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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。

Major airplane manufacturers are now developing the future of flight with elec-

tric planes and personal flying vehicles. Boeing is one of those companies. It

recently invested in Zunum Aero, a company working to build electric aircraft for

commercial flights. Zunum is based in the northwestern U.S. state of Washington.

It says it is hoping to revolutionize air travel by cutting flight times and greatly

reducing costs. By the early 2020s, the company plans to operate electric aircraft

to carry 10 to 15 passengers on trips up to 1,100 kilometers. It says the cost of such

flights could be as low as $25 one way.

[出典: Lynn, B. (2017). Future of air travel: electric planes and flying cars. VOA

https://learningenglish.voanews.com/a/the-future-of-flying-will-include-electric-planes-and-f1ying-

cars/3814147.html に基づく]

〔 II〕　次の英文の内容と合致するものを下の 11～20 の中から四つ選び，その番号を記入

せよ。

Misty Copeland is the first African-American principal dancer at the American

Ballet Theatre (ABT), which is recognized as the leading classical ballet company

in New York City. Her professional dance career as a ballerina is so successful now

that it might be hard to imagine that her childhood was not so privileged. She and

her brothers and sisters grew up with a single mother whose several failed marriages

resulted in financial difficulty.

Copeland’s first formal encounter with dance was on the gym team of her middle

school. The team’s coach noticed her talent and recommended that she attend ballet

classes taught by Cynthia Bradley at the local dance studio for children. Bradley

quickly recognized Copeland’s natural ability, and, though age 13 was a late start

for a serious dance career, Copeland began taking classes with Bradley at the ballet
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school. When her training became more intensive, she moved in with Bradley and

her family in order to be closer to the studio.

In 1998, at age 15, she won first prize in the ballet category of the Los Angeles

Music Center Spotlight Awards. That summer she was accepted with a full schol-

arship into the intensive summer program at the San Francisco Ballet. That same

year a battle over her custody arose between the Bradleys and Copeland’s mother,

who, at that time, was living with her children in a low- cost hotel. Copeland moved

back in with her family and began attending high school while studying ballet.

In 2000 Copeland won another full scholarship, this time to the ABTs intensive

summer program. At the end of the summer, she was invited to join the ABT studio

company, a selective program for young dancers still in training. Soon after, in 2001,

she turned professional when she joined the ABTs corps de ballet, in which dancers

perform as a group with no solo. She was the only African-American woman in

a group of 80 dancers. Though she was challenged by her difference, not only in

skin color but also in body type — she was always more full-figured than her fellow

dancers and was regularly reminded about it — she nevertheless climbed the ranks

because of her exceptional skill. In 2007 she became the company’s first African-

American female solo dancer in two decades (Anne Benna Sims and Nora Kimball

had preceded her). She performed as the double lead role in Swan Lake, among

other extraordinary leading roles.

Copeland’s inspiring story made her a role model and famous in popular culture.

In 2009 she appeared in a music video for the song “Crimson and Clover” by the

famous musician Prince. She also performed live with him on his tour the following

year. She became a strong spokesperson for changing the field of ballet and creating

access for dancers of varying racial and economic backgrounds. She was involved in

the ABT’s Project Plié, a program (started in 2013) offering training and guidance

to dance teachers working in racially diverse communities. She published her life

story in a book titled Life in Motion: An Unlikely Ballerina in 2014, and it became
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a national bestseller.

In June 2015 the ABT chose her as its first African-American female principal

dancer in the company’s 75-year history. She had finally won the highest position

in the ballet company. Her achievement shows that the traditional ballet world has

gradually begun to change to accept different body types and racial groups.

注 custody　養育権

full-figured　ふっくらしている

[出典：Blumberg, N. (2017). Misty Copeland. Ensyclopedia Britannica Online.

https://www.britannica.com/biography/Misty-Copelandに基づく]

11. Financial problems were the main reason that Copeland’s mother got di-

vorced.

12. Copeland started her career as a professional ballet dancer when she was only

13.

13. Copeland’s family moved in with the Bradleys so that she could focus on her

intensive training.

