
権利者を探しています 

以下の内容についてのお問い合わせ、お心当たりのある方は④連絡先にご連絡くださいますようお願い致します。 

① 広告主名 
オーファンワークス実証事業実行委員会 
 

② 著作物等のジャンル 
1. 写真の著作物 

2. 美術の著作物および写真の著作物 

3. 言語の著作物 

4. 言語の著作物および写真の著作物 

5. 言語の著作物 

6. 地図の著作物 

7. 言語の著作物 

8. 美術の著作物 

9. 言語の著作物 

10. 言語の著作物 

11. 美術の著作物（漫画） 

12. 言語の著作物 

 
③ 著作物等の概要 

1. 墨田区立図書館所蔵の写真資料。 

2. 作家 吉村昭氏および津村節子氏の作品が掲載された同人誌等の表紙絵・写真等。 

3. 大学入試問題に使用された和文。(学校法人駿河台学園にて使用) 

4. 大学入試問題に使用された英文、和文（入試問題以外を含む）、写真。（学校法人河合塾にて使用） 

5. 日本語のエッセイ、俳句、小説等。（株式会社Ｚ会にて使用） 

6. 岐阜県図書館所蔵の古地図。 

7. 英米の釣りに関する専門書等。 

8. 日本赤十字社徳島県支部所蔵の絵画。 

9. 大学入試問題に使用された英文および和文。（駿台文庫株式会社にて使用。 

10. 映画「黒い牡牛」の日本語字幕翻訳。 

11. 昭和30年頃に講談社より発行された少年少女漫画雑誌等。 

12. 俳優 高倉健氏出演映画作品の脚本。 

 
 
④ 連絡先 
社名 オーファンワークス実証事業実行委員会 <申請事務担当> 一般社団法人日本写真著作権協会 
住所 〒102-0082 東京都千代田区一番町25 JCIIビル TEL 03-3221-6655  E-mail jpca-info@jpca.gr.jp  

https://jpca.gr.jp/


 
 

⑤ 詳細 

1.写真の著作物 

墨田区立図書館所蔵の写真資料合計96点を同図書館WEBサイトに公開するため、権利処理を行う必要があると判断し

ましたが、寄贈等の経緯がすべて不明であり、情報提供を求めています。 

写真資料は墨田区周辺地域の街頭撮影が中心です。書誌番号01845～03136。 

 

２. 美術の著作物および写真の著作物 

平成 29 年 3 月に開館予定である荒川区の複合施設「ゆいの森あらかわ」内の「吉村昭記念文学館」において展示等を

行う、以下同人誌等の複製および紹介映像等を製作するにあたり、同雑誌表紙絵・写真等の著作権者が判明せず、情

報提供を求めています。 

(1) 津村節子/小説等所収「少女世界」9 月号【表紙“秋の陽”】山本サダ【目次カット】鈴木悦郎 

(2) 津村節子/小説等所収「少女世界」8 月号【表紙画】田村耕介 

(3) 津村節子/小説等所収「少女世界」6 月号【表紙】佐藤茂美 

(4) 同人雑誌「學習院文藝」№1【表紙】不明 

(5) 同人雑誌「Z」第2号【カット】不明 

(6) 同人雑誌「Z」第7号（終刊号）【表紙・カット】田中充昭 

(7) 吉村昭 著「青い骨」【装幀・カット】八藤清 

(8) 「プロモート」№20～24【表紙・カット】小沢敏真 

(9) 吉村昭 著「戦艦武蔵ノート」【装幀】鈴木礼男 

(10) 吉村昭 著「少女架刑」【表紙】不明 

(11) 同人雑誌「環礁」【表紙】不明 

 

3. 言語の著作物 （別紙1） 

学校法人駿河台学園が、大学入試問題として出題された和文 51 点(別紙 1)について学内授業用教材として利用するに

あたり、同著作物の著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

 

4. 言語の著作物 （別紙2） 

学校法人河合塾が、大学入試問題として出題された英文 15 点、和文（入試問題以外を含む）35 点、写真 17 点(別紙 2)

