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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。

Sometimes called “wait time,” the attentive silence of a teacher after a child’s

comment might better be called “thinking time.” Research shows that extending

thinking time is positively related to more student talk and more “higher order”

thinking. When a teacher waits, the message is something like, “I am interested

in what you have to say,” which positions the child as having authority. Thinking

time also offers respect. When a teacher waits for a child to figure something out

or self-correct a mistake, it conveys the message that she expects the child to be

able to do that. Failure to wait conveys the opposite message.

[出典: Johnston, P. H. (2004). Choice Words: How Our Language Affects Children’s Learning.

Stenhouse Publishers 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。

A few hundred years ago, people with big dreams traveled across the ocean to

a vast, open territory called “Canada.” Adventurous French and English settlers

were in fact the first Europeans to explore the land and build colonies. Of course

they soon met the original inhabitants of Canada who had occupied it for centuries

— peoples we today call “First Nations.” Contact between Europeans and natives

of Canada ( A ), but there are also stories to be told of positive relationships

that developed among them.

A people known as the Métis, for example, came into existence during this

time period. French and Scottish fur traders, who had gotten to know many First

Nations men in their work, were attracted to their sisters and daughters. The

resulting marriages between the two groups, in time, produced a new, distinct

culture. By mixing together the mother tongues of their original parents, the Métis
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( B ) language called “Michif.” With regard to dress, typically the men would

wear European clothes while women maintained the styles of First Nations women.

A mixed race normally suffers discrimination, which was true in the case of the

Métis; however, many also became successful in business due to their knowledge of

two or more languages and ( C ) First Nations and Europeans.

By 1869, a large number of Métis communities could be found in central

Canada, especially in the rich farming region along the Red River. Unfortunately,

serious problems began for the Métis that year when the government started taking

away their rights. Some powerful politicians, ( D ) about the land the Métis

owned. It was a clever strategy to keep them under their control. The Métis were

seen as a threat to the image they had of what Canada ought to be — a nation

ruled by one dominant race, not many. The Métis had to choose whether to stand

up and assert their right to own the land, or give in to the pressure of a powerful

government.

At this point in Canada’s history, a man named Louis Riel stepped forward and

became a hero in the eyes of many, though a rebel to others. A Métis by birth, Riel

was ( E ), which he first did by appealing through peaceful, political means. But

when no progress was being made and the situation grew worse, armed conflicts

began. The struggle between the Métis and the Canadian government continued

until a battle in 1885 resulted in the Métis’ loss and Riel’s capture. He was found

guilty at the trial, and executed by hanging that same year.

Since those days there has been a tremendous amount of change in Canadian

society. It is now considered a place where ( F ) by law. Some Canadians,

greatly disturbed by the sad story of Louis Riel, have tried to force the government

to officially admit its guilt. Other Métis supporters feel differently about the issue,

claiming no form of apology would ever be sufficient to clear the Canadian govern-

ment of its guilt. A well-known Métis lawyer and teacher named Paul Chartrand

has said, “The hanging of Louis Riel is a stain on the honor of Canada, and I say
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let the stain remain.”

注 fur　毛皮

stain　汚点

1. willing to discuss the matter further, but had little interest

2. often led to quarrels and clashes

3. an army commander trained for war

4. all minority groups are well protected

5. developed a unique

6. their understanding of subtle cultural differences between

7. took place over a period of a bout fifty years

8. devoted to fighting for his people’s rights

9. filled with racial prejudice, devised a plan to change laws
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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) Never let your disappointment prevent you continuing to work hard.

1. for 2. to 3. in 4. from

(b) Members of the group spent a huge amount of time but progress was

made.

1. many 2. few 3. little 4. not

(c) My elder sister is supposed to be watching me, but is watching TV .

1. instead 2. in replace 3. other way 4. after

(d) One of the most languages in the world is English.

1. wide using 2. widely using 3. wide users 4. widely used

(e) The new test needs to all these various factors into consideration.

1. think about 2. take 3. analyze 4. discuss

(f) I liked him mostly because of he talked about his little brother.

1. which 2. what

3. the way 4. no matter how

(g) Money earned by unlawful means as “black money.”

1. knows 2. is known

3. know themselves 4. to know

(h) “For here or ?” is a typical question asked at an American fast food

restaurant.

1. to go 2. go away 3. over there 4. go outside
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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) depth

1. feature 2. creature 3. plead

4. fever 5. spread

(b) charm

1. mechanism 2. handkerchief 3. chorus

4. echo 5. headache

(c) thief

1. thorough 2. smooth 3. other

4. though 5. northern

(d) component

1. smoke 2. college 3. resort

4. once 5. positive

(e) stranger

1. supper 2. tongue 3. scatter

4. favorite 5. imagine

(f) recent

1. cause 2. resist 3. resemble

4. disease 5. loose
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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. 標本を正確に計測し，分析することのできる装置を入手することが重要だ。

He is ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) that can accurately measure and ( e )

( f ).

