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〔 I 〕　次の英文の下線部を和訳せよ。

England has a lot of beautiful countryside, but there are many problems for

the environment. Factories, vehicles and modern farming can make the air, rivers

and the sea dirty, and this is bad for plants and wildlife. Many animals also lose

their homes when forests are cut down or land is taken for building houses. People

believe that global warming is bringing new problems to the countryside too. It

is because of these dangers to the environment that the national parks of England

were established, and there are many organizations that work to keep the English

countryside protected.

[出典: Bladon, R. (2012). England.London: MacMillan 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。

Drug companies have been looking for a magic pill, and along the way, they’ve

made a funny discovery. In studies, researchers testing new diet drugs always have

a placebo group. Some patients get the test drug, while others get pills called

placebos, without any active ingredients. Because the placebos look exactly like

the real pills, no one, not even the doctors, knows ( A ). The goal is to separate

the effects of the new drug from the testing process.

As expected, some of the new drugs work and others fail, but here’s the

strangest finding: people in the placebo groups always lose weight. In a study

on the effectiveness of the new diet pill Xenical. for instance, more than 25% in

the placebo group lost at least ten pounds. How can we explain this result? Is

there something magical about it? Of course not. But here’s the trick: while those

who take the placebo aren’t using drugs, they are keeping track of their weight and

( B ) than usual.
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So perhaps it’s just an awareness of eating and the keeping of records that

helps those in the placebo group lose weight. This may also be the “secret” behind

the success of some strange diets that promote, for example, eating only food of a

certain color (but “as much as you want”) on a certain day. ( C ) of gaining

weight control.

A similar result comes from another line of research. While recognizing that

most dieters fail to keep weight off, one study interviewed people who had succeeded

in long-term weight loss. One behavior that these success stories had in common

was monitoring eating habits without severe dieting. These people don’t starve

themselves, but like the placebo group in drug studies, they are continually careful

about what ( D ).

Beyond keeping track, another simple method can help. Consider this: on

the way to a dinner party, Jay forced himself to eat three plain bagels. He knew

there would be all sorts of delicious but super high-calorie foods at the dinner. He

especially feared the rich cheese stuff he knew he’d want. By eating the bagels,

( E ) with a minimum of fat calories and had much more power of will when

attracted by “dangerous” foods.

Successful weight loss requires planning what sorts of food you eat and following

that plan. When we try to reduce the number of calories we eat, our genetic systems

fight us every step of the way. We can, however, much more easily win the battle

over the type of calories we consume. By eating boring bagels, Jay followed his

plan to eat only low-fat foods. This ability to choose ( F ) may seem minor, but

it can be central to controlling just how many calories we actually take in.

注 placebo　（薬の臨床試験に使われる）偽薬

bagel　ベーグル

[Burnham, T. & Phelan, J. (2000) Mean genes. New York: Penguin USA に基づく]
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11. careful monitoring of one’s diet is an essential component

12. severe dieting may not be bad for our health

13. which patients are getting the test drug

14. he decreased his desire to eat

15. are more aware of what they eat

16. we can’t simply stay hungry

17. goes in their mouths

18. the exact solution will be different for each person

19. the type of calories we consume

― 3 ―



〔III〕　次の (a)～(h)の各文の下線部に入れるのに最も適しているものを 1～4の中から一つ

ずつ選び，その番号を記入せよ。

(a) Did you feel the floor last night?

1. shake 2. to shake 3. shook 4. shakes

(b) An elbow injury made continue playing in the tennis match.

1. her impossible that she 2. her impossible to

3. impossible for her to 4. it impossible for her to

(c) In order to avoid mistakes in your report, it is good to check your

information before you hand it in.

1. make 2. making 3. to make 4. to be made

(d) Look at that mountain, the summit is covered with snow all year

round.

1. of which 2. in which 3. which 4. that

(e) I must have my homework by tomorrow.

1. finished 2. finishing 3. finish 4. for finishing

(f) He has twice I have.

