
2020年度受験用

7⃝ A 2019年度 英　　　語
　

問　題　冊　子（1～7ページ）

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。
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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。

In wartime, various people write diaries — female and male, common citizens

and soldiers, rich and poor. For example, people during the American Civil War

told stories of their families under emotional and economic stress, of their lives as

soldiers trying to survive illness, and so on. However, few gave thought to printing

and selling their private thoughts. As a result, to our regret, hundreds of diaries

that survived the war have remained unread by the public to this day.

[出典: Schultz,J.E.(2016). Writing Lives: Civil War Diary. Hutchison, C. (ed) A History of American

Civil War Literature. Cambridge University Press 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。

When I was a boy in the 1960s, I loved a series of books about Freddy the

Pig. The author, Walter R. Brooks, wrote twenty-six books with titles like Freddy

the Detective (1932), Freddy and the Perilous Adventure (1942), and Freddy the

Pilot (1952). Brooks died in 1958, but Freddy lives on. All the books are still in

print, and an organization called the Friends of Freddy maintains a website and

hosts conferences for fans and scholars of the pig. By now I have lost almost all my

boyhood possessions, ( A ). And recently I began re-reading them to remember

my childhood and to discover whether I could still enjoy them today.

One obvious appeal of the series is that Freddy and his fellow animals speak

human language. Talking animal stories have always been popular, from Aesop’s

Fables to Disney’s Zootopia (2016). Of course, ( B ). Unlike Beatrix Potter’s

Peter Rabbit (1902), for example, in the Freddy books animals talk with humans

as well as with other animals. And unlike the main character of A. A. Milne’s

Winnie-the-Pooh (1926), a toy bear living in a fantasy forest of play, Freddy is a
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live pig living in the real world of farms, towns, and work.

Freddy is a likeable and complex character. He is a pig of action who, depending

on the situation, can become anything from a magician to a cowboy. He also spends

a lot of time daydreaming and writing poetry, for “Like most pigs, he is extremely

artistic.” Due to confidence or carelessness, Freddy makes many mistakes, like the

time he rides a bicycle down a steep hill without knowing how to use the brakes,

but he has a warm heart and usually ( C ), like the time he proves that the cat

Jinx did not murder a bird.

Freddy lives on the New York farm of Mr. and Mrs. Bean. Among his friends

are the playful Jinx, the simple horse Hank, the foolish rooster Charles, the ladylike

duck sisters Emma and Alice, and four helpful mouse cousins. Although the animals

often criticize one another, in the end they always support each other. Together

they make a family, with Mr. and Mrs. Bean as the “parents,” for the animals’ real

fathers and mothers are absent, and the Beans care for their animals even while

leaving them free to have adventures. ( D ) I was a boy, because my own family

had broken apart with my parents’ divorce.

Perhaps the best feature of the Freddy books is their respect for animals. The

trust and affection between Freddy and Mr. Bean is moving, Freddy frequently

prevents people from abusing animals, and Brooks writes things like, “Spiders have

very little voices, and even animals, who hear better than people, have to be very

close to them to understand what they say.” The Freddy books make you ( E ).

Interestingly, although I don’t remember finding the books funny as a boy, I

often find myself laughing as I re-read them now. For children Freddy’s books are

mostly exciting adventures, while for adults they are mostly amusing comedies.

Brooks writes comedic scenes, like the time Freddy disguises himself as an old

woman and deceives a human detective. He writes funny plots, like the one in

which a robin with poor vision earns money for eyeglasses by pretending to be an

imaginary bird called a popinjay. He writes clever comments like, “Mrs. Wiggins
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had a sense of humor. That means that she always laughed at the wrong time.”

Brooks even makes fun of American culture, as when the animals hold a presidential

election with rival political parties, lying candidates, and cheating vote counters.

Appealing ( F ), the Freddy books are American classics.