について学内授業用教材として利用するにあたり、同著作物の著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

 

5. 言語の著作物  

株式会社Ｚ会が、以下のエッセイ、俳句、小説等を、同社が発行する学習参考書および同社提携先である市進教育グル

ープ教室用教材に掲載するにあたり、同著作物の著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

（1） 若桑みどり「レット・イット・ビー「異時代人の目」」 

（2） 中里恒子「樹下」 

（3） 野村喜舟「天に穴ありて落ちくる雲雀かな」  

（4） 黒瀬勝巳「背中」 

（5） 大槻紀奴夫「風邪の子の瞬き一つわれを追ふ」 

（6） 浅野楢英「論証のレトリック」 

（7） 椎名健「人はなぜ嘘をつくのか」 

（8） 御厨良一「哲学が好きになる本」 

 

6. 地図の著作物 （別紙3） 

岐阜県図書館所蔵の古地図 81 点（別紙 3）を同図書館WEB サイトに公開、複写して配布およびパネル展示として利用

するにあたり、著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

 

 

 



7. 言語の著作物（別紙4） 

個人が英米の釣りの歴史書を出版する際、英米の釣りに関する専門書等10点（別紙4）を引用して利用するにあたり、著

作権者が判明せず、情報提供を求めています。※引用して使用する文章の量が多いため、著作権処理を行うもの。 

 

8. 美術の著作物 

認可法人日本赤十字社徳島県支部所蔵の以下絵画について、同支部創立130周年記念美術展にかかる図録作成およ

び美術術展の紹介記事に利用するにあたり、同著作物の著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

（1） 大和田富子「征途を前に」 

（2） 白谷登「征途の別れ」 

 

9.  言語の著作物 （別紙5） 

駿台文庫株式会社が、大学入試問題として出題された英文2点および和文1点(別紙5)について、同社が発行する問題

集に掲載するにあたり、同著作物の著作権者が判明せず、情報提供を求めています。 

 

10. 言語の著作物 

株式会社東北新社が「黒い牡牛」（制作年：1956 年／アメリカ映画）のビデオグラム販売と配信販売を行うにあたり、旧国

内権利者（ビデオグラム発売元、発売日1989年1月30日）である株式会社ＴＳＩエンタテイメント・バンク社が現存しない

ため、日本語字幕翻訳者名が分からず、情報提供を求めています。 

 

11. 美術の著作物（漫画） 

株式会社講談社が以下の少年少女漫画雑誌等を配信販売するにあたり、著作権者が判明せず、情報提供を求めてい

ます。 

（1） 小野寺秋風「お江戸のくりちゃん」（講談社 昭和28年発行) 

（2） 瀬越憲 「バグダッドの王子」（講談社 発行年不明) 

 

12. 言語の著作物 

株式会社毎日新聞社が以下の高倉健氏出演映画作品を「高倉健 追悼展」における館内上映用映像素材および図録

に利用するにあたり、脚本に関する著作権者の所在等が判明せず、情報提供を求めています。 

（1） 「にっぽんＧメン 特別武装班出動」（製作：東映）脚本家：春万作 

（2） 「鯨と斗う男」（製作：東映）脚本家：岡田豊 

（3） 「恋愛自由型」（製作：東映）脚本家：中山隆三 

（4） 「国際スリラー映画 漂流死体」（製作：東映）脚本家：白石浩三 

（5） 「殴り込み艦隊」（製作：東映）脚本家：北村勉 

（6） 「べらんめぇ芸者罷り通る」（製作：東映）脚本家：瀬川昌治／川上参八 ※川上氏連絡先不明 

（7） 「カミカゼ野郎 真昼の決斗」（製作：にんじんプロダクション／國光影業） 

脚本家：深作欣二／太田浩児／池田雄一 ※太田氏連絡先不明 

 

 

 

 

以上  

 

 



＜別紙1＞ 

3. 大学入試問題に使用された和文51点 (学校法人駿河台学園にて使用) 

