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注　意　事　項

(1) 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見ないこと。

(2) 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚れ等

に気付いた場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

(3) 解答は別に配布する解答用紙の
がいとう

該当欄に正しく記入すること。ただし，解答に

関係のない語句・記号・落書き等は解答用紙に書かないこと。

(4) 解答用紙上部に印刷してある志望学部・学科コード，受験番号，氏名（カタカ

ナ）を確認し，氏名欄に氏名（漢字）を記入すること。もし，印刷に間違いが

あった場合は，手を挙げて監督者に申し出ること。

　KAIDO SCHOOL



〔 I 〕　次の英文の下線部を和訳せよ。

When Japanese people meet and exchange greetings, they tend to mention

something about the weather and the particular season. In other words, instead of

saying, “How are you doing?” they say, for example, “Hi, it’s really looking like

spring today, isn’t it?” On TV and the radio, announcers often begin what they

have to say with a few words related to the season. Also, because Japan has four

distinct seasons, it was and still is considered polite to put some seasonal description

into daily conversation, even if it is just a few words.

[出典: Yamakuse, Y. & Warriner, D. (2010). The history, religion and pride of Japan. Tokyo: IBC

Publishing に基づく]

〔 II〕　次の英文の空所 ( A )～( F )を埋めるのに最も適当なものを下の 1～9の中か

ら選び，その番号を記入せよ。

On his ninth birthday, Bart Weetjens was given a hamster for a present, and he

was so fond of it that he used to ( A ). Bart gave his hamster another to play with.

Soon, he had a lot of hamsters, and, realizing that they were quite easy to breed,

he started selling them back to the pet shop. With the money he earned, he was

also able to buy and keep other types of rodents, and acquired a good knowledge

of their behaviors.

After graduating from university, Bart was working as a product engineer,

designing various things only to make profit, but he wasn’t really happy with his

job. He didn’t really ( B ). One day he saw Princess Diana on TV drawing popular

attention to landmines, still one of the world’s most tragic issues. Thousands of

innocent people are killed or seriously injured by landmines each year, and the

threat of landmines keeps people away from their villages and prevents them from

living normal lives.
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Bart decided to work on the landmine problem affecting people in Africa and

began to consider possible ways of solving it. Usually, landmines were detected

and removed by humans using metal detectors. But this is so slow, expensive,

and dependent on experts’ knowledge that thousands of acres of land still remain

dangerous and useless. So there is a strong need ( C ).

Searching for a new solution, Bart came across an article on the ability of rats

to identify the smell of explosives. This allowed him to combine his investigation

of landmines with his knowledge of rodents from childhood. He finally came up

with the idea that rats could be trained to find landmines. He founded a non-profit

organization, APOPO, with his friends in 1997, and has been training African giant

rats, which are easily obtainable locally and can be used instead of ( D ). APOPO

calls them HeroRATs.

HeroRATs’ sense of smell is much better than dogs’, and they are much lighter

and less likely to ( E ). They’re trained to identify the smell of landmine materials.

When they detect it and point their noses directly at the ground, they are given food

as a reward. They quickly learn the process and repeat it to get more food. This

method is so efficient that a team with a HeroRAT can process 100 square meters

within half an hour, while it would take two days if a human with a metal detector

did this. Clearing landmines with HeroRATs has proved to be highly successful,

enabling lots of people to return to their villages and to live their lives ( F ).

注 rodent(s)　（ネズミ，ウサギ，リスなどの）げっ歯類の動物

landmine(s)　地雷

metal detector(s)　金属探知機
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1. dangerous landmines buried in the earth

2. in search of any landmines

3. expensive technologies imported from abroad

4. without fearing any landmines

5. feel like he was doing good in the world

6. to continue to use only this method

7. explode a landmine by accident when walking over it

8. secretly take it to school, until his teacher found it

9. to solve this problem more efficiently
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〔III〕　次の (a)～(h)の各文の下線部に入れるのに最も適当な語 (句)を 1～4の中から一つ

ずつ選び，その番号を記入せよ。

(a) Paul never me know the truth.

1. let 2. got 3. told 4. permitted

(b) Help some apples.

1. yourself at 2. you on 3. yourself in 4. yourself to

(c) more patience, you could have overcome the difficulty.

1. Unless 2. With

3. If you were 4. If you had been

(d) Susan is better off than she was ten years ago.

1. such 2. very 3. far 4. lot

(e) The thought of giving up never to me.

1. imagined 2. hit 3. occurred 4. struck

(f) We have two dolls here. You may choose of them.

1. that 2. either 3. the other 4. this

(g) Could you tell me to open the bottle with?