注 rooster　雄鶏

deceive　だます

robin　コマドリ

1. care about other living things

2. manages to help someone in trouble

3. care about people more than animals

4. all such stories use animals in the same way

5. but I have always kept several Freddy books

6. this family deeply appealed to me when

7. in the same way to both children and adults

8. differently to readers of different ages and eras

9. not all such stories are the same
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〔III〕　次の (a)～(h)の各文の空欄に入れるのに適していないもの
=====================================

を 1～4の中から一つずつ

選び，その番号を記入せよ。

(a) When Eri came back to Japan, she wished she ( ) more time sightseeing

in Europe.

1. could have spent 2. had had

3. has enjoyed 4. had spent

(b) As soon as Takeshi realised he had forgotten his wallet, he ( ) to the

restaurant to look for it.

1. immediately went back 2. went right back

3. returned right away 4. immediately came back soon

(c) Some television variety shows interest me ( ) others don’t.

1. but 2. and some 3. but some 4. but any

(d) You ( ) someone by their family name if you don’t know their first name.

1. could call 2. can say to 3. can address 4. may refer to

(e) The official report concluded that a series of mechanical failures ( ) the

accident.

1. were a cause of 2. were caused

3. had caused 4. caused

(f) Following nearly a decade of research, scientists developed a new drug ( )

infection.

1. treatment 2. to treat

3. for the treatment of 4. for treating
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(g) The famous Japanese movie Spirited Away ( ) in 2001.

1. was released 2. was a new release

3. has been released 4. was newly released

(h) He thought that ( ) a better way to solve the problem he experienced.

1. there must be 2. there should have

3. it would be 4. he could find
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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) counsel

1. double 2. rough 3. through 4. trousers

(b) rhythm

1. mineral 2. slight 3. style 4. guide

(c) truth

1. construction 2. trunk 3. crew 4. summit

(d) screen

1. scent 2. descent 3. scenery 4. describe

(e) increase

1. dispose 2. refusal 3. prisoner 4. cease

(f) wear

1. refer 2. furniture 3. earnings 4. rare
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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. 大学で 4年間英文学を勉強した後，私はイギリスに旅行に行きました。

( a ) ( b ) ( c ) at collage, ( d ) ( e ) ( f ) studied English

literature, I travelled to the UK.

1. during 2. I 3. which 4. when

5. four 6. after 7. years

B. 腕組みをしながら，彼女は彼の言うことを聞いていた。

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) to him.

1. folded 2. folding 3. she 4. her

5. with 6. arms 7. listened

C. その映画はとても退屈だったので，半数の観客が眠り込んでしまった。

( a ) ( b ) was the movie that ( c ) ( d ) ( e ) ( f ).

1. very 2. the audience 3. boring 4. asleep

5. so 6. fell 7. half

D. 数分歩けば公園に着きます。

A ( a ) ( b ) walk ( c ) ( d ) ( e ) ( f ).

1. arrive 2. to 3. the park 4. minutes’

5. brings 6. you 7. few
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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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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 11日実施系統別入試　英語　解答・解説

〔 I 〕解答例 1. 個人の考えを印刷して売ることを考えた人はほとんどいない．その結果，残

念なことに，戦争でなくならなかった何百もの日記は，今日まで一般の人た

ちに読まれていないままである． 〔増田塾〕

解答例 2. 自分達の個人的な思いを出版し売ろうと考える人はほとんどいなかった．そ

の結果，残念なことに，戦火を免れた何百もの日記が今日まで人々に読まれ

ないままになっているのだ． 〔問題集〕

〔 II〕　
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

5 9 2 6 1 8

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

3 4 4 2 2 1 3 2

〔IV〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

4 1 3 4 4 4

〔V〕　
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A 6 5 7 1 3 2

B 5 4 6 1 3 7

C 5 3 7 2 6 4

D 7 4 5 6 2 3
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〔 I 〕【全文訳例】
　戦時中は，男女，庶民，軍人，金持ち，貧乏人などさまざまな人が日記を書きます．