№ 著作者 題号（問題文冒頭より） 
備考（入試問題の場合、 

年度・大学・学部等） 

1 不明 不明（「晩鐘」「落穂拾い」などの作品で有名なフランスの画家ミレーは，…） 1992慶應義塾大／文 

2 不明 不明（機械と心とは，…機械と心とは，昔から相対立する二つの原理を表してきた。） 1994慶應義塾大／文 

3 不明 不明（ハントに続いて彼女も地下の実験室に入った。…） 1994慶應義塾大／文 

4 不明 不明（先日，佐野洋子著『100万回生きたねこ』という…） 1995早稲田大／二文 

5 不明 不明（世界経済のグローバル化は，今日避けがたい潮流として…） 1995東京大／文Ⅰ 

6 不明 不明（先日，坂東玉三郎さんと夕食を一緒にする機会をもった。…） 1996慶應義塾大／文 

7 不明 不明（その浜は三重県の半島の先の、広い太平洋に面した小さな入り江にある。…） 1996慶應義塾大／文 

8 不明 不明（佐渡の宿根木と言う小さな村で、幕末、あまり熱心とは言えない医業を…） 1996慶應義塾大／文 

9 不明 不明（環境庁が「日本の音風景百選」を発表した。…） 1997鹿児島大／教育／理 

10 不明 不明（人間にとって空間が時間と共に，世界を了解し，…） 1997慶應義塾大／文 

11 不明 不明（「言葉が生まれる経験に立ち会いたい」……そうAさんが意を決して…） 1997早稲田大／人間科学 

12 不明 不明（人間は社会的な動物である。…） 1998宮城大／看護-後期 

13 不明 不明（心にかんする昔からのいろいろな言葉――霊魂，…） 1998慶應義塾大／文 

14 不明 不明（アービング・フィッシャーは，アメリカが 1920年代の好況から…） 1999慶應義塾大／商 

15 不明 不明（どうして我われは，善良で，①公正で，寛大で，熱心でなければならないのだろうか。…） 1999長野県看護大／前期 

16 不明 不明（日本に居住している大多数の人々にとって，自分が日本人であることは…） 2000横浜国大  教育／人間科学 

17 不明 不明（どっどど どどうど ※宮沢賢治『風の又三郎』を引用 町中のあらゆる路地が舗装され，…） 2000早稲田大／二文 

18 不明 不明（親の世代が青少年の言動を非難するのはいつの時代にも見られる光景だが，…） 2000日本大／医学部 

19 不明 不明（携帯電話の初期型である「ショルダーホン」が登場したのは 1985年。…） 2001慶應義塾大／環境情報 

20 不明 不明（若い世代（ここでは，中・高校生・大学生，あるいはティーンから 20歳前後までをさす）は，） 2001慶應義塾大／文 自己推薦 

21 不明 不明（世界の人口は，近代，とりわけ 20世紀になって急激に増加し，…） 2001慶應義塾大／経済 

22 不明 不明（ものにさわったり，触れたりすることについて多少とも考えるようになったのは，…） 2001早稲田大／一文 

23 不明 不明（今日バーチャルリアリティー（仮想現実）の問題が善きにつけ悪しきにつけ…） 2001日本大／医 

24 不明 不明（遺族Aさん 私の夫（46歳）が，がんであると診断されたときは，…） 2002慶應義塾大／看護医療／推薦 

25 不明 不明（遺族Bさん 「私の母（75歳）は，2つの病院に入院しました。…） 2002慶應義塾大／看護医療／推薦 

26 不明 不明（情報化社会であるとかＩＴ(Information Technology)革命などといった…） 2002慶應義塾大（商） 

27 不明 不明（社会の変化とともに，今日，日本の大学は，そのあり方を…） 2002慶應義塾大／経済 

28 不明 不明（パーソナルコンピュータ（パソコン）やコンピュータネットワーク（ネットワーク）を相互に…） 2003香川大／工 

29 不明 不明（おっぱいは，ありすぎて悩む人もいれば，逆に大きくしようと） 2002早稲田大／二文 

30 不明 不明（国際機関，日本政府，日本の子ども，先進国政府，児童労働者が…） 2003滋賀県立医科大／医／後期 