1. equipment 2. analysis 3. samples 4. critical

5. acquire 6. to 7. analyze

B. このあたりの名所を見て回るには，このガイドブックさえあれば十分です。

This guidebook is ( a ) ( b ) ( c ) to visit the ( d ) ( e ) ( f ).

1. all 2. here 3. you 4. sights

5. need 6. enough 7. around

C. その会議には出た方がいいよ。もちろん，出ないという手もあるけど。

I ( a ) ( b ) ( c ) the meeting, though you can ( d ) ( e ) ( f ).

1. to 2. should 3. not 4. recommend

5. choose 6. attend 7. you

D. クレジットカードが使えないことがわかっていたら，もっとたくさん現金を持って

きたんだけどな。

If I had known that ( a ) ( b ) ( c ) credit cards, I ( d ) ( e )

( f ) a lot more cash with me.

1. used 2. they 3. would 4. accept

5. don’t 6. brought 7. have
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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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2019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 15 360 346 80 4.3

3. 入試結果：合格者の得点

学　科 合計 最高点 最低点

薬学科 400 387 290

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 73.8 77.0 176.7 165.0 152.2

選択率 − − 18.8 57.2 24.0

合格率 − − 23.1 26.3 15.7

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　 2019年 2月 2日実施系統別入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. 教師が，子供が何かを理解する，あるいは間違いを自分で正すのを待つ場

合，そのことは，その子供にはそれができるとその教師は期待しているのだ

というメッセージを伝えることになる．待たなければその反対のメッセージ

を伝えることになる． 〔増田塾〕

解答例 2. 教師が，子供が何かを理解したり，自分で自分の誤りを修正するのを待て

ば，それによって教師は，子供がそうすることができると期待しているとい

うメッセージを伝えるえることになる．待つことができなければ，逆のメッ

セージを伝えることになる． 〔問題集〕

〔 II〕　
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

2 5 6 9 8 4

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

4 3 1 4 2 3 2 1

〔IV〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

5 2 1 1 4 5

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 4 6 5 1 7 3

B 1 3 5 4 7 2

C 4 7 6 5 3 1

D 2 5 4 3 7 6
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〔 I 〕【全文訳例】
　「待ち時間」と呼ばれることもありますが，子どもの意見を聞いた後に教師が静かに

することを「考える時間」と呼ぶ方が良いでしょう．研究によると，考える時間を長く

することは，生徒の会話を増やし，「高次」思考を増やすことと正の関係があります．先

生が待っていると，「私は，あなたが言わなければならないことに興味があります」と

いうようなメッセージが表示され，子どもに権限があることを示します．考える時間も

また尊敬につながります．教師が，子供が何かを理解する，あるいは間違いを自分で正

すのを待つ場合，そのことは，その子供にはそれができるとその教師は期待しているの

だというメッセージを伝えることになります．待たなければその反対のメッセージを伝

えることになります．

解答の Point

• wait for A to V「Aが Vするのを待つ」

• figure A out「Aを理解する」

• the massage that ∼は同格の thatで「～というメッセージ」

• expect O to V「Oが Vするのを期待 (予想)する」

• failure to V「Vしそこなうこと/Vしないこと」

〔 II〕解説を読む前に次の分析を見てください．長文を全部読まなくても解答できる部分があ
ることがわかります．つまり，長文の内容があまり読めなくても，文法・語法の知識で

ある程度は正解できるということです．長文が苦手だという人も希望を持ちましょう．

1. ( )の分析

( A ): Contact between ...が主語で，( A )は動詞で始まるもの

( B ): the Métisが主語で，( B )は動詞で始まるもの

( C ): due to their knowledge ... and とあるので ( C )は名詞で始まるもの

( D ): Some powerful politicians,と 1回区切れているので，再び,が必要になる

から ( D )は,のあるもの

( E ): Riel was の続きなので，( E )は受動態か補語（名詞，形容詞）があるもの

( F ): whereがあるので，( F )の中は完全な文

2. 選択肢の分析

1. willingは形容詞なので ( )の前に be動詞が必要

2. often led ...だから ( )の前に主語が必要

3. an army commander trained for war「戦争のために訓練された陸軍司令官」は

名詞なので ( )の前または後に動詞か前置詞が必要

4. SVCの完全な文

5. developed a uniqueだから ( )の前に主語が必要

6. betweenで終わっているので ( )の後ろに A and Bの形が必要

7. took place ...だから ( )の前に主語が必要

― 12 ―



8. devoted to fighting ...で，動詞 devoteの語法は devote A to Bだか，8.には A

に相当するものがないので受動態の形．( )の前には be動詞が必要

9. filled with ...だから ( )の前に主語が必要

以上の文章を読まない分析だけでも，( C )には 6.が，( E )には 8.が，( F )には 4.