例えば，南北戦争中の人々は，感情的・経済的ストレスを受けている家族の話や，兵士

として病気を乗り切ろうとしている話などを話していた．しかし，個人的な考えを印刷

して売ることを考えた人はほとんどいませんでした．その結果，残念なことに，戦争を

生き抜いた何百冊もの日記が，今日に至るまで読まれずに残っています．

解答の Point

• few「ほとんど～ない」

• give thought to ∼「～について考える/～を考慮する」

• remain ∼「～のままである」
• to this day「今日に至るまで」

〔 II〕1. ( )の分析

( A ): , ( A )なので，接続詞 + SVの形が入る

( B ): Of course, ( B )なので，完全な文が入る

( C ): 直前に副詞 usuallyがあるので動詞で始まり，主語が heなので 3単元の s

があるもの

( D ): ( D ) I was a boy,とあるので時を表す接続詞が必要

( E ): make you ( E )の makeは SVOCの文型を取るので，使役動詞なら原形

が Cなら形容詞があるもの

( F ): appealは自動詞なので前置詞が必要．appeal to 人「人にうける/人心に訴

える」に注目

2. 選択肢の分析

1. 動詞で始まっているので主語が必要．1.と 3.はともに care aboutで始まる

2. 動詞で始まっているので主語が必要．managesと 3単元の sがついてる

3. 動詞で始まっているので主語が必要．1.と 3.はともに care aboutで始まる

4. 完全な文（SVO)

5. butで始まるので，直前に反対の内容やカンマがある

6. whenで終わっているので，( )の直後に完全な文がある

7. 副詞 + to readerの形に注目．7.と 8.は同じ形

8. 副詞 + to readerの形に注目．7.と 8.は同じ形

9. 完全な文

以上の文章を読まない分析だけでも，( A )には 5.が，( B )には 4.か 9.が入るので内

容で判断，( C )には 2.が，( D )には 6.が，( E )には 1.か 3.が，( F )には 7.か 8.

が入るので内容で判断．という感じで 3問は正解，残り 3問も絞り込めました．本番で

も冷静に判断できるといいですね．
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(A) 5

空所の前で文が完成しているので，動詞である 1.，2.，3.や SVである 4.，6.，9.

などは入れることができない．5. を入れると「私は今までに子供のころの持ち物

はほとんど失くしてしまったが，何冊かの Freddyの本はいつも持ち続けてきた」

となり文意が通る．

(B) 9

空所の前には修飾語句しかないので文のはたらきをする 4.と 9.に絞ることができ

る（直後はピリオドなので when で終わっている 6 は不可）．次の文の「Beatrix

Potterの Peter Rabbitとは違って」といった表現に合わせて，9.「そのような話

のすべてが同じというわけではない」が正解だと判断する．

(C) 2

空所の後の「猫の Jinxは鳥を殺してはいないと証明したときのように」という表

現に合わせて，2.「困っているだれかをなんとか助ける」を正解とする．1. や 3.