1. as much books as 2. many books

3. as many books as 4. books

(g) Tom his mother, but not his father.

1. resembles to 2. resembles

3. is resembling to 4. is resembling with
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(h) They were unable to provide .

1. many informations 2. an information

3. much information 4. a lot of informations
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〔IV〕　次の 11～30の単語のうち，最初の音節が最も強く発音される語を六つ選び，その番

号を記入せよ。

11. bi-ol-o-gy 12. spir-i-tu-al 13. of-fi-cial

14. con-sti-tute 15. com-mit-tee 16. sig-nif-i-cant

17. in-ter-est 18. in-de-pend-ent 19. pol-i-tics

20. con-tem-po-rar-y 21. e-vent 22. de-moc-ra-cy

23. rec-om-mend 24. o-rig-i-nal 25. or-i-gin

26. ex-treme 27. suc-cess-ful 28. in-tro-duce

29. sur-vive 30. con-cen-trate
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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. どんな人間になるかを方向づけるという点で，子供の最初の数年はとても重要であ

る。

Children’s first few years are ( a ) ( b ) ( c ) in shaping ( d ) ( e )

( f ) become.

1. important 2. person 3. what kind of 4. significance

5. consideration 6. they 7. of

B. 彼は，あなたの誕生日を忘れていたことであなたから非難されることのないよう

に，言い訳を考え出すかもしれません。

He may invent excuses ( a ) ( b ) ( c ) him ( d ) ( e ) ( f ).

1. your birthday 2. criticize 3. that 4. so

5. forgetting 6. for 7. you won’t

C. 庭仕事をすることはどうも本来仕事とは思われていないような。というのもこれが

普段の仕事の息抜きになり，それ自体楽しくて，くつろいだ気分になれるからだ。

Working in the garden doesn’t seem to ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) as it’s

a change from our day-to-day job and it’s enjoyable and relaxing in its ( e )

( f ).

1. own 2. count 3. itself 4. as

5. real 6. way 7. work
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D. 徐々に変化しているとはいえ，日本はどちらかといえば「沈黙の文化」で，人が何

を考えているのか言わずとも理解している傾向にある。

Though gradually changing, Japan is ( a ) ( b ) a “silent culture” and

people ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) others are thinking, even if they don’t

say it.

1. what 2. to 3. more 4. know

5. rather than 6. tend 7. of
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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年実施一般前期入試データ

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 90

理科 物理,化学,生物から 1科目選択 100 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 230 115 1, 273 1, 211 248 4.9

3. 入試結果：合格者の得点

学　科 合計 最高点 最低点

薬学科 300 272 205

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 73.7 75.1 80.8 79.0 72.0

選択率 − − 12.4% 66.4% 21.2%

合格率 − − 31.3% 20.3% 14.8%

5. 注意事項：

[I][II]は理学部・工学部と共通問題ですが，[III]は薬学部のみの問題です．

数学 [III](2)の問題文に誤植があったため「全員正解」扱いになりました．

本冊子では，問題文を訂正し正解できるようにしています．
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福岡大学　 2018年 2月 3日実施一般前期入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. イギリスの国立公園が設立されたのはこれらの環境への脅威が原因であり，

イギリスの地方を守り続けようと取り組む多くの団体がある． 〔増田塾〕

解答例 2. まさに環境に対するこのような危険のために英国の国立公園は設立され，英

国の田舎を保護し続けるために活動する多くの組織が存在している．

〔北予備〕

解答例 3. イングランドの国立公園が設立されたのは，自然環境に対するこれらの脅威

のせいであり，イングランドの田園地帯を保護し続けるために尽力する数多

くの組織が存在する． 〔問題集〕

〔 II〕　
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

3 5 1 7 4 9

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

1 4 2 1 1 3 2 3

〔IV〕　

12 14 17 19 25 30

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 7 5 4 3 2 6

B 4 7 2 6 5 1

C 2 4 5 7 1 6

D 3 7 6 2 4 1

※ Bは 3 7 2 6 5 1も正解の可能性がある
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〔 I 〕【全文訳例】
イギリスには美しい田舎がたくさんありますが，環境には多くの問題があります．工場

