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2020 年実施鹿児島大学 学力試験Ⅰより 

 

今回は、昨年の鹿児島大学の問題より、気になる英文を取り上げて、重要表現や、英文を訳す際のこつ

を確認したいと思います。 
 
★第 1 問（抗生物質と耐性菌に関する文章）の最終段落より抜粋した英文。ここは、設問 4 の答えになる

部分でしたので、正確に捉える必要がある。 
 
Other strategies (1)include behavioral and communication programs for parents, (2)given their 

contribution to the increased number of antibiotics (3)prescribed and dispensed to children. 
〔和訳〕他の戦略としては、行動やコミュニケーションに関する、親のためのプログラムが挙げられる。

というのも、親が、子供に処方されて投薬される抗生物質の数が増加していることの一因になっているか

らだ。 
〔コメント〕 
(1) 「S include O = S として(は)O が挙げられる」という訳し方を知っておくと便利である。 
(2) 「given ～＝～を考慮に入れると」という非常に有名な形である。「～」に来るのは、文でも名詞で

も良い。KALS の授業でも何度も説明した形であり、昨年もこうやって普通に試験に出た。これが処理で

きない人は、安定した点を取ることは難しいであろう。なお、これも授業でよく説明したが、この形は、

ほとんど理由を述べていると考えて、「～なので」という訳もできる。ここでは、理由だと考えて処理す

ると良いであろう。上記の和訳もこの考え方で訳している。 
 また、下線(2)にはもう 1 つ重要な論点がある。それは、「名詞を動詞化して訳すと自然な日本語になる」

という原則である。「their contribution to the increased number of antibiotics」の部分は確かに名詞な

ので、名詞としてそのまま訳すと、「親の(子供に処方され投薬される)抗生物質の数の増加への寄与」とな

る。しかし、これはぎこちない日本語である。そこで、contribution を contribute という動詞に直して考

えると良い。そうすると、「contribute to ～＝～に貢献する、～の一因になる」という熟語が頭に浮かぶ

と思う。この熟語をもとに、「their contribution to the increased number of antibiotics」をほぐしてい

くと、「they contribute to the increased number of antibiotics」という文を作れる。この文は、「彼らが、

(子供に処方され投薬される)抗生物質の数の増加の一因となっている」と訳せる。これを「given ～」の
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訳と組み合わせると、自然な日本語になる。 
 まとめると、下線(2)は、「given they contribute to the increased number of antibiotics」という形に

変換して、なおかつ、理由の訳を採用すると、処理しやすい。 
 ちなみに、「increased number」 は、「増加した数」が直訳だが、ここは「数の増加」というふうに順

番を逆にして訳すと良い。こういう場合も、結構あるので覚えておいてほしい。 
例えば、「improved access to education」とあったら、「改善された教育を受ける機会」ではなく、「教育

を受ける機会の改善」としたほうがより良い。 
(3) 普通の過去分詞の形容詞用法である。dispense は、「投薬する、調合する、分配する」という意味が

ある。「dispense with ～＝～なしで済ます(＝do without ～)」という有名な熟語があるが、学士試験で

はあまり見かけない。但し、この熟語を知っていると、「indispensable = 必要不可欠な」という単語の意

味を覚える時に役立つ。上記の熟語を知っていれば、この単語は、「～なしでは済ますことができない」

というイメージで捉えることができ、覚えやすいであろう。 
 
★第 2 問（人間と犬の関係に関する文章）より抜粋。設問 2 に絡むところである。 
 

Gaze not only facilitates the understanding of another’s intention but also the establishment of 
affiliative relationships with others. 
〔和訳〕(1)じっと見るという行為により、(2)別の人の意図を理解することが(3)容易になるだけでなく、

他人と親和的な関係を樹立することも容易になる。 
〔コメント〕第 2 問では無生物主語の訳し方を確認しておく。 
(1) ⇒ 英文の主語、つまり、この場合は、無生物主語を副詞化して訳す。「は」「が」は付けない。ここ

では、「---により」という訳し方をしている。 
(2) ⇒ 英文の目的語を主語にする。よって、「理解することが」という訳になっている。 
(3) ⇒ (2)に合わせて、動詞を適切に訳す。「facilitate = 容易にする」なので、それを適切に加工する

