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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。
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〔 I 〕　次の英文の下線部を和訳せよ。

Within the mystery type of detective story some elements are fairly consistent.

A mystery detective story usually contains a detective of some kind, an unsolved

mystery (not always technically a crime), and an investigation by which the mystery

is eventually solved. There is another component, however, that may be present in

varying degrees, or may not be present at all. This is the so-called ‘puzzle element’:

the presentation of the mystery as a problem for the reader to solve.

[出典: Rzepka, C.J. (2005). Detective Fiction.Polity Press に基づく]

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

せよ。

Phillis Wheatley was born in West Africa. When she was seven or eight years

old, Phillis was kidnapped and brought to the New England colonies in North

America. In August 1761, John Wheatley, a wealthy businessman, bought her to

serve his wife, Susannah. John and Susannah named the young girl Phillis, after

the ship that had brought her to America.

The Wheatley family had unusual beliefs for the times. Both John and Su-

sannah were educated people, and Susannah believed that all human beings could

learn if given the chance. She also believed that all people, of any skin color, should

love and respect each other. The Wheatleys treated Phillis more as a daughter

than as a slave and soon recognized Phillis’s intelligence and desire to learn. One

day, Phillis was found writing on the wall with a piece of coal. She was copying

the letters from the cover of a book. Seeing her writing on the wall, the Wheatley

family’s daughter, Mary, promised that she would teach her to write — on paper,

not on walls.

In the eighteenth century, it was a crime to teach a slave to read and write
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in the Southern colonies. In the Northern colonies, however, restrictions against

this education were not as severe as they were in the South. Many of the slaves

in New England and other parts of the North were even urged to learn to read,

especially the Bible. Many people thought that slaves should read the Bible so

they could become better believers of the Christian religion. Mary Wheatley began

to teach Phillis to read and write English. She also taught Phillis the Christian

religion. Phillis learned quickly. While teaching Phillis to read, Mary introduced

her to writings from other countries. Phillis read works such as Greek and English

poems and plays.

Phillis was about twelve years old when she began to write poetry. One of her

earliest poems was about her religious faith. She wrote mostly about religion and

morals. Many of her poems were created at the request of friends of the Wheatleys

to honor a family member who had died. Phillis had an unusual life for a slave. Mr.

and Mrs. Wheatley had stopped having Phillis do housecleaning jobs. They made

sure Phillis had time to study. But Phillis was not permitted to make friends with

uneducated slaves. So she remained separate from both white and black worlds.

While she was considered above the other black slaves, she was never considered an

equal of white slave owners.

In 1773, Phillis travelled to London and gave poetry readings there. She was

about twenty years old. The writings of the young slave from Africa surprised

everyone. It was in London where Phillis’s book, which contained thirty-eight of

her poems, was published in the same year. It was the first published book written

by a black person in America, and it was only the second one written by an American

woman. The book sold very well in London and later in America.

Phillis stayed with the Wheatley family even after she became famous. When

Mr. Wheatley died in March 1774, Phillis wrote that she had lost a friend and

parent. She took care of Susannah during her long final sickness.

After Susannah’s death, Phillis was freed by the Wheatley family, but her life
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became more difficult. Her marriage was an unhappy one, and she never had a

chance to publish another book although she strongly hoped to. However, Phillis

Wheatley left her mark on history as the very first African-American poet.

注 kidnap　誘拐する

[Phillis Wheathley. Leading Authors & Writers 2. Oldies Publishing(2015) に基づく]
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11. Phillis Wheatley was caught in New England and sold to a wealthy person

when she was not even ten years old.

12. It did not take the Wheatley family very long to discover that Phillis was a

smart girl who was eager to learn.

13. In eighteenth-century America, there was very little difference in the ways

slaves were treated in the Southern and Northern colonies.

14. Mary Wheatley taught Phillis how to read using writings from various coun-

tries.