31 不明 不明（哲学者へーゲルは，有史以来の西欧の歴史を眺めるうちに，…） 2003千葉大／医-医 

32 不明 不明（トップアスリートがトップたるためには，常に「より速く・より高く・より強く」…） 2003早稲田大／スポーツ科学 

33 不明 題 「科学技術時代を支える価値観」（自然にはふしぎに思うことがたくさんあり…） 2003東京薬大 生命科学  公募推薦 

34 不明 不明（古代オリンピックでは，競技会で反則を犯した選手に，…） 2004早稲田大／スポーツ科学 



№ 著作者 題号（問題文冒頭より） 
備考（入試問題の場合、 

年度・大学・学部等） 

35 不明 不明（西暦年号の千の桁が変わった 20世紀末は、…） 2004東京外語大／前期 

36 不明 不明（私はスポーツが好きではない。…） 2005早稲田大／スポーツ科学・推薦 

37 不明 不明（近年における科学技術の進展にはめざましいものがあるが，…） 2006慶應義塾大／経済 

38 不明 不明（水平性のアメリカ社会で，対人関係を規定するもっとも大きな…） 2006早稲田大／スポーツ科学 

39 不明 不明（90年代になると，バブル崩壊後の深刻な不況が日本を襲った。…） 2006早稲田大／スポーツ科学 

40 不明 不明（「生命は学習である」とよく言われる。私たちは学ぶことによって生き，…） 2006早稲田大／政経 

41 不明 不明（先端医療技術の進歩によって，現代の医学は大きく進歩し，…） 2006日本医科大 

42 不明 不明（今日，グローバリゼーションの波は世界的な規模で…） 2006日本大／医学部 

43 不明 不明（〈株式会社について〉 株式会社は，大規模な企業活動を行うために…） 2006北海道大／経済 

44 不明 不明（人になにか自分の知っていることを聞かれたとき，…） 2008早稲田大／政経 

45 不明 不明（グローバリゼーションという言葉の歴史は面白い。…） 2009一橋大／後期／法 

46 不明 不明（柳原和子というノンフィクション作家がいた。…） 2010浜松医科大／医／推薦 

47 不明 不明（いま，スポーツが，暴走している。…） 2011早稲田大／スポーツ科学 

48 不明 不明（先日のことであるが，「精神の分子的基盤」をテーマとする，…） 2011浜松医科大／医／医／後期 

49 不明 不明（日本でも各省庁に分散していたスポーツ行政の役割を，…） 2012早稲田大／スポーツ科学 

50 不明 不明（まずは，「やりたいこと」とは何か，について考えてみましょう。…） 2012日本大／医 

51 不明 不明（甲 類人猿とともにはじまる《道具の使用》の重要な意味は，…） 早稲田大／教育(文)(年度不明)1998以前 

 



＜別紙2＞ 
4. 大学入試問題に使用された英文15点、和文（入試問題以外を含む）35点、写真17点（学校法人河合塾にて使用） 

・英文15点 

№ 著作者 題号   備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

1 不明 不明 2001崇城大／工 

2 不明 不明 2001武蔵工業大／工Ａ方式 

3 不明 不明 2004小樽商科大／商（昼間・夜間主）-前期 

4 不明 不明 2004香川大／法（昼間）／経済（昼間）／教育／工-前期 

5 不明 不明 2000学習院女子大／国際文化交流Ｂ方式 

6 不明 不明 2001立教大／法 

7 不明 不明 2009青山学院大／経営 

8 不明 不明 1996慶應義塾大／経済 

9 不明 不明 2000中央大／商 

10 不明 不明 2008首都大学東京大／都市教養-前期 

11 不明 不明 2010東京大／後期 

12 不明 不明 1989駒澤大／経済－経済 

13 不明 不明 1991西南学院大／文・英文・外国語 

14 不明 不明 1999青山学院大／経済 

15 不明 不明 2002立教大／文Ａ 

 

