
 

  

 

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で利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 不明 不明 愛知教育大学 2003 前期 1

According to a recent

research, car use in

Japan is set to decrease

after 2030（中略）

motorists paying more

to travel during busy

rush hour periods.

英文

2 不明 不明 岩手大学 2010 人文社会科 2

Information can be held

in the short-term

memory for about

twenty seconds（中略）

it is either forgotten or it

moves into long-term

memory.

英文

3 不明 不明 大阪府立大学 2007 前期 経済・人間社会 3

During adolescence,

your thinking process

undergoes a

transformation from

childhood into

adulthood, just as surely

as your body does. （中

略）For example, you

can frame an argument

for a discussion or

debate and

simultaneously make

judgments about that

argument's strengths or

weaknesses.

英文

4 不明 不明 学習院大学 1999 法 1

The role of women has

changed a great deal in

the last thirty years in

Britain.（中略）

stereotypes of men's

and women's roles are

done away with.

英文

冒頭および末尾文

◆著作物一覧◆

次の英文・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。

著作物番

号
題号 著作者名

当該著作物が利用された実態（大学入試の区分）

英文・和文

の別学校名 入試年度

入試区分

問題番号



5 不明 不明 関西大学 1997 A方式 法 2

On October 1, 1908,

Henry Ford introduced

the Model T to the

world,（中略）the

automobile is the source

of much air pollution.

英文

6 不明 不明 関西学院大学 2009 文・法・商・人間福祉 3

“Food miles” is a key

concept in choosing food

that has been produced

locally to reduce CO2

emissions in

transportation and to (

) the impact on the

environment.（中略）

Choosing domestically

produced food

contributes to raising the

food self-sufficiency rate

of Japan, in addition to

contributing to the

welfare of the global

environment.

英文

7 不明 不明 京都大学 1999 前期 3-2

早起きは苦手という人が多いよ

うだ。私も夜更かしは平気だ

が、早起きはとてもつらい。た

だ、所用で早く起きる日は気分

が一新する。（中略）―

和文

8 不明 不明 京都外国語大学 2001 全 1

Moreover, many

diseases today affect

larger numbers of

people than （中略）

cover the same distance

in half a day by airplane!

英文

9 不明 不明 京都学園大学 1997 経済・経営・法 2

In the morning, on the

hotel telephone（中略）

Masao: I see. Cashier:

Have a nice trip, sir.

Masao: Thank you.

英文



10 不明 不明 京都産業大学 2013

経済・経営・法・外国

語・文化・理・コンピュー

タ理工・総合生命科

2

Do you feel nervous

when you meet new

people? Does（中略）

thing is to try to help

others feel at ease.

英文

11 不明 不明 神戸学院大学 2011

薬・法・栄養・総合リハビ

リテーション・人文・経

済・経営

An urban heat island

(UHI) is an area with

especially high air and

ground temperatures.

（中略）As a result,

downtown areas remain

several degrees warmer

far into the evening.

英文

12 不明 不明 城西国際大学 1996 人文

Fortunately, doctors

have developed drugs to

fight malaria. The

majority（中略）of this

century, it had

completely disappeared

from northern Europe.

英文

13 不明 不明 西南学院大学 2008
F日程(2月8

日実施)

Although bear attacks

are rare, they do

happen. Thus, it（中略）

should do if you did

happen to encounter a

bear.

英文

14 不明 不明 中央大学 2009 商 2

The Ancient Egyptians

used a writing system

called hieroglyphs.（中

略）In truth, they are

one of the most practical

and beautiful writing

systems ever created,

combining the

advantages of kanji with

the advantages of an

alphabet system.

英文



15

Activity 63

Between

Two Worlds

from Oral

Fluency　-

Imagine It!

不明 東京経済大学 2014
経済・経営・コミュニケー

ション・現代法
2

Someone had made a

mistake. When she was

growing up,（中略）she

helps her readers

understand about living

in two cultures.

英文

16 不明 不明 同志社大学 1998 神・法 1

Most people in the

industrialized world are

affected everyday by the

purchase（中略）as

successful

commercializers gain

more control over land,

labor, and capital.

英文

17 不明 不明 徳島文理大学 1996
 2期・ 2月22

日実施
工

The roads in European

countries are good for

riding on（中略）but the

roads are not as steep

as we expect.

英文

18 不明 不明 日本大学 1998 経済 3

Differences between the

Japanese and Americans

appear in attitudes

toward human beauty.

（中略）Young university

students may go to the

roofs of apartment

buildings or lay out

blankets on the front

lawns of dormitories to

bask in the sun.

英文

19 不明 不明 立命館大学 1995 国際関係 2

If I were to unscramble

a poorly written

paragraph, it would

have an introduction, a

body, and a conclusion.

（中略）Include them all

and your writing

becomes a treat to the

reader.

英文



20 不明 不明 大学入試センター 2004 追試験･筆記 3-C

A basic rule of medical

science is that no human

life should be used for

the benefit of another.

（中略）They also fear

that cloning might lead

to attempts to create

"superior" humans.

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

21 不明 不明

If you are to become

friends with people

from other countries,

（中略）You must

admit that there are

many different ways

of doing anything and

that every way has its

own origin and

history.

英文

◆著作物一覧◆

次の英文・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。

著作物番

号
題号 著作者名

英文・和文

の別
ドメイン URL 問題番号または冒頭文