15. When she was about twelve years old, Phillis started to send her poems to

her close slave friends when they lost their family members.

16. Phillis was treated differently from other slaves by the Wheatleys, but she

kept a good relationship with other slaves in the house.

17. Phillis’s poems were received positively in London.

18. Before Phillis’s book was published in London in 1773, there was only one

American woman who had published a book.

19. When Phillis became famous, Mr. and Mrs. Wheatley made her live alone.

20. Although Phillis had been famous as the first African-American poet, her

name was totally forgotten after her death.
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〔III〕　次の (a)～(h)の各文の空欄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) Bob cannot get a job ( ).

1. in spite of his efforts 2. instead of his efforts

3. in fact of his efforts 4. in need of his efforts

(b) Mike cannot play the piano, ( ) the violin.

1. not mention 2. not speaking of

3. let alone 4. needless to say

(c) Sally spoke ill of me even though I had ( ) many times before.

1. stood down with her 2. stood at her

3. stood down for her 4. stood up for her

(d) Mike was about to give up learning Japanese, but he still ( ).

1. was remaining to study 2. continues to study

3. was keeping to study 4. keeps to study

(e) If you want to buy something you need, you should ( ) some money.

1. put along 2. put aside

3. put ahead 4. put over

(f) ( ) I go to the library, I start feeling sleepy there.

1. No matter time 2. By the time since

3. No matter when 4. The timing
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(g) We got there ahead of time ( ) the earlier train.

1. so that we could catch 2. unless we had caught

3. if we had caught 4. except that we could catch

(h) The school sports event will be held, ( ).

1. weather if permits 2. weather will permit

3. weather to permit 4. weather permitting
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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 1～4の中から一つず

つ選び，その番号を記入せよ。

(a) focus

1. above 2. comb 3. wonder 4. comfortable

(b) towel

1. bowl 2. blow 3. cow 4. grow

(c) knight

1. marine 2. ambitious 3. climata 4. intimate

(d) search

1. nerve 2. share 3. affair 4. fair

(e) smell

1. break 2. season 3. repeat 4. feather

(f) climb

1. subject 2. cab 3. lamb 4. absent
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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. 彼女からの電話でトマスはやるべき宿題があることを思い出した。

( a ) ( b ) ( c ) Thomas that he had his ( d ) ( e ) ( f ).

1. do 2. her 3. homework 4. remembered

5. reminded 6. call 7. to

B. 身のまわりの世界を注意深く観察すれば，多くの有益な知識が得られる。

A lot of useful knowledge ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) observation of the

world ( e ) ( f ).

1. you 2. get 3. by 4. gained

5. is 6. careful 7. around

C. 彼は幹線道路でかなりスピードオーバーをして車を飛ばしていた。

He was driving ( a ) ( b ) ( c ) the speed ( d ) ( e ) ( f ).

1. at 2. the highway 3. over 4. limit

5. against 6. well 7. on

D. この先も繰り返すのでなければ，いくらかお金を貸してもいいですよ。

I do not ( a ) ( b ) ( c ) some money if you do not ( d ) ( e )

( f ) of it.

1. lending 2. make 3. mind 4. habit

5. you 6. ask 7. a
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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 95 1, 259 1, 193 257 4.6

3. 入試結果：合格者の得点

学　科 合計 最高点 最低点

薬学科 300 277 205

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 72.0 72.0 87.9 82.8 73.8

選択率 − − 14.9 63.8 21.3

合格率 − − 32.0 21.3 15.0

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　 2019年 2月 3日実施一般前期入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. だが，様々な程度で存在するかもしれない，または全く存在しないかもしれ