・和文35点 
№ 著作者名 題号   備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

1 井内 邦彦 天国に行くための８つの知恵 

2016年度 ＜前期＞ 広島大学 総合科学文系「小論文」／ 

ハロルド・Ｓ・クシュナー著の翻訳（小西 康夫との共訳） 

2 板倉 勝正 粘土に書かれた歴史 Ｅ・キエラ著の翻訳 

3 大垣 千枝子 楊梅 入試問題以外 

4 大沢 敏郎 粘土に書かれた歴史 入試問題以外 

5 加地 永都子 影の学問、窓の学問 

2007年度 法政大学 文学部、経営学部 Ａ方式Ⅰ日程「国語」／ 

Ｃ．ダグラス．ラミス著の翻訳 

6 加藤 憲市 マカートニー奉使記 

2015年度 ＜前期＞ 一橋大学 全学部「世界史」／ 

イーニアス・アンダースン著の翻訳 

7 鎌田 伸一 失敗の本質：日本軍の組織論的研究 

2015年度 慶應義塾大学 総合政策学部「小論文」／ 

戸部 良一、寺本 義也、杉之尾 孝生、村井 友秀、野中 郁次郎との共著 

8 川口 正秋 芸術の非人間化 

1984年度 早稲田大学 政治経済学部「国語」／ 

オルテガ・イ・ガセット著の翻訳 

9 河田 智雄 ダイナマイトと平和：ノーベル イーディス・パターソン・メイヤー著の翻訳 

10 北沢 三保 遙かな森 谺する谷 2009年度 都立日比谷高校「国語」 

11 工藤 父母道 ほろびゆくブナの森 入試問題以外 



№ 著作者名 題号   備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

12 熊谷 独 尾道少年物語 入試問題以外 

13 斎藤 恵彦 国際人道法 モーリス・トレッリ著の翻訳 

14 佐藤 賢了 大東亜戦争回顧録 2016年度 ＜前期＞ 北海道大学 総合入試(文系)、学部入試(文)「日本史」 

15 神藤 雅子 日本語の国際化 入試問題以外 

16 玉城 哲 水の思想 入試問題以外 

17 東郷 文彦 日米外交三十年：安保・沖縄とその後 入試問題以外 

18 東上 龍太 マンガと子ども 入試問題以外 

19 直塚 玲子 欧米人が沈黙するとき：異文化間のコミュニケーション 2014年度 ＜前期＞ 宮崎大学 教育文化学部「小論文」 

20 永井 明 「野口英世伝」はなぜ読まれ続けてきたのか 入試問題以外 

21 中里 恒子 家の中 入試問題以外 

22 中西 良夫 Ｗ・Ｒ・ランバス：アフリカ伝道への祈りと足跡 

2015年度関西学院大学文学部、人間福祉学部、法学部、商学部「世界史」/ 

ウォルター・Ｒ・ランバス著の翻訳 

23 中埜 肇 時間と人間 入試問題以外 

24 奴田原 睦明 遊牧の心 2005年度 都立国立高校「国語」 

25 橋口 収 饒舌と寡黙の間 1996年度 ＜前期＞ 九州大学 教育学部「国語」 

26 畠山 憲司 クワタとユーミン：ふたつのサクセスストーリー 入試問題以外 

27 原田 鋼 新版西洋政治思想史 入試問題以外 

28 東 峰夫 燈「大きな鳩の影」所収 入試問題以外 

29 藤川 正信 メンロパークの魔術師：エジソン スターリング・ノース著の翻訳 

30 丸山 静 中国の女たち（訳者あとがき） 入試問題以外 

31 南 聡子 スポーツ嫌い 2005年度 早稲田大学 スポーツ科学部「小論文」 

32 村上 正二 元朝秘史「モンゴル秘史３：チンギス・カン物語」所収 著作者不明の翻訳 

33 保田 正義 
ブラジル・メキシコ・アフリカ 

 「ウォルター・ラッセル・ランバス資料（３）」所収 

2016年度関西学院大学文学部、人間福祉学部、法学部、商学部「世界史」/ 

ウォルター・Ｒ・ランバス著の翻訳 

34 良知 力 春と猫塚 入試問題以外 

35 若林 力 漢文名作選．１ 江連 隆との共著 

 
・写真17点 

No. 写真名（仮称） 備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

1 モロッコで作成されたカレンダー 2000年センター試験世界史B追試・解答番号18 

2 刀貨（刀銭） ９８年センター試験本試世界史B 解答番号２５ 

3 布貨（布銭） ９８年センター試験本試世界史B 解答番号２５ 

4 環境の半両銭 ９８年センター試験本試世界史B 解答番号２５ 

5 貝貨 ９８年センター試験本試世界史B 解答番号２５ 