14. Copeland’s prize for winning the Los Angeles competition was a scholarship

to join the San Francisco Ballet.

15. The Bradleys and Copeland’s mother fought over Copeland’s custody when

she was 15.

16. Copeland’s physical appearance and other differences did not stop her from

being a professional ballet dancer.

17. Anne Benna Sims and Nora Kimball were chosen as solo performers after

Copeland was chosen as one in 2007.

18. Prince contributed to Copeland’s singing career by offering her a chance to

go on tour with him.
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19. Copeland has been involved in the ABT’s Project Plie, hoping to give chances

to people from various racial backgrounds.

20. Copeland’s promotion to be the ABT’s first African-American female prin-

cipal dancer is a big step in the history of classical ballet.
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〔III〕　次の (a)～(h)の各文の ( )内から最も適切な語 (句)を一つずつ選び，その番号

を記入せよ。

(a) Don’t forget to be ( 1. thank you 2. appreciate 3. grateful

4. welcome) for having your friends by your side.

(b) I’m worried about him because he’s been working without a day ( 1. rest

2. break 3. holiday 4. off) for a long time.

(c) Almost all countries have laws ( 1. forbidding 2. which forbids

3. to have forbid 4. forbidden) the sale of alcoholic drinks to children.

(d) According to scientists, sighing is a human activity that keeps us

( 1. health 2. healthy 3. healthily 4. being health).

(e) You need to ( 1. hand 2. leg 3. face 4. head) the problem.

Don’t run away or ignore it.

(f) It was the most beautiful moment ( 1. what 2. that 3. when

4. why) I had ever dreamed of.

(g) I didn’t expect you would come to see me! ( 1. Why 2. When

3. How 4. What) has brought you here?

(h) Guests to the party should be reminded ( 1. of 2. for 3. how

4. if) the dress code.
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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) receipt

1. inventor 2. threaten 3. wealthy 4. relief

(b) response

1. motion 2. flow 3. monitor 4. throat

(c) front

1. uncomfortable 2. lonely 3. salt 4. revolve

(d) truly

1. summary 2. fluid 3. luxury 4. unit

(e) previous

1. extension 2. precious 3. theme 4. intelligent

(f) spare

1. sphere 2. swear 3. pale 4. palm
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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. 彼に怒りを向けても，あなたが望むように彼の態度を変えることはできないでしょ

う。

( a ) ( b ) ( c ) will not change his behavior ( d ) ( e ) ( f ).

1. your anger 2. you want 3. directing 4. if

5. at him 6. the way 7. in

B. 彼女は自分の夢がそんなに早く実現するとは思わなかった。

( a ) ( b ) ( c ) to her ( d ) ( e ) ( f ) come true so soon.

1. had 2. expected 3. never occurred 4. her dreams

5. that 6. it 7. would

C. その職業を選ぶ人の数は減ることが予想されている。

The number ( a ) ( b ) ( c ) the profession is ( d ) ( e ) ( f ).

1. who 2. predicted 3. decline 4. choosing

5. of 6. people 7. to

D. スケジュール的に可能な限り，彼は頻繁に彼女を劇場や野球場へ連れ出した。

He took her ( a ) ( b ) a theater or a baseball stadium ( c ) ( d )

( e ) ( f ).

1. out 2. schedules 3. their 4. as often as

5. many times 6. allowed 7. to
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【2020年入試日程】

【系統別日程】 2月 2日（日）

※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．

― 11 ―



福岡大学　 2019年 2月 11日実施系統別入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. 2020年代初頭までには，その会社は最大 1100キロまでの飛行において 10