ないもう一つの構成要素がある．これはいわゆる「パズル要素」であり，す

なわち読者が解くべき問題として謎を提示することである． 〔問題集〕

解答例 2. しかしながら，程度の差こそあれ存在しているかもしれないし，あるいは全

く存在していないかもしれないようなもう一つの要素がある．これはいわゆ

る「パズル要素」，つまり読者が解決するべき問題として謎を提示すること

である． 〔増田塾〕

解答例 3. しかし，様々な程度で存在しているかもしれない，あるいは，まったく存

在していないかもしれない別の構成要素がある．これはいわゆる「謎の要

素」，つまり，読者が解決しなければならない問題としての謎を示すもので

ある． 〔北予備〕

〔 II〕　

12 14 17 18

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

1 3 4 2 2 3 1 4

〔IV〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

2 3 3 1 4 3

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 2 6 5 3 7 1

B 5 4 3 6 7 1

C 1 6 3 4 7 2

D 3 1 5 2 7 4
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〔 I 〕【全文訳例】
　ミステリータイプの探偵小説では，いくつかの要素がかなり一貫しています．ミス

テリー推理小説は通常，ある種の探偵，未解決のミステリー（厳密には必ずしも犯罪

ではない），そしてそのミステリーを最終的に解決するための調査を含んでいる．しか

しながら，程度の差はあるもの存在し得る，または全く存在し得ない別の要素が存在す

る．これはいわゆる「パズル要素」であり，読者が解決すべき問題としての謎の提示で

ある．

解答の Point

• not ∼ at all「全く～ない」

• in varying degrees「程度の差こそあれ/程度の差はあるものの」

• so-called「いわゆる」

• a problem for the reader to solveの部分は，for the reader to solveが形容詞

的用法として a problem を修飾している．for the reader は to solve に対する

意味上の主語．

〔 II〕選択肢を一つ一つ見ていきましょう．
11. 「フィリス・ウィートリーはニューイングランドで捕らえられ，10歳にもならない

うちに金持ちに売られた．」

Phillis Wheatley was caught in New England「Phillis WheatleyはNew England

で捕らえられた」が誤り．第 1段落第２文の Phillis was kidnapped and brought

to the New England「Phillisは誘拐されて New Englandに連れてこられた」とい

う表現から，New Englandで捕らえられたわけではないことが分かる．

12. 「ウィートリー家はすぐに，フィリスが学ぶことに熱心な賢い少女であることを

知った．」

第 2段落第 4文に合致している．

13. 「18世紀のアメリカでは，南部植民地と北部植民地で奴隷の扱いにほとんど違いが

なかった．」

there was very little difference「違いはとても小さいものだった」が誤り．第 3段

落から教育の規制については南北の植民地間で違いがあったことが読み取れる．

14. 「メアリー・ホイートリーはさまざまな国の書物を使って文字の読み方をフィリス

に教えた．」

第 4段第 4・5文に合致している．

15. 「12歳の頃，家族を亡くした親しい奴隷の友人たちに詩を送り始めた．」

her close slave friends「彼女の親しい奴隷の友達」が誤り．第 5 段落第 4 文に at

the request of friends of the Wheatleys「Wheatley一家の友人に頼まれて」とあ

るが，「奴隷の友達」という記載はない．

16. 「フィリスは，ホイートリー家によって他の奴隷とは異なる扱いを受けたが，家の

中の他の奴隷とは良好な関係を保っていた．」
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選択肢前半部分は第 6段落第 6文に対応しているが，後半部分の記載がない．