6 満州文字 ８９年センター試験本試世界史B 解答番号２１ 

7 西夏文字 ８９年センター試験本試世界史B 解答番号２１ 



No. 写真名（仮称） 備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

8 楔形文字 ８９年センター試験本試世界史B 解答番号２１ 

9 漢字の原形 ８９年センター試験本試世界史B 解答番号２１ 

10 ラスコー ９２年センター本試世界史Ｂ・解答番号１ 

11 ガンダーラ様式の仏像 ９２年センター本試世界史Ｂ・解答番号４ 

12 アンコール＝ワット 09年センター試験世界史B本試・解答番号22 

13 銅鼓 09年センター試験世界史B本試・解答番号22 

14 立憲政友会発会式 

立憲政友会発会式（山川「新日本史B」p284）（山川「現代の日本史Ａ」） 

山川出版に確認したところ権利者不明であった。 

15 第１回普選ポスター 

第１回普選ポスター（実教出版「高校日本史B」p196）。 

朝日新聞公募されたポスター佳作と思われる。権利者不明。 

16 築地小劇場ポスター 夜の宿 築地小劇場ポスター夜の宿（清水書院「高等学校日本史B」p215）。権利者不明。 

17 
朝鮮窒素肥料会社の興南工場と 

社宅の風景 

日本窒素肥料会社の興南工場と社宅（山川「新日本史B」日B307  P313掲載の写真） 

→教科書に出所は掲載されておらず、2014年11月21日時点で山川出版社と 

毎日新聞データベースセンターへ確認したが、権利者不明であった。 

 



＜別紙3＞ 
6. 岐阜県図書館所蔵の古地図81点 

№ 地図名 著作者 発行年 

1 （内）名古屋案内地図 齋藤保一（印刷・発行） 大正5年(1916) 

2 （外）実測最新版浜松市全図 齋藤忠一（著・発行）  昭和2年(1927) 

3 （外）実測最新版浜松市全図 齋藤忠一（著・発行）  昭和3年(1928) 

4 （外）実測最新版浜松市全図 齋藤忠一（著・印刷・発行） 昭和4年(1929) 

5 （内）高野山真景大全図 平田永吉（著・発行）  明治40年(1907) 

6 （内）高野山真景大全図 平田永吉（著・発行）  明治33年(1900) 

7 （内）参宮案内地図 日下伊兵衛（著・発行） 大正8年(1919) 

8 （内）宇治山田市街精図 日下伊兵衛（著・発行・印刷） 昭和5年(1930) 

9 （外）最新福井市街地図 日下伊兵衛（著・発行） 昭和12年(1937) 

10 （外）最新実測北海道全図附樺太千島図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正6年(1917) 

11 （外）最新実測北海道全図附樺太千島図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正9年(1920) 

12 （内）大改正大阪実測図 日下伊兵衛（編集・発行・印刷） 明治30年(1897) 

13 （内）大改正大阪実測図 日下伊兵衛（編集・発行・印刷）  明治32年(1899) 

14 （外）実地踏測大阪市街全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 明治44年(1911) 

15 （外）実地踏測大阪市街全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正8年(1919) 

16 （内）大阪市都市計画図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正12年(1923) 

17 （外）最新大大阪全図 日下伊兵衛（著）  昭和18年(1943) 

18 （外）最新大大阪全図 日下伊兵衛（著）  昭和18年(1943) 

19 （外）二万分ノ一第二次大阪都市計画全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 不明 

20 （内）大阪都市計画一覧図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 不明 

21 （外）名古屋市街全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 昭和3年(1928) 