1. what 2. how 3. why 4. where

(h) Anybody can enjoy yoga, and your age makes absolutely no .

1. idea 2. problem 3. importance 4. difference
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〔IV〕　次の (a)～(f)において，下線部の発音が見出し語と同じものを 1～5の中から一つず

つ選び，その番号を記入せよ。

(a) curtain

1. worker 2. farther 3. heart 4. calm

(b) mobile

1. glove 2. oven 3. soar 4. loaf

(c) impressive

1. appreciate 2. declare 3. leather 4. repair

(d) steer

1. defeat 2. stare 3. clear 4. treaty

(e) studio

1. war 2. basis 3. utter 4. numerous

(f) signature

1. dye 2. liberal 3. disguise 4. bright
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〔V〕　次の日本文の意味を伝えるように英文の ( a )～( f ) の空欄を 1～7 の語で埋

め，その番号を記入せよ。なお，使わない語が各問に一つずつある。

A. 実のところ，我々は年間費用を 500万円削らなければならないのだ。

As ( a ) ( b ) ( c ), we need to ( d ) ( e ) ( f ) five million yen.

1. turns 2. by 3. reduce 4. out

5. annual costs 6. cuts 7. it

B. ガイドはその湖を，新種の生物が毎年発見されている場所だと説明した。

The guide described the lake ( a ) ( b ) ( c ) new species ( d )

( e ) ( f ) each year.

1. being 2. which 3. a place 4. are

5. as 6. where 7. discovered

C. その計画は，実行前にまだ解決すべき問題がいくつかある。

There are some problems yet ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) the project before

it is ( e ) ( f ).

1. be 2. put 3. should 4. into practice

5. with 6. solved 7. to

D. 記念日は，過去を振り返る機会であると同時に，将来のことを考える機会にもなる。

Anniversaries ( a ) ( b ) to look ahead ( c ) ( d ) ( e ) ( f ).

1. as 2. look back 3. also 4. provide

5. to 6. as well 7. an opportunity
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【2020年入試日程】

【系統別日程】 2月 2日（月）

※系統別日程入試は，全学部を 5つの学問系統に分類し，同一系統内であれば 1回の試験で，

指定科目が一致している場合に限り，複数の学部学科を併願できる．3科目 400点満点の傾斜

配点（医学科を除く）で得意科目を活かした受験が可能．入学検定料の割引制度がある．

【一般前期】文系は西南学院大との関係で毎年変更，理系は固定です
2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 11 日

人文学部 人文学部 人文学部 人文学部 全学部

日本語日本文学 文化 教育・臨床心理 歴史 全学科

英語 東アジア ドイツ語 フランス語

法学部 法学部 経済学部 経済学部

法律 経営法 産業経済 経済

商学部 商学部 商学部 商学部第二部

貿易 商 経営 商

会計専門職

理学部 理学部 工学部 工学部

応用数学 物理科学 機械 電気

地球圏科学 化学 電子情報 化学システム

ナノサイエンス 社会数理 社会デザイン 建築

薬学部 薬学部 医学部

薬 薬（理科重視） 看護

スポーツ科学部 スポーツ科学部

健康運動科学 スポーツ科学

※医学部医学科は 2月 2日の系統別日程のみ（１次）

【一般前期：試験教科・科目・配点・時間】

　 人文・法・経済・商・商二

教科 科　　　目 配点 時間

国語 国語総合（現代文 ·古文 ※漢文の単独出題なし） 100点 70分

外国語 英語 I，英語 II，リーディング，ライティング 100点 70分

地歴公民 日本史 B，世界史 B，地理 B，政治・経済，数学 100点 70分

または数学 から 1科目選択
※数学は数学 I · A · II，人文学部歴史学科は「国語」「英語」「地歴公民 1科目」

※系統別の数学は数学 I · A · II · B（数列 ·ベクトル）
理・工・医・薬

教科 科　　　目 配点 時間

数学 数学（I·A·II·B·III） 100点 90分

外国語 英語 I，英語 II，リーディング，ライティング 100点 70分

理科 理科（物理,化学,生物,地学）から 1科目 100点 70分
※医学部医学科は理科 2科目（120分） 医学部看護学科は「英語」「国語」「理科 1科目」

　※数学 Bは数列 ·ベクトル ※理科は基礎科目を含む．また学科により選択の制限がある

　※薬学部の数学は数学 I · A · II · B，また理科重視は「英語」「理科 2科目」
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2018年 2月 2日実施系統別入試データ