が入ることがわかります．半分は正解できました．

(A) 2

Contact between Europeans and natives of Canada「ヨーロッパ人とカナダの

原住民の接触」が主語で空所には動詞が入ると推測できる．動詞の機能を果たす選

択肢（2，5，7，9）の中から 2を入れれば「ヨーロッパ人とカナダの原住民の接触

は，たびたび口論や小競り合いにつながった」となり文意が通る．

(B) 5

the Metisが主語で空所には動詞が入ると推測できる．動詞の機能を果たす選択肢

（2，5，7，9）の中から 5を入れれば「Michifと呼ばれる独特の言語を発達させた」

となり文意が通る．

(C) 6

選択肢 6 を入れると「2 つ以上の言語を知っていること，そしてファーストネイ

ションとヨーロッパ人の間の微妙な文化的相違を理解することで，多くの人たちが

ビジネスにおいて成功した」となる．

(D) 9

Some powerful politiciansが主語で空所には動詞が入ると推測できる．動詞の機

能を果たす選択肢（2，5，7，9）の中から 9を入れると，Some powerful politicians

（主語）, filled with racial prejudice（分詞構文）, devised（動詞） a plan（目的

語） to change laws about the land the Metis owned（a planを修飾する形容詞

的用法）.という構造で，「力のある政治家の中には，人種的偏見に満ち，Metisが

持っていた土地に関する法律を変える計画を立てた者もいた」という文意になる．

(E) 8

wasという be動詞に続けることができる選択肢の中から 8を入れると「レイは自

分の民族の権利のために戦うことに身を捧げ，はじめは平和的，政治的な手段で

これを行った」となり文意が通る．was devoted to fightingの部分は devote A to

B「Aを Bに捧げる」が受け身になったもの．

(F) 4

whereの後には SVで始まる完全文が続く．完全文である選択肢 4を入れると「そ

れは今では少数派のグループすべてが法律によって十分守られている場所だと考

えられている」となり文意が通る．

【全訳例】

　数百年前，大きな夢を持った人々が海を渡り，「カナダ」と呼ばれる広大な未開の地

へ行った．冒険好きなフランス人やイギリス人の入植者は，実際には土地を探検し，植
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民地を建設した最初のヨーロッパ人でした．もちろん彼らは，何世紀にもわたってそこ