～15 人の乗客を運ぶ電気航空機を運用する計画をしている．そのフライト

の費用は片道 25 ドルもの安さになる可能性があるとその会社は述べてい

る． 〔増田塾〕

解答例 2. Zunum 社は，最大で 1,100 キロメートルまで 10～15 名の乗客を運ぶ電気

飛行機を 2020年代初頭までに運用する予定である．同社によれば，このよ

うな飛行の費用は片道でわずか 25 ドルしかかからないだろうということ

だ． 〔北予備〕

解答例 3. 2020 年代の初期には，その会社は 1100 キロまでの旅行で 10 から 15 名の

乗客を運ぶのに電気飛行機を運航する予定である．そうした飛行の費用は片

道 25ドルの安さだという． 〔問題集〕

〔 II〕　

15 16 19 20

※北予備の解答速報では，14，15，16，19が正解となっています．

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

3 4 1 2 3 2 4 1

〔IV〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

4 3 1 2 3 2

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 3 1 5 7 6 2

B 6 1 3 5 4 7

C 5 6 4 2 7 3

D 1 7 4 3 2 6
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〔 I 〕【全文訳例】
　大手航空機メーカーは現在，電気飛行機や自家用飛行機による飛行の未来を開拓して

います．ボーイングもその一つです．同社は最近，商用飛行用の電気航空機を製造する

ズナム・エアロに投資しました．ズナムは米国北西部のワシントン州に拠点を置いてい

ます．同社は，飛行時間を短縮し，コストを大幅に削減することで，航空旅行に革命を

もたらしたいと考えていると述べています．2020年初めまでに，同社は10人から15人

の乗客を最大1,100キロまで運ぶ電気航空機を運航する計画です．それによると，その

ようなフライトの費用は片道25ドル程度まで下がる可能性があります．

解答の Point

• plan to do「～する予定だ」

• electric aircraft to carry ...の不定詞 to carry ...は aircraftを修飾

• up to ∼「最大で～」

〔 II〕11. ×「コープランドの母親が離婚した主な理由は，経済的な問題でした．」
本文 “She and her brothers and sisters grew up with a single mother whose

several failed marriages resulted in financial difficulty.” から，離婚後に経済的な

困難に陥った．

12. ×「コープランドは，わずか 13 歳でプロのバレエダンサーとしてのキャリアをス

タートさせました．」

本文 “In 1998, at age 15”と “Soon after, in 2001, she turned professional”から，

18歳でプロになった．

13. ×「コープランドの家族は，彼女が集中的なトレーニングに集中できるように，ブ
ラッドリー夫妻と同居しました．」

本文 “When her training became more intensive, she moved in with Bradley and

her family in order to be closer to the studio.” から同居したのはコープランド

だけ．

14. ×「コープランドがロサンゼルスのコンクールで優勝したことは，サンフランシス
コ・バレエ団に入るための奨学金となった．」

本文 “In 1998, at age 15, she won first prize in the ballet category of the Los

Angeles Music Center Spotlight Awards. That summer she was accepted with a

full scholarship into the intensive summer program at the San Francisco Ballet”

から奨学金を得た理由とは明記されていない．

15. ⃝「ブラッドリーとコープランドの母親は，彼女が 15歳の時，コープランドの親権

をめぐって争った．」

本文 “That same year a battle over her custody arose between the Bradleys and

Copeland’s mother, who, at that time, was living with her children in a low-cost

hotel.”に合致する．

16. ⃝「コープランドの外見やその他の違いは，彼女がプロのバレエダンサーであるこ
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とを止めることはなかった．」

本文 “Though she was challenged by her difference, not only in skin color but

also in body type — she was always more full-figured than her fellow dancers and

was regularly reminded about it — she nevertheless climbed the ranks because

of her exceptional skill. ”に合致する．

17. ×「2007年にコープランドがソロ歌手に選ばれてからは，アン・ベンナ・シムズと

ノラ・キンボールがソロ歌手に選ばれた．」

本文 “In 2007 she became the company’s first African-American female solo

dancer in two decades (Anne Benna Sims and Nora Kimball had preceded her).”

