2月8日実施 法・スポーツ健康科 3

Well, they keep out the

people who don't want

their dreams badly

enough.（中略）That is

a lot to think about. I

think I'll go and get that

lecture.

英文

29 不明 不明 同志社大学 2012 法 3

もし，僕たちが泊まったあの美

しい漁村に戻ったとしても，うる

さい観光客であふれかえってい

ることに気づくことだろう。（中

略）―

和文

30 不明 不明 東北大学 2007 後期 医・経済・法 3

It is 3 a.m.  The

telephone rings in

Matthew's apartment.

（中略）MATTHEW: I

think you mean good

morning!

英文

31 不明 不明 名古屋大学 2008
前期 ・2月25

日実施
全 3

前略 お手紙ありがとうございま

した。お元気でお過ごしとのこ

と、（中略）皆様にお会いす

るのを楽しみにしています。

草々

和文



32 不明 不明 浜松大学 1996 国際経済

Australia is the continent

where Europeans began

to settle about 200

years ago.（中略）Then

he is allowed to marry

and have his own

children.

英文

33 不明 不明 広島大学 2004 前期 文・教育・法 4-B

Every problem has

within it a certain lesson

to be learned.（中略）

But the lesson still

awaits us and as we

finally learn it the pain

disappears.

英文

34 不明 不明 福岡女子大学 2009 前期 文（英文） 4

今年のノーベル賞は，日本人

の受賞のニュースに沸きました。

（中略）物理学の研究をして

いたりするのです。

和文

35 不明 不明 福島県立医科大学 2012
前期 ・2月25

日実施
医 4-4

動物と病気の間の戦いが何億

年にもわたって続き，（中

略）防御機構が動物の体に

備わった。

和文

36 不明 不明 福島県立医科大学 2013
前期 ・2月25

日実施
医 2-4

携帯電話で話しながら運転す

る人は，運転に集中している

人よりも（中略）約４倍高い

と言われている。

和文

37 不明 不明 北海学園大学 2008 経済・経営・工 4

<<<Two university

students are talking.

>>> Erika：Carol, have

you ever been to a tea

ceremony?（中略）Erika:

No, just wear

comfortable clothes.

英文

38 不明 不明 北海学園大学 2008 経済・経営・工 4

<<<A doctor is

examining her patient.

>>> Dr. Wilson：What

seems to be the

problem?（中略）Only if

you want to.  The most

important thing is to

sleep.

英文

39 不明 不明 明治大学 2009 国際日本 5

J: I'm really glad you

have the time to talk to

me today.（中略）You

get different types of

people compared with

the lower section, which

has bigger tables for

groups. The lower

section is much noisier.

英文



40 不明 不明 明治学院大学 2008
A日程　2月7

日実施
経済・社会 2

Man: Could you tell me

how to get to the Smith

building?（中略）

Woman: Probably.

Man: ( f ) Anyway,

thanks.

英文

41 不明 不明 和歌山県立医科大学 2012
前期 ・2月25

日実施
医 4

最近の学生は試験の前になる

と何人かの友人に授業のノート

を借り，（中略）貸すのを断

るとケチなやつだと思われ，イジ

メの対象になりかねないからだ。

和文

42 不明 不明 早稲田大学 2007
先進理工・基幹理工・

創造理工
3

Student: Excuse me, Ms.

Howard, but (    )

Teacher: Yes, I do.（中

略）Student: You know

me. I'm always the first

to ask for help.

英文

43 不明 不明 早稲田大学 2007 文化構想 2-C

The term 'barrier-free'

has been adopted by the

Japanese to define a

state of（中略）Without

getting rid of these

prejudices, a truly

'barrier-free' society will

not be realized.

英文

44 不明 不明 大学入試センター 2000 本試験 6

Sally arrived early. As

she walked around the

old house（中略）who

happens to cross your

path. Yours, A

Sentimental Stranger

英文



■入試問題以外で、著作権者が不明で連絡が取れない著作物

45 不明 不明

Although many

peoples have legends

to explain the tiger's

stripes,（中略）but

the number of tigers

left in the wild is

startlingly small.

英文

46 不明 不明

Ellen and David are

committed to their

exercise at the health

club.（中略）

Remember, you can

be serious about

exercise without

taking it too

seriously!

英文
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