を占領してきたカナダの原住民，今日「ファーストネイションズ」と呼ばれる人々にす

ぐに出会いました．ヨーロッパ人とカナダ先住民が接触すると，しばしば口論や衝突に

発展するが，彼らの間に芽生えた建設的な関係について語られるべき物語もある．

　例えば，メティとして知られる人々は，この時期に生まれた．フランス人やスコット

ランド人の毛皮商人は，仕事で多くの先住民族の男性と知り合い，彼たちの姉妹や娘に

ひかれた．2つのグループが結婚した結果，やがて新しい，異なる文化が生まれた．元

の両親の母語を混ぜ合わせることで，メティは「ミチフ」と呼ばれる独特の言語を発達

させた．服装については，男性は洋服を着るのが普通で，女性はファースト・ネイショ

ンズの女性のスタイルを維持していた．混合人種は通常，差別を受けるが，これはメ

ティの場合にも当てはまる．しかし，二つ以上の言語を知っていることと，ヨーロッパ

人との微妙な文化の違いを理解していることで，ビジネスで成功した人も多い．

　 1869年までに，メティのコミュニティの多くがカナダ中央部，特にレッド川流域の

豊かな農業地域に出現するようになった．不幸にも，政府が彼らの権利を奪い始めたそ

の年に，メティにとって深刻な問題が始まった．人種的偏見に満ちた何人かの有力政治

家は，メティスが所有していた土地に関する法律を改正する計画を立案した．彼らを支

配下に置くのは賢い戦略だった．メティは，カナダのあるべき姿に対するイメージを脅

かす存在だと考えられていた．カナダは，多くの国民ではなく，一人の支配的な民族に

よって支配されている国なのだ．メティは立ち上がるか，土地を所有する権利を主張す

るか，それとも強力な政府の圧力に屈するかを選択しなければならなかった．

　カナダの歴史のこの時点で，ルイ・リエルという名の男が一歩踏み出し，多くの人の

目に英雄となったが，他の人には反逆した．生まれながらのメティとして，リエルはこ

の人々の権利のために戦うことに身をささげていたが，彼はまず平和的で政治的な手段

で訴えた．しかし，進展が見られず，事態が悪化すると，武力衝突が始まった．メティ

とカナダ政府の争いは，1885年の戦いでメティの敗北とリエルの拘束という結果に終

わるまで続いた．裁判で有罪となり，同年に絞首刑に処せられた．

　その頃からカナダ社会には大きな変化があった．現在では，すべての少数民族が法律

によって十分に保護されていると考えられている．ルイ・リエルの悲しい物語に心を乱

されたカナダ人の中には，政府に公式に罪を認めるよう強要しようとしている人もい

る．他のメティ支持者たちはこの問題について異なる意見を持っており，カナダ政府の

罪を晴らすためにはどんな形の謝罪も決して十分ではないと主張している．メティスの

有名な弁護士で教師のポール・チャートランドは，「ルイ・リエルの絞首刑はカナダの

名誉に対する汚点であり，その汚点はそのままにしておけと私は言う．」と言った．

【選択肢訳例】

1. その問題についてさらに議論しようとするが、ほとんど興味がなかった

2. しばしば口論や衝突につながる

3. 戦争のために訓練された陸軍司令官

4. すべての少数民族は十分に保護されている
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5. ユニークなものを開発した

6. ～間の微妙な文化の違いに対する彼らの理解

7. 50年間にわたって行われた

8. 彼の人民の権利のために戦うことに専念した

9. 人種的偏見に満ち、法律を変える計画を考案した

〔III〕(a) 4「失望のあまり，一生懸命働き続けることを妨げないように．」

イディオムの問題．prevent(keep/stop)+O+from+Ving「O が V することを妨

げる」

(b) 3「そのグループのメンバーは膨大な時間を費やしたが，ほとんど進展はなかった．」

名詞の問題．progress は不可算名詞なので，1.many や 2.few は不可．4.not は副

詞なので名詞である progress を修飾しないし意味も通らない．no progress was

made．なら可．

(c) 1「姉は私を注意して見守っているはずだが，代わりにテレビを見ている．」

副詞の問題．insteadは副詞で「代わりに」という意味．それにしても，世話をし

てもらうはずの小さな子どもがこんなこと思うんだろうか...

(d) 4「世界で最も広く使われている言語の一つは英語である．」

分詞の問題．「language は使われる」という受け身の関係から used という過去分

詞を選ぶ．

(e) 2「新しい試験はこれらのさまざまな要因を考慮に入れる必要がある．」

イディオムの問題．take A into consideration「Aを考慮に入れる」．into consid-

erationが離れているので気づきにくい．

(f) 3「私が彼を好きだったのは，彼が弟のことを話していたからです．」

because of は前置詞なので，空所以降は名詞の働きになることが分かる．4.no

matter+whは副詞の働きなので消去．1.whichと 2.whatの後には不完全な文 (名

詞が 1つ足りない文)が続き，3.the wayの後には完全な文が続く．he talked about

his little brother「彼が弟について話した」は完全文なので 3.が正解．the way S

Vで「SVする方法 (様子)」という意味．

(g) 2「不法な手段で得た金は『ブラックマネー』と呼ばれる．」

受動態の問題．「違法な手段で稼がれたお金は “black money” として知られてい

る」という意味から受け身の 2.is knownを正解とする．be known for/as ∼「（事）
として知られている」，be known to ∼「（人）に知られている」と覚えておくと文
法問題では対応できる．forと asの違いは，forの前後が \=になるのに対して，as

の前後は =になること．

(h) 1「『店内でお召し上がりですか，お持ち帰りですか?』は，アメリカのファースト

フード店でよく聞かれる質問だ．」

慣用表現の問題．For here or to go?は「ここで召し上がりますか，お持ち帰りです

か」という意味の慣用表現．
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〔IV〕(a) [e]

1. i: 2. i: 3. i: 4. i: 5. e

(b) [Ù]

1. k 2. Ù 3. k 4. k 5. k

(c) [8]

1. 8 2. D 3. D 4. D 5. D

(d) [ou]

1. ou 2. 2 3. O: 4. w2 5. a

(e) [eI]

1. 2 2. 2 3. æ 4. eI 5. æ

(f) [s]

1. z 2. z 3. z 4. z 5. s

〔V〕A. 4 6 5 1 7 3

(It is) critical to acquire equipment (that can accurately measure and) analyze

samples.

・It is ～ to V ….「Vすることは～である」

B. 1 3 5 4 7 2

(This guidebook is) all you need (to visit the) sights around here.

・all (〔that〕you need)の部分は目的格の関係代名詞 thatが省略され，you need

が allを修飾している．

C. 4 7 6 5 3 1

(I) recommend you attend (the meeting, though you can) choose not to.

・recommend (that) S (should) V「Sが Vすることを勧める」

D. 2 5 4 3 7 6

(If I had known that) they don’t accept (credit cards, I) would have brought (a

lot of more cash with me.)

・仮定法過去完了

If S had+過去分詞 ∼, S would+have+過去分詞 · · · .「もし～していたら，…
しただろうに」
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- Note -
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