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【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。

受 験 番 号

氏　　　名

2020年度　東京未来大学入学者選抜試験

英 語
一般入試　C日程（3月4日実施）
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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

（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  athlete  ア  routine   イ  assist    ウ  begin    エ  destined
 ②  prepare  ア  clear    イ  argue    ウ  cheer     エ  stair
 ③  bathe   ア  length   イ  weather   ウ  mathematics エ  theater
　
（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  bul-let     イ  ac-id       ウ  bril-liant    エ  ad-just
 ⑤  ア  ben-e-fit    イ  can-di-date    ウ  ci-vil-ian    エ  bi-cy-cle

 ①　Australia is nearly thirty (     ) as large as New Zealand.

 　　ア  sizes     イ  widths      ウ  times     エ  means
　
 ②　Do you know (     ) Harry was late for school this morning?

 　　ア  why     イ  whom       ウ  by which     エ  however
　
 ③　I would be (     ) if you could help me with my homework.

 　　ア  kindly     イ  grateful     ウ  possible    エ  diligent 
　
 ④　  Walk five minutes in the (     ) of the castle, and you will find the prefectural 

office.

 　　ア  direction   イ  formation    ウ  location    エ  transportation
　
 ⑤　The names of those who passed the test are (     ) announced next Monday.

 　　ア  looking forward to  イ  going to   ウ  being    エ  to be
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次の会話を読んで質問に答えなさい。Ⅲ

[In a restaurant kitchen]
 Ellen:   Andy, can you give me a hand?  I need you to take these orders out quickly.
 Andy:   Sure.  Who are they for?
 Ellen:   The soup is for the woman with the wavy brown hair.  The sandwich is for the 

woman with the short dark hair.
 Andy:   All right.  Got it.
 Ellen:   Good.  And the burger is for the woman with the long straight blonde hair.
 Andy:   OK.  So the soup is for the woman with the short blonde hair.  And the 

sandwich is for the woman with the long curly brown hair.
 Ellen:   No, the soup is for … oh, never mind.  Let me do it.
　
質問：Andyは、Ellenの役に立ったと思いますか？　その理由も答えなさい。
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次の英語のテキストを読んで、設問に答えなさい。Ⅳ
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Oliviaについて1～ 4の文を完成させるために、下線部にア～ケから適切な語彙を選び記
号で答えなさい。

①　Olivia Anderson is going to spend her summer in ______________.
②　Sheʼs going to work as a __________ for a __________.
③　The hardest part of the job will probably be __________new people.
④　Oliva is perfect for the job because sheʼs always _________.
　
ア  Africa イ  on time ウ  talking to
エ  photographing オ  translator カ  school
キ  Europe ク  website ケ  reporter
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次の広告を読んで下の質問に対する答えとして最も適切なものを一つ選び、記号
で答えなさい。Ⅴ
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①　  This award is given by __________.

　　ア  students
　　イ  all teachers
　　ウ  the Ministry of Education
　　エ  the public
　
②　  According to the third paragraph, the teacher you nominate is someone you will 

always __________.

　　ア  like
　　イ  meet
　　ウ  remember
　　エ  dislike
　
③　  Andrew wants to nominate his teacher for the award.  He must __________.

　　ア  go down to the Ministry of Education
　　イ  get his teacherʼs permission
　　ウ  submit his completed form online
　　エ  write about why he thinks his teacher is good
　
④　  This contest ends on 

　　ア  4 March 
　　イ  17 March 
　　ウ  1 April
　　エ  2 April
　
⑤　  Which of the following words can be used to describe the pictures in the 

advertisement?

　　ア  impression
　　イ  champion
　　ウ  favorite
　　エ  influential
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次の英文を読んで、設問に答えなさい。Ⅵ

本　文　省　略



8

①　  下線部 (1)の指すものは何ですか。本文から書き抜きなさい。
　
②　  下線部 (2)とおおよそ同じ意味の部分を本文から書き抜きなさい。
　
③　  空所 (3) (4)に当てはまる語の組み合わせで、適切なものをア～エの中から選び記号

で答えなさい。

　　ア  bigger – less
　　イ  more — worse
　　ウ  more – less
　　エ  bigger — worse
　
④　  下線部 (6)の語と最も似ている意味のものをア～エの中から選び記号で答えなさい。

　　ア  You have the right to vote.
　　イ  You should pick up the right books to read.
　　ウ  Keep to the right.
　　エ  You should leave right now.
　
⑤　  下線部 (8)と本文中に書かれている事実は一致していますか。あなたの答えを裏付け

るところを本文から書き抜きなさい。
　
⑥　  下線部 (11)の例として具体的に何ですか。日本語で30文字以内で答えなさい。
　
⑦　  毎年アメリカが消費する食物の量はおよそどのくらいですか。以下の空所に数字を入

れなさい。

　　(     ) billion kilograms
　
⑧　  下線部 (13)について、以下の質問に対する答えの空所（ア）（イ）に適切な語句を入れ
なさい。

　　What happens when food decomposes?
　　The (ア ) is damaged due to (イ ) which it produces.
　
⑨　  下線部 (14), (15), (16)のうち働きが異なるものの番号を答えなさい。
　
⑩　  (20)の空所を構成するア～カの語句を意味が通じるように並べ替え、文を完成させ

なさい。解答は2番目と4番目に入るものの記号を答えなさい。

　　ア  will     イ  make or grow  ウ  we       エ  how
　　オ  enough food for everyone    カ  be able to
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⑪　  空所 (5), (10), (17), (21)に当てはまる語をア～カの中から選び記号で答えなさい。

　　ア  into     イ  on       ウ  about     エ  from
　　オ  in      カ  to
　
⑫　  下線部 (9), (12), (19)を適切な形に書き換えなさい。
　
⑬　  空所 (7)と (18)に入る語を以下の語群から選びなさい。

　　ア  where    イ  who      ウ  which     エ  when

問題は以上です。