17. 「フィリスの詩はロンドンで好意的に受け入れられた．」

第 7段落第 6文に合致している．

18. 「1773年にロンドンでフィリスの本が出版されるまで，本を出版したアメリカ人女

性は一人しかいなかった．」

第 7段落第 5文に合致している．

19. 「フィリスが有名になったとき，ウィートリー夫妻は彼女をひとり暮らしにした．」

第 8段落第 1文に反している．

20. 「フィリスは最初のアフリカ系アメリカ人の詩人として有名だったが，死後，彼女

の名前はすっかり忘れられていた。」

選択肢は her name was totally forgotten after her death「彼女の名前は彼女の

死後，完全に忘れられた」という否定的な表現だが，最終段落最終文には Phillis

Wheatley left her mark on history「Phillis Wheatley は歴史に足跡をのこした」

という肯定的な表現がある．

【全訳例】

　 11フィリス・ウィートリーは西アフリカで生まれた．7か8歳の時，フィリスは誘拐

され，北アメリカのニューイングランド植民地に連れてこられた．1761 年 8 月，裕福

な実業家ジョン・ウィートリーが妻スザンナに仕えるために彼女を買った．ジョンとス

ザンナは，アメリカに連れてきた船にちなんで，少女をフィリスと名づけた．

　ホイートリー家には当時としては珍しい信念があった．ジョンもスザンナも教養ある

人で，スザンナは機会があればすべての人が学ぶことができると信じていた．彼女は

また，どんな肌の色の人でも，お互いを愛し尊敬すべきだと信じていた．ウィートリー

夫妻は，フィリスを奴隷というより娘として扱い，12すぐにフィリスの知性と学習意欲

に気付いた．ある日，フィリスが石炭のかけらで壁に文字を書いているのが見つけられ

た．彼女は本の表紙の文字を写していた．壁に彼女が書いているのを見て，ウィート

リー家の娘，メアリーは彼女に，壁ではなく紙に書くことを教えると約束した．

　 1318世紀に南部の植民地で奴隷に読み書きを教えることは犯罪であった．しかし北

部植民地では，この教育に対する制限は南部ほど厳しくはなかった．ニューイングラ

ンドをはじめとする北部の奴隷の多くは，聖書をはじめとする読書を学ぶよう促され

た．多くの人が，奴隷は聖書を読んで，キリスト教の信者になるべきだと考えていま

した．14メアリー・ホイートリーはフィリスに英語の読み書きを教え始めた．彼女はま

た，フィリスにキリスト教を教えた．フィリスはすぐに覚えた．メアリーはフィリスに

読書を教えている間，彼女に外国の書物を紹介した．フィリスはギリシャ語や英語の詩

や劇などの作品を読んだ．

　フィリスが詩を書き始めたのは 12 歳の頃だった．彼女の初期の詩の一つは信仰に

関するものだった．彼女は主に宗教と道徳について書いた．15彼女の詩の多くは，亡

くなった家族を称えるためにホイートリー家の友人から依頼を受けて作られた．フィリ

スは奴隷としては珍しい生活を送っていた．16ウィートリー夫妻はフィリスに掃除の仕
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事をさせるのをやめていた．彼らはフィリスが勉強する時間があることを確認した．し