や自動車，近代的な農業は，空気や川や海を汚し，植物や野生生物に悪い影響を与えま

す．また，多くの動物は，森林が伐採されたり，家を建てるために土地が取られたりす

ると，棲家を失います．人々は地球温暖化が地方にも新しい問題をもたらしていると信

じています．イギリスの国立公園が作られたのは，こうした環境への危険があったから

であり，イギリスの田舎を守るために活動している団体はたくさんあります．

解答の Point

• 下線部の前半は，it is ∼ that ...の強調構文．because of these dangers to the

environmentが強調されるように訳す．

• many organizations that work ,,, の that は関係代名詞で，先行詞は many

organizations．

• to keep the English countryside protectedは不定詞の副詞的用法．

• keep the English countryside protectedは，keep O C「Oを Cのままにして

おく」の形．

〔 II〕( )の前後と，選択肢の分析から答えの候補が絞れるはずが，今回は選択肢が同じ構造

になっているものが多いので，内容から判断する必要があります．内容といっても，前

後 1文くらい読めば様子がつかめるので，きちんと全文読む必要はありません．

1. ( )の分析

( A ): knowsの目的語なので，名詞が入る．

( B ): and ( B )の andは they are keeping ,,,とつなげているので，they(= those

who take the placebo) に続く動詞から始まるものが入る．比較表現 than

にも注目．

( C ): ( C ) of gaining ...から，SVの形で，of gaining ...が続いているので名詞

で終わっているものが入る．

( D ): careful bout what ( D )の形から，what名詞節が入る．

( E ): ,( E ) with ...の形から，完全な文が入る．

( F ): choose ( F ) may ...の形から，chooseの目的語（名詞）が入る．

2. 選択肢の分析

1. 完全な文

2. 完全な文

3. 名詞の働き

4. 完全な文．heが誰を指すかに注目．

5. 主語が欠けている．比較表現 moreに注目．

6. 完全な文

7. 主語が欠けている不完全な形

― 13 ―



8. 完全な文

9. 名詞の働き

以上の文章を読まない分析だけでも，( A )と ( F )は 3.と 9.，( B )は 5.と 7.，( C )

は 1.か 2.か 8.，( D )は 4.か 7.が入りそうです．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) 3

no one knowsの目的語が入るので，名詞または名詞節となっている 3.と 9.に絞

られる．新薬の話をしているので文脈から 3.を選ぶ．

(B) 5

andに注目すると，主語が theyであることがわかるので，動詞から始まる 5.と 7.

に絞られる．さらに，後ろに thanという比較表現があることから，5.が正解だと

わかる．

(C) 1

of gaining weight controlとのつながりを考えると，名詞で終わる 1.，2.，8.に絞

られる．あとは文脈から 1.と判断する．パラグラフの最後の文なので，パラグラ

フ全体をまとめる文になってることにも注意．

(D) 7

whatの続きなので，不完全な文が入る．選択肢で不完全な文は 4.と 7.だが，4.