から，アン・ベンナ・シムズとノラ・キンボールが先に選ばれた．

18. ×「プリンスは彼女に彼と一緒にツアーに行く機会を提供することで，コープランド
の歌のキャリアに貢献した．」

本文 “In 2009 she appeared in a music video for the song “Crimson and Clover”

by the famous musician Prince. She also performed live with him on his tour

the following year.”から，コープランド自身が歌手になったという記述はない．

19. ⃝「コープランドは，さまざまな人種の人々にチャンスを与えたいと考え，ABTの

「プロジェクト・プリー」に参加してきました．」

本文 “She was involved in the ABT’s Project Plié, a program (started in 2013)

offering training and guidance to dance teachers working in racially diverse com-

munities”に合致する．

20. ⃝「コープランドが ABT初のアフリカ系アメリカ人女性プリンシパル・ダンサーに

昇進したことは，クラシックバレエの歴史における大きな一歩です．」

本文 “Her achievement shows that the traditional ballet world has gradually

begun to change to accept different body types and racial groups. ”に合致する．

【全訳例】

　ミスティ・コープランドは，ニューヨーク市のクラシックバレーの第一人者として知

られるアメリカン・バレー・シアター (ABT)で活躍する初のアフリカ系アメリカ人の

プリンシパル・ダンサーです．バレリーナとしての彼女のプロのダンスキャリアは，今

ではとても成功しているので，彼女の子ども時代がそれほど恵まれていなかったとは想

像できないかもしれません．11彼女とその兄弟姉妹は母子家庭で育ちましたが，彼女の

母親は何度か結婚に失敗し，経済的な困難に陥りました．

　コープランドがダンスと正式に出会ったのは，中学校の体育チームのときでした．

チームのコーチは彼女の才能に気づき，子どものための地元のダンススタジオでシン

シア・ブラッドリーが教えるバレエ教室に参加することを勧めました．ブラッドリーは

すぐにコープランドの生まれながらの才能を認め，13歳という年齢は本格的なダンス

キャリアのスタートとしては遅い時期でしたが，コープランドはブラッドリーのもとバ

レエ学校でレッスンを受け始めました．13練習が厳しくなると，スタジオにもっと近く

になるように，彼女はブラッドリーの家族と一緒に住むようになった．
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　 141998年，15歳のとき，彼女はロサンゼルス・ミュージックセンター・スポットラ