かし，フィリスは教育を受けていない奴隷と友達になることを許されなかった．そのた

め，彼女は白人と黒人の両方の世界から離れたままでした．彼女は他の黒人奴隷の上に

いると考えられていたが，白人奴隷の所有者と同等であるとは考えられていなかった．

　 1773 年，フィリスはロンドンを訪れ，詩の朗読会を行った．彼女は，20 才くらい

だった．17アフリカの若い奴隷の著述は誰もが驚いた．同年にフィリスの詩 38作品を

収めた本が出版されたのはロンドンだった．アメリカで黒人が書いた本が出版されたの

は初めてで，18アメリカ人女性が書いた本はわずかに2冊目だった．その本はロンドン

で，後にアメリカで非常によく売れた．

　 19フィリスは有名になった後もウィートリー家にとどまった．ウィートリー氏が

1774年 3月に亡くなったとき，フィリスさんは友人と親を失ったと書いた．彼女は長

い最後の病の間，スザンナの世話をした．

　スザンナの死後，フィリスはウィートリー家によって解放されたが，彼女の人生はよ

り困難になった．彼女の結婚生活は不幸なもので，出版を強く望んだが，出版する機会

はなかった．しかし，20フィリス・ウィートリーは，まさに最初のアフリカ系アメリカ

人の詩人として歴史に足跡を残した．

〔III〕(a) 1「ボブは努力しているにもかかわらず，仕事を得ることができない．」

群前置詞の問題．in spite of ∼「～にもかかわらず」= despite ∼ = for all ∼ =

with all ∼はどれも大事です．2.instead of ∼「～の代わりに」，3.in fact ofとい

う表現はなく，副詞句 in fact「実際は」，4.in need of ∼「～を必要として」．
(b) 3「マイクはバイオリンはおろかピアノも弾けない．」

副詞句の問題．3.let alone ∼「～はなおさらだ」は忘れたころに出題されますね．
センターにも出題されたのできちんと覚えましょう．

1.not to mention ∼「～は言うまでもない」，2.は not to speak of ∼で「～は言う
までもない」．4.needless to say「言うまでもなく」は副詞句なので，Needless to

say, she will never come again.「言うまでもなく彼女は二度と来ないだろう」のよ

うに単独で用いる．

(c) 4「サリーを何度も擁護したのに，彼女は私のことを悪く言った．」

イディオムの問題．4.stand up for ∼「～を擁護する」が正解．1.stand down with

∼という言い方はない．2.stood at her「彼女のそばに立った」，3.stand down for

∼「～のために身を引く」．
(d) 2「マイクは日本語の勉強をやめようとしていたが，まだ勉強を続けている．」

動詞の語法の問題．2.continue to V「Vし続ける」が正解．1.remain to do「～す

るために残る」という意味で，remain doing「～し続ける」ですが remainは原則

進行形にしません．3.と 4.は keep doingの形に反します．

(e) 2「必要なものを買いたいなら，お金を貯めたほうがいい．」

イディオムの問題．2.put aside ∼「～を蓄える」という意味．3.put ahead ∼「～
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を促進させる」，4.put over ∼「～を向こうへ渡す/～を延期する/～を理解させる」．

(f) 3「いつ図書館に行っても眠くなる．」

no matter +疑問詞の問題．3.no matter when S V「SVするときはいつでも」で

この場合は複合関係詞の wheneverと同じ意味になります．

(g) 1「私たちはもっと早い列車に間に合うように，早めにそこに着いた．」

接続詞の問題．1.∼ so that S can V「Sが Vできるように～ / ～の結果 SVする」

が正解．ahead of time「定刻前に」

(h) 4「天気がよければ，学校の運動会があります．」

分詞の問題．4.weather permitting「天気がよければ」は覚えておくべき独立分詞

構文です．All things considered「あらゆる点を考慮すると」，Generally speaking

「一般的に言って」，Judging from ∼「～から判断すると」，Speaking of ∼「～と
言えば」などスラスラでてきますか．

〔IV〕(a) [ou]

1. 2 2. ou 3. 2 4. 2

(b) [au]

1. ou 2. ou 3. au 4. ou

(c) [aI]

1. i 2. i 3. aI 4. i

(d) [@:]

1. @: 2. e@ 3. e@ 4. e@

(e) [e]

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

(f) 無声音 [claIm]

1. b 2. b 3. 無声音 [læm] 4. b

〔V〕A. 2 6 5 3 7 1

Her call reminded (Thomas that he had his) homework to do.

・remind + O + that S V「Oに SVすることを思い出させる」

・他にも remind O to V「Oに Vすることを思い出させる」と remind A of B「A

に Bを思い出させる」という表現も確認しておこう．

B. 5 4 3 6 7 1

(A lot of useful knowledge) is gained by careful (observation of the world) around

you.

C. 1 6 3 4 7 2

(He was driving) at well over (the speed) limit on the highway.

・at well over the speed limit「速度制限を大幅に超えて」

D. 3 1 5 2 7 4
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(I do not) mind lending you (some money if you do not) make a habit (of it).

・mind Ving「Vすることを嫌がる」

・make a habit of～「～を習慣とする」 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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