は heが誰なのかこのパラグラフからはわからないので不適．よって 7.が正解．

(E) 4

このパラグラフでは Jayの話が中心なので，設問の文の主語も Jayが主語になる

と考えると，heが主語の 4.となる．

(F) 9

chooseの目的語が入るので名詞か名詞句，名詞節が入る．( A )に 3.が入るので

9.が正解だとすぐわかる．

【全訳例】

　製薬会社は魔法の薬を探し続け、その過程で面白い発見をした。研究では、新しいダ

イエット薬をテストする研究者は、常にプラセボ群を持っています。試験薬を投与され

る患者さんもいれば、有効成分を含まないプラシーボと呼ばれる錠剤を投与される患者

さんもいます。プラシーボは本物の錠剤とそっくりなので、どの患者が検査薬を服用し

ているかは、医師でさえも誰にもわかりません。目標は、新薬の効果を試験プロセスか

ら分離することです。

　予想通り、新薬の中には効果があるものもあれば、効果がないものもありますが、最

も奇妙な発見は、プラセボ群の患者は常に体重が減少するということです。例えば、新

しいダイエット薬「ゼニカル」の効果に関する研究では、プラセボ群の 25%以上が少な

くとも 10ポンド減量しました。この結果をどう説明すればいいのでしょうか．何か不
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思議なものがあるのでしょうか．もちろん違います．ここに秘密があります．つまり，

プラセボを服用している人は薬を使用していませんが，体重を記録し普段よりも何を食

べているかを意識しています．

　つまり、偽薬群の人たちが体重を減らすのに役立つのは、単に食事に対する認識と

記録の保持なのかもしれません。これはまた、特定の日に特定の色 (しかし「好きなだ

け」)の食べ物だけを食べるなど、一部の奇妙なダイエットの成功の背後にある「秘密」

かもしれません。食事を注意深く監視することは体重をコントロールするために不可欠

な要素である。

　同様の結果は別の研究からも得られています。ある研究では、ダイエットをしている

人のほとんどが減量に失敗していることを認めながら、長期的な減量に成功した人にイ

ンタビューしました。これらのサクセスストーリーに共通しているのは、厳しいダイ

エットをせずに食習慣を観察することです。このような人は自分自身を飢えさせること

はありませんが、薬の研究におけるプラセボ群のように、口の中に何が入っているかを

常に気にしています。

　追跡する以外にも、簡単な方法があります。考えてみてください。ディナーパー

ティーに行く途中で、ジェイはベーグルを 3つ無理やり食べさせました。夕食には、お

いしいけれど超高カロリーの食べ物がいろいろあることを知っていました。彼は特に、

欲しいと思っていた濃厚なチーズを恐れていました。ベーグルを食べることで、脂肪分

の少ないカロリーで食べたいという欲求が減り、「危険」な食べ物に惹かれた時の意志

がより強くなりました。

減量に成功するには、どのような食品を食べるかを計画し、その計画に従う必要があり

ます。私たちが食べるカロリーの量を減らそうとすると、私たちの遺伝子システムは、

あらゆる段階で私たちと戦います。しかし、私たちは、消費するカロリーの種類をめぐ

る争いに、もっと簡単に勝つことができます。退屈なベーグルを食べることで、ジェイ

は低脂肪の食べ物だけを食べるという彼の計画に従いました。摂取するカロリーの種類

を選択するこの能力は、大したことではないように思えるかもしれませんが、実際に摂

取するカロリーの量をコントロールする上で重要な役割を果たします。

【選択肢訳例】

1. 食事の注意深い監視は不可欠な要素である

2. 厳しいダイエットは私たちの健康に悪くないかもしれない

3. どの患者が治験薬を投与されているか

4. 彼は食欲を減退させた

5. 自分が何を食べているのか

6. 私たちは単に空腹のままでいることはできない

7. 口の中に入る

8. 正確な解決法は人によって異なるだろう

9. 消費するカロリーの種類
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〔III〕(a) 1「昨夜，床が揺れたのを感じましたか．」