1. 試験科目・配点・試験時間：

教科 科目 配点 時間

英語 英語 (コミュニケーション英語 I,II,III,英語表現 I,II 100 70

数学 数学 I,II,A,B(数列,ベクトル) 100 70

理科 物理,化学,生物から 1科目選択 200 70

※物理は物理基礎・物理，化学は化学基礎・化学，生物は生物基礎・生物

2. 志願状況：

学　科 定員 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率

薬学科 230 15 355 340 75 4.5

3. 入試結果：合格者の得点

学　科 合計 最高点 最低点

薬学科 400 377 282

4. 入試結果：合格者の平均点と選択率 (教科・科目別)

学　科 英語 数学 物理 化学 生物

薬学科 71.9 73.0 177.0 157.8 159.3

選択率 − − 20.0% 56.5% 23.5%

合格率 − − 33.8% 21.4% 13.8%

5. 注意事項：

理科の得点が 2倍になります．

数学は試験時間が 70分で，薬学部は人文科学系統・社会科学系統・医療保健系統 (医

学部医学科を除く)・スポーツ科学系統と共通の問題です．

看護学科との併願ができます．物理を選択した場合は看護学科との併願はできませ

ん．

※ 2 月 5 日の薬学部入試は「理科重視」で，試験教科・科目が「英語 (70 分 100 点)」

「理科 2科目 (120分 200点)」で数学の試験はありません．

※ 3月 6日の薬学部の後期試験は「英語 (70分 100点)」「化学 (70分 100点)」で数学

の試験はありません．
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福岡大学　 2018年 2月 2日実施系統別入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. 日本には 4つの異なる季節があるので，日々の会話の中で季節に触れること

は，ほんの一言二言だとしても，礼儀作法であるとみなされていたし，今で

もみなされている． 〔増田塾〕

解答例 2. 日本にははっきりした四季があるので，ほんの短いことばであっても，日常

会話の中に何らかの季節を表す表現を入れるのが礼儀正しいと思われていた

し，今でも思われている． 〔北予備〕

解答例 3. 日本にははっきりとした四季があるので，たとえほんの二言三言であって

も，日常会話の中に何かの季節に関する表現を入れるのが礼儀であると考え

られていたし現在もなおそのように考えられている． 〔問題集〕

〔 II〕　
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

8 5 9 3 7 4

〔III〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

1 4 2 3 3 2 1 4

〔IV〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

1 4 3 3 4 2

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 7 1 4 3 5 2

B 5 3 6 4 1 7

C 7 1 6 5 2 4

D 4 7 6 1 5 2
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〔 I 〕【全文訳例】
　日本人は会って挨拶するとき，天気や季節の話をする傾向があります．つまり，「お

元気ですか」ではなく，「こんにちは．今日は本当に春のようですね」と言うのです．

テレビやラジオでは，アナウンサーはしばしば，季節に関連したいくつかの言葉で話し

始めます．また，日本は四季がはっきりしているので，たとえほんの短い言葉であって

も，日常会話の中に季節を表す言葉を入れるのは，昔も今も礼儀正しいと考えられてい

ます．

解答の Point

• put A into B「Aを Bに入れ込む」

• A was and still is ∼「Aは～だったし，今も～である」

• even if ∼「たとえ～でも」

〔 II〕( )の前後と，選択肢の分析から答えの候補が絞れます．

1. ( )の分析

( A ): He used to ( A ) から動詞の原形で始まるものを選ぶ．so fond of it の it

はハムスターなので，so ∼ that ...の形から ( A )にはハムスターに関する

ことがあると推測．5.と 7.と 8.が候補．

( B ): He didn’t really ( B )から，動詞の原形で始まるものを選ぶ．また，直前

の文が but he wasn’t really happy with his job.とあるので，( B )には現

状に対して内容と推測．5.と 7.と 8.が候補．

( C ): 直前が a strong needと名詞なので ( C )は needの説明が入ると推測．つ

まり形容詞句になれる 6.と 9,が候補．

( D ): instead of ( D )と直前に前置詞があるので名詞句が入る．1.と 3.が候補．

( E ): less likely to ( E )なので動詞の原形で始まるものが入る．5.と 7.と 8.が

候補．

( F ): enable lots of people to return ... and to live their lives ( F )の形から，

( F )には副詞句が入る．2.か 4.が候補．

2. 選択肢の分析

1. 名詞句なので主語・目的語になる．in the earth「地中に」

2. 副詞句なので完全な文の前後に置かれる

3. 名詞句なので主語・目的語になる．1,と同じ役割

4. 副詞句なので完全な文の前後に置かれる．2.と同じ役割

5. feel like ...だから名詞（主語）の後に置かれる．heが誰を指すか

6. to不定詞はいろいろな用法があるので絞れない困った選択肢ですね

7. explode a landmine ...だから名詞（主語）の後ろに置かれる．itが何を指すか

8. ... take it to school ...だから名詞（主語）の後ろに置かれる．itが何を指すか

9. 6．と同様に to不定詞
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以上の文章を読まない分析だけでも，( A )( B )( E )の候補は 5.と 7.と 8.で，3つの

うち 2つが決まれば残りの 1つは自動的に決まります．( C )は 6.か 9.が，( D )は 1.