を入れるとすると，主語が heなので 3単現の sがつくはずである．

(D) 6

6.を入れると「私が子供だったとき，この家族は私にとって魅力的だった．なぜな

ら自分自身の家族は両親の離婚によってバラバラになっていたからだ」となり文意

が通る．

(E) 1

前の文の「クモの声はとても小さく，人間よりも（クモの声が）よく聞こえる動物

ですら，クモが言っていることを理解するためにかなり近寄らなければならない」

という趣旨に合わせて，選択肢 1「他の生き物を気にかける」を正解とする．選択

肢 3は peopleが誤り．同段落第 1文に their respect for animalsとあるように，

peopleがメインの話題というわけではない．

(F) 8

appealing to ∼「～にとって魅力的である」という表現から前置詞 toが含まれる

7.，8.を疑う．7.は in the same wayが誤り．同段落第 2文に「子供にとっては

冒険，大人にとってはコメディー」とあり，子供と大人とでは受け取り方が異なる

ことが分かる．

【全訳例】

　私は 1960年代の子供の頃，豚のフレディに関する一連の本が大好きでした．著者の

ウォルター・R.ブルックスは，フレディ・ザ・ディテクティブ (1932)，フレディ・ア

ンド・ザ・ペリラス・アドベンチャー (1942)，フレディ・ザ・パイロット (1952)など，

26冊の本を書いた．ブルックスは 1958年に死んだが，フレディは生き続ける．すべて

の本はまだ出版されており，『フレディの友』という団体がウェブサイトを管理し，豚

のファンや研究者のための会議を主催している．今では少年時代の持ち物のほとんどを

失ってしまったが，フレディの本はいつも何冊か持っている．最近では，子どもの頃の

ことを思い出し，今でも楽しめるかどうかを知るために読み直し始めました．
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　このシリーズの明らかな魅力の一つは，フレディと仲間の動物たちが人間の言語を

