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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

2021年度　東京未来大学入学者選抜試験

英 語
一般選抜　A日程（ 1 月30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  factor    ア  hallway  イ  palace    ウ  takeout   エ  vacant
 ②  foul     ア  could   イ  double    ウ  drown   エ  southern
 ③  adventure  ア  chamber  イ  chemistry  ウ  orchestra  エ  stomach
　
（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  col-lapse     イ  Chi-nese   ウ  dam-age     エ  de-bate
 ⑤  ア  ac-quaint-ance  イ  ad-e-quate  ウ  com-mit-ment  エ  com-po-nent

 ①　  I would rather work part-time somewhere (     ) stay home all day.

 　　ア  as to    イ  from      ウ  so that     エ  than
　
 ②　  It will not be long (     ) Jesse becomes the captain of the team.

 　　ア  before   イ  for       ウ  once      エ  that
　
 ③　  David didnʼt know the (     ) to start up the new computer.

 　　ア  deal      イ  relation    ウ  way      エ  understanding
　
 ④　  Would you mind (     ) tomorrowʼs meeting instead of me?

 　　ア  attending  イ  attendance of  ウ  attendant on  エ  attention to
　
 ⑤　  It is said that climate change causes natural disasters (     ) floods and 

droughts.

 　　ア  as if    イ  as well as    ウ  so as to     エ  such as
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次の手紙を読み、 下の1～ 6の各文の内容が手紙の内容と合致する場合はT、
合致しない場合または手紙では述べられていない場合はFで示しなさい。Ⅲ

1. Anna doesnʼt mind living in a small apartment.
2. Tim isnʼt enjoying his life in Kyoto.
3. Anna really likes living in Kyoto.
4. Tim is Annaʼs husband.
5. Anna plays soccer on weekends.
6. Anna prefers Kyoto to Tokyo.

Dear Cynthia,

Hi from Kyoto!  Weʼre staying in an apartment downtown.  Itʼs very small, but I donʼt 
mind because itʼs a good neighborhood.  Weʼre having a wonderful time here.  Tim 
and I are getting a lot of exercise.  Every morning we go jogging in a local park, and 
around three times a week we do aerobics together at the university fitness center.  
Heʼs finally losing weight!

This is a great city.  Itʼs a busy place and I donʼt like all the cars, but the people are 
friendly.  Right now Iʼm sitting in my favorite coffee shop in the old part of town and 
looking at all the tourists.

On Friday evenings Tim and I often go to a karaoke bar with the other teachers.  I love 
singing!  Tim plays soccer on Saturdays, but I hate soccer, so I usually go shopping 
with friends.  On Sundays, we sometimes go biking, and in the evening we often go 
out to eat.  I really like living here.

Anyway, howʼs Tokyo?  Please come and visit when you can.

Love,

Anna
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次の英文を読んで、設問に答えなさい。Ⅳ

本　文　省　略
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①　  下線部 (1)の具体的内容に当てはまるものをすべて選び、記号で答えなさい。

　　ア  雪崩で列車の食堂車が破壊された。
　　イ  雪崩で駅の食堂が破壊された。
　　ウ  雪崩で列車の運転手が死亡した。
　　エ  雪崩で駅の食堂の料理人が死亡した。
　
②　  下線部 (2)が指すものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  another group of passengers   イ  several more avalanches
　　ウ  the remaining passengers    エ  the trains
　
③　  下線部 (3)が指すものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  the avalanche          イ  the hill
　　ウ  the storm            エ  the town
　
④　  次の質問に英語で答えなさい。

　　  How many people were there in the two trains when they were hit by the 
avalanche? Answer the number.

　
⑤　  次の質問に英語で答えなさい。

　　  On what date did the trains move to Wellington?
　
⑥　  雪崩事故のあと、Wellingtonに何が起こったかを日本語で説明しなさい。
　
⑦　  下線部 (4)がどのような形状かを、黒丸を始点とする1本の直線で示しなさい。
　
⑧　  次の文の空所AとBに入る適語各1語を、本文に現れる順に従って抜き出しなさい。

　　  Wind has an effect on the (  A  ) and the (  B  ) of snow, which can eventually 
trigger an avalanche.
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⑨　  次のア～カのうち、loose snow avalancheを引き起こす原因をL、slab avalancheを
引き起こす原因をS、どちらの原因でもないものをNで示しなさい。

　　ア  burying people
　　イ  little chance of escape
　　ウ  loose snow avalanches
　　エ  melting snow
　　オ  the weight of a person moving across the snowpack
　　カ  the weight of skiers
　
⑩　  snowpacksを緩ませて雪崩発生の原因を生み出す最も根源的な要素を、下線部 (5)以
降の文中から単語1語で抜き出しなさい。

問題は以上です。