イト・アワードのバレエ部門で優勝しました．その夏，彼女はサンフランシスコ・バ

レエ団の夏期集中プログラムの全額奨学生として採用されました．15同じ年，ブラッド

リー夫妻とコープランドの母親との間で親権をめぐる争いが起こりました．母親は当

時，子どもたちと低価格のホテルで暮らしていました．コープランドは家族と一緒に住

むようになり，バレエを勉強しながら高校に通い始めました．

　 2000年，コープランドは別の奨学金を得て，今回は ABT集中夏季プログラムに参

加しました．夏の終わりには，まだ練習中の若いダンサーのための選抜プログラムであ

る ABT スタジオに招かれました．12その直後の2001年，彼女はプロに転向しました．

彼女は，ダンサーたちがソロなしで集団で演奏する ABTsのコルプス・ド・バレエに参

加したのでした．彼女は 80人のダンサー集団の中で唯一のアフリカ系アメリカ人女性

でした．16彼女は肌の色だけでなく体型の違いという課題も抱えていましたが，いつも

仲間のダンサーよりもスタイルが良く，いつもそのことを思い出していたにもかかわら

ず，並外れた技術のおかげでランクを上げました．172007年には同社初のアフリカ系

アメリカ人女性ソロダンサーとなりました(アン・ベンナ・シムズとノラ・キンボール

が彼女の前にいた)．彼女は「白鳥の湖」などで特別な主役を演じました．

　コープランドの感動的な物語は彼女をロールモデルにし，大衆文化で有名にし

ました．182009年には，有名な音楽家，プリンスの曲「クリムゾンとクローバー」の

ミュージックビデオに出演しました．翌年のツアーでは彼とライブも行いました．彼女

は，バレエの分野を変え，さまざまな人種や経済的背景を持つダンサーたちにアクセス

を与えたことで，強い代弁者となりました．19彼女はABTのProject Pliéというプログ

ラム(2013年に始まった)に参加していました．彼女は『ライフ・イン・モーション：あ

りそうもないバレリーナ』という 2014年に発売された本の中で，自身の人生の物語を

発表し，全国的なベストセラーになりました．

　 2015年 6月，ABTは 75年の歴史の中で，初のアフリカ系アメリカ人女性プリンシ

パル・ダンサーとして彼女を選びました．彼女はついにバレエ団のトップの座を勝ち取

りました．20彼女の偉業は，伝統的なバレエ界が，さまざまな体型や人種のグループを

受け入れるように徐々に変わり始めていることを示しています．

〔III〕(a) 3「友達がそばにいることに感謝することを忘れないで．」

形容詞の問題．be grateful for ∼「～に感謝して」．( )の直前に beがあるので，

動詞が入るなら進行形か受動態です．1.，2.，4.の動詞は原形なので不適．

(b) 4「私は，彼がずっと休みなしで働いているので心配です．」

前置詞の問題．without a day off「休みなしで」．付帯状況の with O Cの形を思

い出すと形容詞 offが正解だとわかります．他の選択肢は全部名詞です．

(c) 1「ほとんどすべての国には，子どもへのアルコール飲料の販売を禁止する法律が

あります．」

動詞の御本の問題．forbidは，The low forbids ∼「法律により～は禁止されてい
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る」という用法がありますので，1.forbiddingが正解．問題文の haveは使役動詞

ではなく，have the low「法律がある」という意味です．forbidding ...は the low

を修飾する形容詞句です．

(d) 2「科学者によると，ため息をつくことは私たちを健康に保つ人間の活動です．」

動詞の語法の問題．keep O Cですから，形容詞の 2.healthyが正解．keepだから

進行形の 4.being healthを選ばないように！

(e) 3「あなたはその問題に直面する必要がある．逃げたり無視したりしないでくださ

い．」

動詞の問題．目的語 the problemに合う動詞を選びます．3.face the problem「そ

の問題に直面する/直視する」．

(f) 2「それは私が今までに夢見た中で最も美しい瞬間だった．」

関係詞の問題．先行詞が moment だから 3.when だと安易に選ばないようにしま

しょう．dreamed ofの ofの後ろの目的語（名詞）が欠けていますから，関係代名

詞が入ります．the most beautiful momentなので，whichより thatが好まれる

場合ですね．

(g) 4「あなたが私に会いに来るとは思いませんでした! どうしてここへ来たのですか．」

疑問詞の問題．「何があなたを連れてきたのか」という主語を尋ねる文なので名詞

をあらわす 4.Whatが正解．

(h) 1「パーティーの客は服装規定に注意すべきだ．」

受動態の問題．should be reminded と受動態の形です．remind A of B「A に B

を思い起こさせる」が受動態になると，A is reminded of Bとなります．

〔IV〕(a) [i:]

1. e 2. e 3. e 4. i:

(b) [a]または [O]

1. @u 2. @u 3. aまたは O 4. @u

(c) [2]

1. 2 2. @u 3. O 4. @

(d) [u:]

1. 2 2. u: 3. 2 4. u:

(e) [i:]

1. e 2. e 3. i: 4. e

(f) [e@]

1. i@ 2. e@ 3. eI 4. a:

〔V〕A. 3 1 5 7 6 2

(Directing) (your anger) (at him) will not change his behavior (in) (the way)

(you want).
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• direct A at B「Aを Bに向ける」．Directing your anger at him「あなたの怒

りを彼に向けること」名詞句になっています．

• あなたが望むように→ in the way you want「あなたの好きなように」

B. 6 1 3 5 4 7

(It) (had) (never occurred) to her (that) (her dreams) (would) come true so

soon.

• expect 人 to do，occur to 人と語法の違いをきちんと覚えましょう．to herな

ので 2.ではなく 3.を選ぶ．

• It had ... that ∼の Itは形式主語で内容は that ...

• dream comes ture「夢が実現する」

C. 5 6 4 2 7 3

The number (of) (people) (choosing) the profession is (predicted) (to) (decline).

• 「～の数」は，the number of ∼
• 「予想されている」で受動態だと判断→ is predicted to decline

• whoを選択すると，the number of people who choose the ...となるが，choose

がないので不要．

D. 1 7 4 3 2 6

He took her (out) (to) a theater or a baseball stadium (as often as) (their)

(schedules) (allowed).

• take A out「人を（散歩・食事などに）連れ出す」

• to ∼は連れ出す目的地を表す．
• as often asは接続詞なので，SVが続く．
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