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英 語

【注意事項】

 1  試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。

 2  試験時間は1科目60分です。

 3  原則として、途中退出は認められません。試験中に気分が悪くなった人や、 

トイレに行きたくなった人は、手を高く挙げて監督者に知らせてください。

 4  試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページ落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合
は、手を高く挙げて監督者に知らせてください。

 5  試験開始の合図の後、受験番号・氏名を、問題冊子と答案用紙の該当欄にそれ
ぞれ正しく記入してください。

 6  解答は、シャープペンシル又は鉛筆で記入してください。

 7  問題冊子の余白等は適宜利用してもかまいませんが、どのページも切り離して
はいけません。　

 8  「やめ」の合図があったら速やかに筆記用具を机上に置いてください。

 9  試験終了後、問題冊子、答案用紙はすべて回収します。

10  その他、必ず監督者の指示に従ってください。

2019年度　東京未来大学入学者選抜試験
一般入試　A日程（1月27日実施）・特別会場入試

受験番号

氏　　名
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（1）	 左端の語の下線部と発音が同じ下線部を含む語を一つ選び、記号で答えなさい。
　
 ①  swam    ア  drag    イ  fall     ウ  patient   エ  swallow

 ②  normal    ア  doctor   イ  moor    ウ  score    エ  sour

 ③  Asia     ア  major    イ  pleasure   ウ  soldier   エ  zoom

　
（2）	 最も強く発音される部分が他と異なるものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
 ④  ア  ob-serve     イ  oc-cur      ウ  of-fer      エ  op-pose

 ⑤  ア  pa-cif-ic      イ  par-a-dise     ウ  par-lia-ment    エ  pas-sen-ger

 ①　It will be (     ) early in the morning tomorrow.

 　　ア  cloud     イ  foggy       ウ  rain      エ  wind

　
 ②　Mails (     ) every weekday.

 　　ア  are delivered  イ  send       ウ  were writing   エ  will be told

　
 ③　In the 19th century, many French artists (     ) by Japanese art.

 　　ア  have painted  イ  have been played  ウ  were interested  エ  were fascinated

　
 ④　Since my village has no (     ), people have to use candles.

 　　ア  electric    イ  electrical     ウ  electricity    エ  electronics

　
 ⑤　These days, some high-tech toilets welcome you (     ) its lid automatically.　　  

 　　ア  to open    イ  on opening     ウ  in opening    エ  by opening

次の（1）、（2）の設問に答えなさい。

各文の意味が最もよく通じるようにア〜エの中から一つ選び、記号で答えなさい。

Ⅰ

Ⅱ
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	 Joanie: Oh, no!  It's raining!

 Evan: We can't go on our picnic.

 Joanie: No.  So, what would you like to do?

  Would you like to do a jigsaw puzzle?

 Evan: Not really.  Would you like to play chess?

 Joanie: Um, yeah, I would.

 Evan: We can make some popcorn, too.

 Joanie: Great idea.  But let's play a little later.

 Evan: OK.  Why?

 Joanie: I'd like to take a short nap.

　
質問：Joanieが最初にやろうと思っている事は何でしょうか?

次の会話を読んで質問に答えなさい。Ⅲ
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質問：1～4の段落の見出しとして適切なものをア～エから選び、記号で答えなさい。
　
　　　ア　Space hotels 

　　　イ　Going to the moon 

　　　ウ　The future of tourism 

　　　エ　The first space tourists 

次の記事を読んで下の質問に答えなさい。Ⅳ

1 __________

In 2001 an American, Dennis Tito, became the world's first space tourist.  He travelled to 

the International Space Station by rocket and stayed there for ten days.  A year later South 

African millionaire, Mark Shuttleworth, went on the same trip.  When he returned to Earth 

he said, “Every second will be with me for the rest of my life.”  Both men paid $20 million 

for their holiday.

2 __________

The company that organized their trips is called Space Adventures.  Its president, Eric 

Anderson, thinks space tourism will be the next big thing.  “Everyone's looking for a new 

experience,” he says.  In a few years he's going to start selling rocket trips to the public for 

about $100,000.

