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Windom2016 医学部受験のことなら全てお任せ下さい 

2016 年度 久留米大学入試 英語解答速報 
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1. 

解答 

(1) c (2) d (3) b (4) b (5) c 

解説 

(1) holiday entitlement 休暇を受ける権利 

(2) imposed by the state 国によって課された 

(3) detrimental 有害な 

(4) on a temporary basis 時間単位で 

(5) relaxation of the law 法の緩和 

2. 

解答 

d, e, g 

解説 

d 第四段落第一文から 

e 第三段落第六文から 

g 第三段落第三、四、五文から 
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解答 

(1)cebfda 

(2)cebdaf 

(3)dafbce 

解説 

(1) Curhan joined two hedge fund managers from the private investment firm Gotham 

Capital to announce they had established a web site and a cash prize 

カーハンは、民間の投資会社ゴーサム資本の二人のヘッジファンド部長と一緒になって、

ウェブサイトと賞金を立ち上げたと発表した。 

(2) based on DNA that is missing from tumor cells but found in normal healthy cells 

腫瘍細胞からは行方不明になっているが正常な健康細胞には見つかる DNA に基づいて 

(3) When evaluating proposals for the prize, the group wanted to get ideas from all 

sources, including from people who are not experts in cancer 

その賞の提案を評価する際に、そのグループは、ガンの専門家でない人たちを含むあるゆ

る拠り所からの考えを得たいと望んだ。 
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(A)島に持ち込まれたペットの子孫である 400 匹以上の野生のネコが、この 10 年で捕獲さ

れ、新しい飼い主によって引き取られる前に検査のため動物病院に送られた。 

(B)The cats that were brought to the two big islands were abandoned when the 

inhabitants were forced to evacuate during the war. 

解説 

(A) 

feral=wild 野生の  descendants 子孫 capture 捕獲する for checks 検査のため  

adopt 引き取る 

(B) 

abandon 見捨てる inhabitant 住人 evacuate 避難する 
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解答 

(1) b (2) c (3) a (4) b (5) d  

解説 

(1) 来週のジムのパーティの準備はどうなっている。 

まだやることがたくさんある。 

(2) この方程式解くのを手伝ってくれないかな。本当に難しい。 

いいよ、何が問題なの。 

(3) この六冊の本を一週間借りたい。 

すみませんが、一人につき四冊だけです。 

(4) この夏はどうしてしまったのか。アッという間に過ぎてしまったようだ。 

六月がつい昨日のことのようだ。 

(5) すみませんが、一番近い ATM はどこですか。 

薬局の隣の通りを渡ってすぐのところです。 
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解答 

(1) a (2) d (3) a (4) b (5) d (6) a 

解説 

(1) Giving→Given 

(2) stick→sticking 

(3) are too short→is too short 

(4) condemn→condemnation 

(5) fallen→fell 

(6) late→latter 

 

6 

解答 
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(1) c (2) a (3) b (4) a (5) a (6) c (7) a (8) d (9) b (10) b 

解説 

(1) 才能 

(2) 苦しめる 

(3) 有能な 

(4) カンカンに怒る 

(5) 考慮して 

(6) 数がずっと多い 

(7) 子供たちの間で 

(8) 会社の重役たちにできるだけたくさん会いたい 

(9) に直面して 

(10)今日来てくれたら 
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(1) b (2) d (3) b (4) b (5) a 

 

 