知覚動詞の問題．知覚動詞 feel O do/doing/done の形．知覚動詞は他に，no-

tice/watch/hear/see/listen to/look atなど．

(b) 4「肘のけがのため，彼女はテニスの試合でプレーを続けることができなかった．」

動詞の語法の問題．make O C to do の形なので 4. が正解．impossible は人を修

飾しないので，1.と 2.は不適．3.は to continue ...を受ける itがないので不適．

(c) 2「レポートの間違いを避けるために，提出する前に情報をチェックするといいで

すよ．」

動詞の語法の問題．avoid doing「～することを避ける」．avoidは不定詞ではなく

動名詞を目的語にとります．

(d) 1「一年中頂上が雪で覆われているあの山をごらんなさい．」

関係詞の問題．the summit of that mountainの形が思い浮かべれば，the summit

of whichの 1.が正解だとすぐにわかるでしょう．先行詞は that mountainです．

(e) 1「私は明日までに宿題を終えなければならない．」

使役動詞の問題．使役動詞 have O do/done の形．O は my homework なので

doneの形の 1.が正解．

(f) 3「彼は私の 2倍の本を持っている．」

比較の問題．倍数表現は ∼ times as cdots asの形なので，3.が正解．bookは可算

名詞だから，1.の muchは使いません．

(g) 2「トムは母親に似ているが父親には似ていない．」

動詞の語法の問題．resemble は状態動詞なので，進行形にはしませんので，3. と

4.は不適．また，他動詞でもあるので前置詞のある 1.resembles toも不適．

(h) 3「彼らは多くの情報を提供できなかった．」

名詞の問題．information は不可算名詞だから，many/an は不可．もちろん，

informationsと複数形の sがつくこともありません．a lot ofは不可算名詞にも使

えるますが，4.は a lot of informationsと複数形の sがつくので不適．

〔IV〕11. bi-ól-o-gy 12. sṕır-i-tu-al 13. of-f́ı-cial

14. cón-sti-tute 15. com-mit-tée 16. sig-ńıf-i-cant

17. ı́n-ter-est 18. in-de-pénd-ent 19. pól-i-tics

20. con-tém-po-rar-y 21. e-vént 22. de-móc-ra-cy

23. rec-om-ménd 24. o-ŕıg-i-nal 25. ór-i-gin

26. ex-tréme 27. suc-céss-ful 28. in-tro-dúce

29. sur-v́ıve 30. cón-cen-trate

〔V〕A. 7 5 4 3 2 6

Children’s first few years are (of) (considerable) (significance) in shaping (what

kind of) (person) (they) become.

• 重要という表現は 1.importantが形容詞，4.significanceが名詞という違いがあ
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ります．解答は形容詞でなければなりませんが，7.of があることから，“of +

抽象名詞 = 形容詞”の形を思い出して，of significanceを作ります．

of significance = significant「重要な」．形容詞である considerable「かなりの」

が名詞である significanceを修飾している．

• in shapingは in doing「～する時/～する際」という意味で，whenで表現可能

です．設問文の「という点で」は，「という時」の言い換えですね

B. 3 7 2 6 5 1

He may invent excuse (that) (you won’t) (criticize) him (for) (forgetting) (your)

(birthday).

または，

4 7 2 6 5 1

He may invent excuse (so) (you won’t) (criticize) him (for) (forgetting) (your)

(birthday).

• criticize 人 for 理由「（理由）のことで人を非難する」

• ∼ so that S V「～の結果 SVする/SVするように～」構文ということに気付

きましょう．

• 口語では thatが，文語では soが省略されることもあるため，2通りの解答が

考えられます．この点は大学側から何の発表もありません．

• invent an excuse「言い訳をでっちあげる」という意味ですが，「言い訳をする」

は make excuses の方が一般的でしょう．設問文が「言い訳を考え出す」とあ

るので invent excusesだったのでしょう．

C. 2 4 5 7 1 6

Working in the gardens dosen’t seem to (count as real work) as it’s a change

from our day-to-day job and it’s enjoyable and relaxing in its (own way).

• seem to V「V するように思われる」から，空所 (a) には動詞の原形がくると

予想．

• count as ∼ の count は自動詞で「～とみなされる」という意味になります．

count as real workで「本当の仕事にみなされる」という意味になる．

• in its own way「それなりに」

• for a change「気分転換に」という表現も覚えておこう．

D. 3 7 6 2 4 1

Though gradually changing, Japan is (more of) a “silent culture” and people

(tend to know what) others are thinking, even if they don’t say it.

• more of ∼「どちらかというと～」．
• tend to do「～する傾向にある」．

• knowの目的語として what名詞節がくる．
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