22 （内）京阪神付近実測精図 日下伊兵衛（著・発行・印刷） 大正2年(1913) 

23 （外）岡山市街全図 日下伊兵衛（著・発行） 大正9年(1920) 

24 （内）伊勢参宮地図 日下伊兵衛（著・発行・印刷） 昭和4年(1929) 

25 （外）朝鮮全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正6年(1917) 

26 （外）朝鮮全図 日下伊兵衛（著・印刷・発行） 大正12年(1923) 

27 （外）愛知県第一区名古屋并熱田全図 藤井富太郎（著）  明治10年(1877) 

28 （外）明細新選東京全図 長谷川政忠（編） 明治18年(1885) 

29 （外）明細新選東京全図 長谷川政忠（編） 明治21年(1888) 

30 （外）明細新選東京全図 長谷川政忠（編） 明治23年(1890) 

31 （内）善光寺境内及長野町全図 中村信太郎（発行・印刷） 明治24年(1891) 

32 （外）善光寺境内並長野市街図 中村信太郎（編集・発行・印刷） 明治26年(1893) 

33 （内）長野市街並近傍名所真図 中村信太郎（編集・発行）  明治32年(1899) 

34 （外）善光寺境内並長野市街図 中村信太郎（編・発行・印刷） 明治26年(1893) 

35 （内）大字明細 帝国里程全図 中村伊助（著・印刷）  明治40年(1907) 



№ 地図名 著作者 発行年 

36 （内）実地踏測大阪市街全図 中村伊助（著・印刷） 明治36年(1903) 

37 （内）実地踏測大阪市街全図 中村伊助（著・印刷）  明治39年(1906) 

38 （外）京都明細地図 竹内庄之助（編集）  明治28年(1895) 

39 （内）京都明細地図 竹内庄之助（編集）  明治28年(1895) 

40 （外）最新福岡市街及郊外地図 大淵善吉（著・発行） 大正9年(1920) 

41 （外）最新福岡博多及郊外地図 大淵善吉（編・発行） 大正12年(1923) 

42 （内）最新福岡市街及郊外地図 大淵善吉（編・発行） 大正15年(1926) 

43 （外）最新松山市街地図 大淵善吉（編・発行） 大正9年(1920) 

44 （内）門司新市街図 大淵善吉（編・発行） 昭和3年(1928) 

45 （内）名古屋市新地図 大淵善吉（編集・印刷・発行） 大正11年(1922) 

46 （外）大名古屋市街地図 大淵善吉（編集・印刷・発行） 大正12年(1923) 

47 （外）大名古屋市街地図 大淵善吉（編集・印刷・発行） 大正13年(1924) 

48 （外）九州最新地図 大淵善吉（編・発行・印刷） 大正12年(1923) 

49 （内）伊勢参宮案内地図 大淵善吉（著・発行） 大正14年(1925) 

50 （内）伊勢参宮案内地図 大淵善吉（著・発行） 昭和15年(1940) 

51 （外）福井市新地図 大淵善吉（著・発行） 昭和5年(1930) 

52 （内）名古屋市街新地図 大洞伝次郎（編集・印刷）  大正8年(1919) 

53 （内）名古屋市街新地図 大洞伝次郎（編集・印刷）  大正9年(1920) 

54 （内）名古屋市新地図 大洞伝次郎（編集・印刷）  大正9年(1920) 

55 （内）最近岐阜市街図 浅野敬一（著・発行） 大正10年(1921) 

56 （内）最近岐阜市街図 浅野栄次郎（著・発行） 大正13年(1924) 

57 （内）美濃岐阜市街全図 川瀬善一（版・編） 明治16年(1883) 

58 （内）美濃國養老公園地全形絵図 川瀬善一（編） 明治14年(1881) 

59 （内）養老公園全図 川瀬善一（編） 明治15年(1882) 

60 （内）名古屋市街全図 奥村栄助（著・発行・印刷） 大正12年(1923) 

61 （外）大改正大名古屋新地図 奥村栄助（著・発行・印刷） 大正13年(1924) 

62 （外）熊本市街全図 衛藤眞毎（著） 明治26年(1893) 