3 __________

Another company, The Space Island Group, is planning to build a circular hotel in space, 

like the spaceship in the film 2001: A Space Odyssey.  It will have everything a normal 

hotel has, except that the bedrooms won't have windows.  This is because the hotel will 

revolve and people will feel sick if they look out of a window.  Instead there will be screens 

showing pictures from space.  Gene Meyers, the company's president, thinks that in 2020 a 

five-day holiday at the hotel might cost only $25,000.

4 __________

Other companies have even bigger plans.  Bigelow Aerospace is spending $500 million on 

a plan to build a 700-metre spaceship to fly tourists to the moon.  There will be 100 tourists 

on each trip and each person will have a private room with a view of the Earth's sunset.  the 

Hilton Hotel Group have even talked about building a hotel on the moon.

At the moment only millionaires can go on holiday in space.  but one day you might be able 

to go there yourself ― and it could be sooner than you think!
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次の表は高校の修学旅行における訪問国別実施校の比率です。公立校と私立校を
比較し、わかったことをクラスで発表するために、英文5〜 10文で報告用の原
稿を作成しなさい。

Ⅴ

Public high schools Private high schools
China  1.8% 27.0%
Korea  2.9%  4.0%
Taiwan 37.0% 13.0%
Mongolia  0.0%  0.3%
Southeast Asia 31.5% 22.9%
Oceania 4.9% 17.8%
North America 20.0% 29.4%
Europe  2.0% 9.7%
The Middle East  0.0%  0.1%
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本　文　省　略

Shackleton, C. & Turner, N. P., Robots: The Next Generation

次の英文を読んで、設問に答えなさい。Ⅵ
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①　下線部(a)を本文中の語句を使って具体的に答えなさい。

②　下線部(b)はどのような人物ですか。最も適切なものを一つ選び、記号で答えなさ
い。

　
　　ア　TOSHIBAでKarakuri-ningyoを発売した人
　　イ　TOSHIBAの技術者からKarakuri-ningyoの制作人になった人
　　ウ　Karakuri-ningyoの制作人からTOSHIBAを設立した人
　　エ　TOSHIBAの建物の中にKarakuri-ningyoを発見した人
　
③　段落[3]、[4]において、各国で作られていたautomatonのうち、作られてないと思われ

るものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
　　ア　滝      イ　噴水     ウ　踊り手    エ　時計
　
④　robotの由来についての以下の記述で本文とは異なる部分を一つ選び、記号で答えな

さい。
　

The word “robot” from the アCzech language first appeared in イthe play of the future written 

by the Czech ウwriter.  The play showed that a robot could エalways obey the human rulers.

　
⑤　下線部(c)を表す漢字で、最も適切なものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
　　ア　学天測	 	 	 	 イ　学天則	 	 	 	 ウ　楽天測	 	 	 	 エ　楽天則
　
⑥　下線部(d)は、機械とはどのようなものであると述べていますか。日本語で説明しな

さい。
　
⑦　段落[9]において、日本と西洋のrobotに対する見方の違いについて、以下の文に当て

はまる語句を本文中から選び、書きなさい。
　
　　Western people are (  ア  ) of robots, but Japanese regard robots as (  イ  ).

　
⑧　段落[12]において、robot開発を進ませた要因で、最も適切なものを一つ選び、記号で

答えなさい。
　
　　ア　移民入国の促進
　　イ　在日外国人の増加
　　ウ　移民入国の制限
　　エ　在日外国人の減少
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⑨　(  e  )に入る語句として、最も適切なものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
　　ア　weak     イ　abnormal    ウ　standard    エ　normal

　
⑩ 下線部(f)の同義語で、最も適切なものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
　　ア　play      イ　bring     ウ　control     エ　push

　
⑪   段落[14]、[15]において、robotの役割として挙げられているものを全て選び、記号で

答えなさい。
　
　　ア　guard     イ　doctor     ウ　guide

　　エ　part of body   オ　nurse     カ　teacher

　
⑫   下線部(g)を表しているもの全てを選び、記号で答えなさい。
　
　　ア　mouth     イ　hands     ウ　eyes      エ　nose

　
⑬   (  aa  )～(  dd  )に入る最も適切なものを一つ選び、記号で答えなさい。
　
　　ア over      イ　for      ウ　out      エ　upon

　　オ beyond     カ　from      キ　as       ク　than