と、ここでは「容易になる」という日本語で良いだろう。 
 

土田 治 
   
 
 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

【注意喚起】 新型コロナウイルス等、感染予防のお願い 
 

 

◇入試情報を確認しましょう 

 

随時情報が判明次第、マイルームにて 

ご案内いたしますので、適宜ご確認ください。 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
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＜入試情報＞ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn 

※更新の際は都度マイルームにてお知らせしています。 

 

★新潟大学において、令和４年度より医学科第２年次編入学（学士入学）の募集を 

停止する予定であることがＨＰにて発表されました。 

現在、文部科学省への手続きを進めており、決定次第、改めて HP で発表されます。 

受験を予定されていた方はご注意ください。 

 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

◆プレミアム講座＜WEB 通信＞ 

過去問分析や弱点克服のための講座です。 

合格“確度”の向上を目指して、ご自身の学習状況に応じご受講をご検討ください。 

 

▼ラインナップはこちら▼ 

特定大学過去問分析（大阪大学） 

物理・化学過去問分析 

生命科学過去問分析 

文系のための統計入門 

医学統計（疫学）対策 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

 

 

◆直前対策／出願書類対策講座＜WEB 通信＞ 

 

出願書類の仕上げとして、各大学のテーマ・文字数に合わせた課題論文・志望理由書・ 

自己推薦書等をきめ細かく添削する、直前期対策講座です。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021 

 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 限定講座 

 

「個人面接対策講座」 6 月 1 日（火）～申込開始 

本講座は面接試験に進む方を対象に、志望理由書に基づいた 

模擬面接・アドバイスをオンラインにて実施する直前対策講座です。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021
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いずれの大学も面接の評価が最終合格を左右します。 

面接で自身をアピールする練習を積み、本番に臨みましょう。 

詳細・お申し込み方法はマイルーム上の案内をご確認ください。 

 

①「志望理由書〔添削付〕個別指導講座」  

志望理由書の添削（2 回）と個別指導（1 回／30 分）がセットの講座です。 

志望理由を書いたことのない方にお勧めの講座です。 

 

②「完成医学英語 DRILL（全５回セット）」  

対象者：完成シリーズ医学英語 受講生 

基礎力の固まった方向けの実戦形式の自宅学習用教材（詳細な解答解説付）です。 

 

③「文系のためのミニマム数学（全３講／120 分)」 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。 

必要最低限の数学（確率・統計は除く）の知識と考え方を勉強していただく講座です。 

【名駅校 DVD 講座】 【WEB 通信講座】 

 

④「フォローアップ「確率・統計」講座（全４講／120 分）」  

学士編入試験で過去に出題されたことがある問題・内容で 

ハイレベル数学「確率・統計」では扱わなかった問題を解説いたします。 

 

⑤「トップレベル生命科学テストゼミ（全５講／テスト 60 分・解説講義 60 分）」 

対象者：現在または過去の受講含め、完成シリーズ「生命科学」と実戦シリーズ「生命科学」両方の受講履歴が

ある方 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、総仕上げとしてご活用ください。 

 

【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）  ※申込受付は終了しました。 

【WEB 通信講座】  5/13（木）より順次配信 ※申込期限：11/19（金） 

 

▽受講生限定講座の詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415 

 

 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 チュートリアルのご案内 

 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

※チュートリアルは、通信講座をご受講の方も各校舎のＬＩＶＥ講義にご参加いただけます。 

参加予約は不要ですが、校舎へ来校の際は必ず受講証をご持参ください。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-indvdllrn2020
https://dl1.dl.sua.jp/dl/30000-f0234ebd4ad9bceab16c4fbf7eed0f80
https://dl1.dl.sua.jp/dl/31757-fd090bb13f7ff893e46ebfc030d4568e
https://dl1.dl.sua.jp/dl/32455-da6b3e7acfa84ecdf22236d9f151496a
https://dl1.dl.sua.jp/dl/34147-19820ea8031c8470d9b58f0a7e5e57bd
https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415
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◇第 1 回公開模試 解説講義◇ 