63 （内）亜細亜内部大日本韓清地図 嵯峨彦太郎（編・発行・印刷） 明治27年(1894) 

64 （内）日清韓三国明細全図 山口米吉（編・発行） 明治27年(1894) 

65 （外）高野山全図 米坂四郎兵衛（編集・発行）  明治23年(1890) 

66 （内）美濃國谷汲山図 服部貞之助（印刷・発行） 明治31年(1898) 

67 （内）大日本職業別案内図大広島市 木谷栄吉（著・発行） 昭和13年(1938) 

68 （内）美濃國養老公園地全形絵図 池田崇廣（製図） 豊原堂刀（彫刻） 明治15年(1882) 

69 （外）欧亜一目日露清韓明細地図 冨田義文（発行・印刷） 明治37年(1904) 

70 （外）日露清韓明細地図 冨田義文（発行・印刷） 明治37年(1904) 

71 （外）養老公園之真図 田中正兵衛（著・発行） 明治35年(1902) 



№ 地図名 著作者 発行年 

72 （内）近江八景之図 坂本義田 不明 

73 （内）愛知県名古屋明細地図 樺井達之輔（編集）  明治19年(1886) 

74 （内）京都名所獨案内 樺井達之助（編）  明治20年(1887) 

75 （内）京都区組分細図 樺井達之助（編）  明治20年(1887) 

76 （外）改正新刻京都区組分名所新図 椛井達之助（編集）  明治20年(1887) 

77 （内）旅順戦跡案内詳図 土屋清見（著・発行） 大正12年(1923) 

78 （内）旅順戦跡案内詳図 土屋清見（著・発行） 大正15年(1926) 

79 （外）新訂 大日本全図 野際馨（編纂）  明治26年(1893) 

80 （外）新訂 大日本全図 野際馨（編纂）  明治29年(1896) 

81 美濃養老公園全図 和田玉壺（編集・製図） 明治26年(1893) 

 



＜別紙4＞ 
7. 英米の釣りに関する専門書等10点 

№ 著作者 
作者 

没年 
題号 発表年 出版社 

1 John McDonald 1998 THE COMPLETE FLY FISHERMAN 1949 JONATHAN CAPE(LONDON) 

2 Arnold Gingrich 1976 THE FISHING IN PRINT 1974 WINCHESTER PRESS(NEW YORK) 

3 Frank Sawyer 1980 NYMPHS AND THE TROUT 1958 STANLEY PAUL(LONDON) 

4 Harry Darbee 1983 CATSKILL FLYTIER 1977 J.B. LIPPINCOTT COMPANY(PHILADELPHIA AND NEW YORK) 

5 George Grant 2008 MONTANA TROUT FLIES 1972 AUTHOR'S OWN PUBLISHING 

6 Charles Waterman n.a. MIST ON THE RIVER 1986 YELLOWSTONE PRESS (LIVINGSTONE) 

7 Vincent Marinaro 1986 A MODERN DRY-FLY CODE 1950 CROWN PUBLISHERS INC.(NEW YORK) 

8 Sparse Grey Hackle (PEN NAME) 1983 FISHLESS DAYS, ANGLING NIGHTS 1971 CROWN PUBLISHERS INC.(NEW YORK) 

9 Art Flick 1985 
STREAMSIDE GUIDE TO NATURALS 

AND THEIR IMITATIONS 
1947 G.P. PUTNAM'S SONS (NEW YORK) 

10 Oliver Kite 1968 NYMPH FISHING IN PRACTICE 1963 HERBERT JENKINS LTD. 

 



＜別紙5＞ 
9. 大学入試問題に使用された英文2点、和文1点（駿台文庫株式会社にて使用） 

 

・英文2点 

№ 著作者 題号   備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

1 不明 不明 2016年度九州大学入試問題 

2 不明 不明 2016年駿河台大学入試問題 

 

・和文1点 

№ 著作者 題号   備考（入試問題の場合、年度・大学・学部等） 

1 山本新 人類の知的遺産74 トインビー 2016年度慶應大学入試問題（法学部・小論文） 

 

 
 