か 3が.( F )は 2.か 4.が入りそうです．6.と 9.が to不定詞でいろいろ用法があるの

で迷いそうです．今回は候補が 1つしかないというものはありませんでしたが，文全体

を読まなくてもその前後で判断できることに変わりはありません．

(A) 8

itが誕生日プレゼントのハムスターで 9歳の時の話から，学校の話題である 8.を

選ぶ．

(B) 5

候補の 5. と 7. のうち，landmine（地雷）の話はまだ出てきませんので，5. を選

ぶ．これで ( E )が 7.と決まりました．

(C) 9

6.だと this methodの内容がわかりません．9.だと「この問題をより効率的に解

決する必要」と意味が通ります．この問題とはもちろん地雷の問題です．

(D) 3

候補は 1.か 3.です．短く言えば 1.は landmine（地雷），3.は technology（技術）

です．which are ... and can be used instead of ( D )で whichはアフリカ大ネ

ズミのことですから，( D )の代わりにネズミが使われると考えれば，すぐに 3.が

正解だとわかります．

(E) 7

( A )( B ) の結果から，自動的に 7. と決まります．they are much lighter and

less likely to の theyはヒーローラッツなので，5.と 8.だと内容から全く意味が

通りません．

(F) 4

文の流れから，地雷の心配がなくなり元の生活に戻れそうだということが読み取れ

れば，4.とわかります．

【全訳例】

　 9 歳の誕生日にバート・ウィートジェンスはプレゼントとしてハムスターをもらっ

た。彼はそれがとても好きで、先生が見つけるまでこっそり学校に持っていった。バー

トはハムスターにもう一匹遊ばせた。やがてハムスターをたくさん飼ったが、飼いやす

いことに気づき、ペットショップに売りに出した。そのお金で、彼は他の種類の齧歯類

も買って飼うことができ、それらの行動についての良い知識を得た。

　大学卒業後、バートはプロダクトエンジニアとして、利益を得るためだけにさまざま

なものをデザインしていたが、彼は自分の仕事に満足していなかった。彼は自分が世の

中でうまくやっているとあまり感じていなかった。ある日、彼はテレビでダイアナ妃が

世界で最も悲劇的な問題の一つである地雷に世間の注目を集めているのを見ました。毎

年何千人もの罪のない人々が地雷によって殺されたり、重傷を負ったりしており、地雷

の脅威は人々を村から遠ざけ、普通の生活を妨げている。
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　バートはアフリカの人々に影響を与えている地雷問題に取り組むことを決め、それを