話すことだ．イソップ物語からディズニーのズートピア (2016)まで，動物の話は常に

人気があった．もちろん，すべての話が同じではない．たとえば，ベアトリクス・ポッ

ターのピーター・ラビット (1902)と違って，フレディの本では動物は人間だけでなく

他の動物とも話をする．そして，架空の遊びの森に住むおもちゃのクマ，A.A.ミルン

の (1926)の主人公とは異なり，フレディは農場や町，仕事の現実世界に住む生きた豚

である．

　フレディは好感がもてるし，複雑な性格だ．状況によっては，手品師からカウボーイ

まで何にでもなれる行動力豊かな人です．彼はまた，「ほとんどの豚と同じように，彼

は非常に芸術的です．」のために，空想にふけり詩を書くことに多くの時間を費やして

います．自信や不注意のために，フレディは急な坂を自転車で下るときのように，多く

の間違いをするブレーキの使い方を知らないが，彼は温かい心を持っていて，困ってい

る人を助けることが多い．例えば，猫のジンクスが鳥を殺していないことを証明すると

きだ．

　フレディはビーン夫妻のニューヨーク農場に住んでいる．彼の友人の中には，遊び心

のあるジンクス，単純な馬ハンク，愚かなおんどりのチャールズ，レディのようなアヒ

ル姉妹のエマとアリス，そして 4人の助けになるネズミのいとこがいます．動物たちは

よくお互いを批判するが，最後にはいつもお互いを支え合う．彼らは一緒に家族を作

り，ビーン夫妻は動物の本当の父と母が不在のための「両親」として，ビーン夫妻は冒

険をする自由を残しながらも動物の世話をする．両親の離婚で私の家族は崩壊してし

まったので，私が子供の頃この家族はとても魅力的でした．

　おそらく，フレディの本の最大の特徴は動物への敬意だろう．フレディとミスター・

ビーンの間の信頼と愛情は感動的で，フレディはしばしば人々が動物を虐待するのを防

ぎ，ブルックスは次のように書いている．「クモには声がほとんどなく，人間よりも耳

の良い動物でさえ，彼らの言うことを理解するためには，彼らの近くにいなければなら

ない．」フレディの本は，あなたに他の生物のことを気にかけさせる．

　面白いことに，私は少年時代にその本を面白いと思った覚えはないが，今では読み返

しているうちによく笑っていることに気付く．フレディの本は，子どもたちにとっては

たいていわくわくするような冒険ものだが，大人にとってはたいてい面白いコメディー

である．ブルックスは，フレディが老婆に変装し，人間の探偵をだますような喜劇の場

面を書く．目の悪いコマドリがポピンジャイと呼ばれる架空の鳥を装って眼鏡の代金

を稼ぐような，おかしな話を書く．彼は「ウィギンズ夫人にはユーモアのセンスがあっ

た．それは彼女がいつも間違った時間に笑っていたことを意味する．」というような気

の利いたコメントを書く．ブルックスは，動物たちがライバル政党と大統領選挙を行っ

たり，候補者を騙したり，票をごまかしたりするなど，アメリカ文化をからかってさえ

いる．フレディの本は，時代や時代によって読者の魅力が異なり，アメリカの古典で

ある．

【選択肢訳例】
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1. 他の生物のことを気に掛ける

2. 困っている人を何とか助ける

3. 動物よりも人間を大切にする

4. そのような話はすべて同じように動物を使う

5. 私はいつもフレディの本を何冊か持っています

6. この家族が私に強く訴えたのは

7. 子どもにも大人にも同じように

8. 時代や時代によって異なる

9. そのような話はすべて同じではない

〔III〕(a) 3

仮定法の問題．wish +仮定法「～だったらなあ」．wishの後ろは「動詞の過去形」

「had +過去分詞」「助動詞の過去形 + V」「助動詞の過去形 + have +過去分詞」

といった「過去系統」の形しか置けません．3.has enjoyedは現在完了形ですから

不適です．

(b) 4

副詞の問題．4.は，immediatelyと soonの意味が重複しているので不適です．

(c) 4

代名詞の問題．some ∼, and(but) others ...「～もあれば…もある」という基本の

パターン以外にも，othersの代わりに someや some othersという形にすることも

可能です．4.but anyは不適です．

(d) 2

動詞の語法の問題．sayの語法を確認しましょう．say + O + to 人 / say (to 人)

that / say (to 人) Oの 3パターンです．sayは人を目的語に取りません．3.say to

someone by ...には目的語ないので不適です．3.address ∼「～を呼ぶ/～に対処す

る，話しかける」.addressは多義語なので気をつけましょう．4.refer to ∼「～に言
及する」．

(e) 2

動詞の語法の問題．cause の語法を確認しましょう．cause + A「A を引き起こ

す」，cause A B「A（人）に B（迷惑など）をかける」，cause A to do「Aに～させ

る」の 3パターンです．2.は cause A Bが受け身になった形（A is caused B「A

は B を引き起こされる」）ですが，「一連の機械的な不具合は事故を引き起こされ

た」となり意味が通らないので不適です．

(f) 1

3.を実際に当てめると，a new drug treatment informationと名詞が 3つ連続し

て構造上ありえない形になってしまうので不適です．他の選択肢はいずれも「感染

症を治療するための」という意味になります．

(g) 3

時制の問題．in 2001という過去を表す語句があるので，文全体が過去時制になり
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ます．3.has been releasedは現在時制ですから不適です．

(h) 2

There is(are) ∼.「～がある（いる）」という構文なので，there should beや there

should have beenといったように be動詞が含まれなければなりませんが，2.there

should haveにはありませんので不適です．

〔IV〕(a) [au]

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

(b) [i]

1. i 2. ai 3. ai 4. ai

(c) [u:]

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

(d) [sk]

1. s 2. s 3. s 4. sk

(e) [s]

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

(f) [ea]

1. @: 2. @: 3. @: 4. ea

〔V〕A. 6 5 7 1 3 2

(After) (four) (years) at college, (during) (which) (I) studied English literature,

I travelled to the UK.

Four years after at college と After four years at college で迷いそうです．Four

years after at college「大学を卒業して 4 年後」という意味になるので不可です．

during whichの whichは関係代名詞で，先行詞は four yearsです．during which

I studied English literature「その 4年間の間私は英文学を勉強した」という意味

です．福大は日本語の意味をストレートには英文にはしませんから，上手に問題文

を解釈しましょう．

B. 5 4 6 1 3 7

(With) (her) (arms) (folded), (she) (listened) to him.

付帯状況の withにまず気づきましょう．with A B「Aを Bの状態にして」ですね．

「腕が組まれる」という受け身の関係なので foldingではなく foldedを選びます．

C. 5 3 7 2 6 4

(So) (boring) was the movie that (half) (the audience) (fell) (asleep).

was the movieをみて「倒置」に気付ければ解けたも同然の問題です．前半は，the

movie was so boringの so boringが文頭に出てきたために倒置が起こり，So boring

was the movieとなったのです．全体は so ∼ that ...の構文です．halfは half an

hour「30分」や half the audienceのように aや theといった冠詞の前に置きます．
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D. 7 4 5 6 2 3

A (few) (minutes’) walk (brings) (you) (to) (the park).

無生物主語構文です．arriveは自動詞なので，arrive at 場所となりますが，atがな

いので使えません．
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