【新宿本校】 5/29（土）10:30～12:30 生命科学/ 13:30～15:00 英語 

         5/30（日）10:30～11:30 物理/11:45～12:45 化学 

【名駅校】  生命科学/英語/物理/化学：6/4（金）～ＤＶＤ視聴可能 

【新大阪校】 生命科学/英語/物理/化学：6/4（金）～ＤＶＤ視聴可能 

【マイルーム】 6/9（水）～配信予定 

 

 

◇実戦実力テスト解説講義◇ 

【新宿本校】 6/5（土） 13:30～15:00 英語、6/6（日） 16:00～18:00 生命科学 

【名駅校】  英語/生命科学：6/11（金）～ＤＶＤ視聴可能 

【新大阪校】 5/23（日）11:00～12:30 英語、5/22（土）13:00～15:00 生命科学 

【マイルーム】 6/16（水）～配信予定 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

「基礎復習テスト 生命科学①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「完成実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

「実戦シリーズ生命科学中間テスト解説講義」 90 分 

 

 

 

≪２０２２年度実施試験対応≫ 

【テスト実施のご案内】 

 

■基礎シリーズ復習テスト 

 

基礎シリーズでは知識定着をはかるため、各科目復習テスト（記述式）を実施します。 

以下テストの日程を目安にして各科目の復習に取り組み、積極的にテストを受験しましょう。受験対象は各科目

受講者となり、受験方法は会場受験または自宅受験にて、科目につき１回の受験となります。 

詳細はマイルームをご確認ください。 

 

＜新宿本校＞  

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/26（土）11:00～12:20 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  7/31（土）11:00～12:30 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/10（日）14:00～15:30 

医学英文法Ⅰ 6/26（土）60 分 13:30～14:30 

医学英文法Ⅱ 9/12（日）60 分 14:00～15:00 

スタンダード物理Ⅰ 7/17(土) 60 分 10:30～11:30 

スタンダード物理Ⅱ 9/18(土)60 分 15:15～16:15 

スタンダード化学Ⅰ 7/17(土) 60 分 11:45～12:45 

スタンダード化学Ⅱ 9/18(土)60 分 14:00～15:00 

 

＜名駅校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/26（土）15:30～16:50 
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生命科学② ＃11～＃16 90 分  8/7（土）15:30～17:00 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/16（土）13:00～14:30 

医学英文法Ⅰ 6/26（土） 60 分 17:00～18:00 

医学英文法Ⅱ 9/18（土） 60 分 14:00～15:00 

スタンダード物理Ⅰ 7/17(土) ～配布開始 

スタンダード物理Ⅱ 9/25(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅰ 7/17(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅱ 9/25(土) ～配布開始 

 

＜新大阪校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  6/26（土）11:00～12:20 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  8/7（土）11:00～12:30 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/10（日）11:00～12:30 

医学英文法Ⅰ 6/26（土）60 分 13:00～14:00 

医学英文法Ⅱ 9/12（日）60 分 11:00～12:00 

スタンダード物理Ⅰ 7/17(土) 60 分 11:00～12:00 

スタンダード物理Ⅱ 9/26(日) 60 分 10:00～11:00 

スタンダード化学Ⅰ 7/17(土) 60 分 12:15～13:15 

スタンダード化学Ⅱ 9/26(日) 60 分 11:15～12:15 

 

＜自宅受験＞ 

生命科学① 7/6（火）アップ  

生命科学② 8/10（火）アップ  

生命科学③ 10/19（火）アップ  

医学英文法Ⅰ 7/6（火）アップ  

医学英文法Ⅱ 9/21（火）アップ  

スタンダード物理Ⅰ 7/27（火）)アップ 

スタンダード物理Ⅱ 9/28（火）)アップ  

スタンダード化学Ⅰ 7/27（火）アップ  

スタンダード化学Ⅱ 9/28（火）)アップ  

 

提出期限：2021 年 12 月 17 日(金) 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆生命科学テストバンク【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

オリジナルの記号式問題演習ツールです。「練習テスト」「模擬テスト」の 2 パターンから構成されており、 

繰り返し利用することで体系的な知識整理が可能です。 

高校範囲を主に扱う「基礎編」と、大学の生命科学に特化した「標準編」のレベルがあります。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

【基礎編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

【標準編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212
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下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃決定分より順次予約受付開始となります。 

※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/35055  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/35054 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が必要です。 

 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/35055
https://school.kals.jp/student-mk/blog/35054
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