解決する可能性のある方法を考え始めた。通常、地雷は人間が金属探知機を使って探

知・除去する。しかし、これは非常に時間と費用がかかり、専門家の知識に依存してい

るため、何千エーカーもの土地が依然として危険で役に立たないままです。そのため、

この問題をより効率的に解決する必要があります。

　新しい解決策を探していたバートは、ネズミが爆発物の匂いを識別する能力について

の記事を見つけた。これによって彼は地雷の研究と子供の頃からの齧歯類の知識を組み

合わせることができた。彼はついにネズミを訓練して地雷を見つける方法を思いつきま

した。彼は 1997年に友人たちと非営利団体 APOPOを設立し、海外から輸入した高価

な技術の代わりに、現地で簡単に手に入り、使えるアフリカの巨大ネズミの訓練をして

きた。APOPOではこれをヒーローラッツと呼んでいる。

　ヒーローラッツの嗅覚は犬よりはるかに優れていて、軽く、地雷の上を歩いていると

きに偶然爆発することも少ない。彼らは地雷の物質の匂いを識別する訓練を受けていま

す。それを察知して鼻を地面に突きつけると、ご褒美に餌をもらいます。彼らはその過

程を素早く学び、それを繰り返してより多くの食物を得る。この方法は非常に効率的

で、ヒーローラッツを持つチームは 100平方メートルを 30分以内に処理できるが、金

属探知機を持った人間がこのようなことをすると二日かかる。ヒーローラッツで地雷を

除去することは非常に成功しており、多くの人々が地雷を恐れることなく村に戻って生

活できるようになりました。

【選択肢訳例】

1. 地中に埋められた危険な地雷

2. 地雷を探して

3. 海外から輸入した高価な技術

4. 地雷を恐れずに

5. 彼は世の中でうまくやっているように感じる

6. この方法だけを使い続ける

7. 地雷の上を歩いていて偶然爆発する

8. 先生がそれを見つけるまでこっそり学校に持っていく

9. この問題をより効率的に解決する

〔III〕(a) 1「ポールは私に真実を決して教えてくれなかった．」

• 使役動詞の問題．使役動詞は 1.letのみ．2.got，3.told，4.permittedは「動詞

+人 + to do」という形になります．

(b) 4「りんごをどうぞ．」

• イディオムの問題．help oneself to ∼「～を自由にとる/～を自由にとって食

べる」

• helping には「一人前/一盛り/1 杯」と言う意味があるので，have a second

helping/have another helping「おかわりをする」
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(c) 2「もっと忍耐があれば，君はその困難を克服できただろう．」

• 仮定法の問題．you could have ...で仮定法であることに気付きましょう．

• patience が名詞なので，3. と 4. は意味が通りません．形容詞 patient ならば

4.も可能でした．

(d) 3「スーザンは 10年前よりずっと暮らし向きがよい．」

• 比較の問題．比較級の強調は，far/more/much/rather/even/stillなどいろい

ろあります．

• 最上級の強調は，by far/much/veryです．veryは the very bestで語順まで

覚えましょう．

(e) 3「あきらめようと思ったことは一度もなかった．」

• 動詞の語法の問題．to meの形からすぐに，「（考え/アイデアなど） occur to

+人」を思い出しましょう．

• 2.hitは，hit on meです．1.と 4.は他動詞．

(f) 2「人形は二体あります．どちらを選んでもよい．」

• 代名詞の問題．eitherは単数です．

(g) 1「何を使って瓶を開けるのか教えていただけますか?」

• open the bottle with?の withは「道具」を表す前置詞です．with penなど，

withの後ろに名詞があるはずですが，それが何かを聞く文なので，1.whatが

正解です．

• 2.，3.，4.は副詞なので，withの目的語が抜けた不完全な形ではダメです．

(h) 4「誰でもヨガを楽しめますし，年齢は関係ありません．」

• イディオムの問題．make no difference「どちらでもよい/大した違いはない/

重要でない」と言う意味です．

• difference を用いた重要表現は，tell the difference between A and B「A と

Bの区別をつける/違いがわかる」．

〔IV〕(a) [@:]

1. @: 2. a: 3. a: 4. a:

(b) [ou]

1. 2 2. 2 3. 2 4. ou

(c) [e]

1. i 2. ea 3. e 4. ea

(d) [i@]

1. i: 2. ea 3. i@ 4. i:

(e) [u:]

1. O: 2. eI 3. 2 4. u:

(f) [i]

1. a 2. i 3. ai 4. ai
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〔V〕A. 7 1 4 3 5 2

As (it) (turns) (out), we need to (reduce) (annual costs) (by) five million yen.

• 「実のところ」は in fact/to tell the truth/actuallyなどがすぐに思い浮かぶ

でしょう．as it turns outは辞書には「結論から言うと」と言う意味で紹介さ

れています．素直に日本語通りに英作文しない所が福大らしいところです．

• 「削らなければならない → 削る必要がある」．need to の後ろは原形なので

6.cutsは使えない．

B. 5 3 6 4 1 7

The guide described the lake (as) (a place) (where) new species (are) (being)

(discovered) each year.

• describe A as B「Aを Bと言う/表現する」

• whichと whereの選択ですが，前置詞がないので迷うことなく whereを選びま

しょう．

• 「毎年発見されている」は受動態の進行形を用いて表されています．
C. 7 1 6 5 2 4

There are some problems yet (to) (be) (solved) (with) the project before it is

(put) (into practice).

• 「解決すべき問題」は shouldと to doの選択ですが，yetがあるので，be yet

to do「まだ～していない」を用います．have yet to doから連想されるとよい

ですね．

• 「実行前に → 実行される前に」put it into practice「それを実行に移す」の受

動態 it is put into practiceで表現されています．

D. 4 7 6 1 5 2

Anniversaries (provide) (an opportunity) to look ahead (as well) (as) (to) (look

back).

• 「と同時に → また」alsoか as well asの選択ですが，alsoでは語数が足りま

せん．as well asの前後で形を同じにして，前が to look aheadですから，後ろ

も to look backとします．
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- Note -
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