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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
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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  attempt   ア  allow  イ  banana   ウ  blade    エ  piano
 ②  toe     ア  collar  イ  focus    ウ  loss    エ  office
 ③  position   ア  joke   イ  major   ウ  measure  エ  prison

（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  E-gypt    イ  e-ject    ウ  fam-ine   エ  fas-cist
 ⑤  ア  fed-er-al   イ  for-mu-la   ウ  grad-u-ate  エ  guar-an-tee

 ①　  Phil (     ) be in the room because the light is on.

 　　ア  has     イ  needs    ウ  must     エ  must have
　
 ②　  Wayne is a great player (     ) has become a legend.

 　　アas      イ  who     ウ  whom    エ  whose
　
 ③　  Brandonʼs bedroom is (     ) as mine.

 　　ア  as three times larger     イ  larger than three times  
 　　ウ  three times as large      エ  three times larger
　
 ④　  Because no one is happy now, this project has turned out to be (     ) but a 

success.

 　　ア  anything  イ  everything  ウ  nothing   エ  something
　
 ⑤　  Be (     ) to have your ticket with you when you enter the stadium.

 　　ア  crucial   イ  free     ウ  necessary  エ  sure
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次の会話を読んで、質問に英語で答えなさい。Ⅲ

 David:   Slow down.  Whatʼs the rush?
 Linda:   I hate being late for class.  We have that big exam coming up next week, and I 

donʼt want to miss any of the study tips.
 David:   Boy, youʼre really into this language learning, arenʼt you?
 Linda:   Hey, you need to know more than one language to get a good job.  And besides, 

I want to travel when Iʼm in college.
 David:   But who can stand memorizing all those vocabulary words?  And doing the 

grammar exercises is the worst.
 Linda:   Doing grammar exercises is like solving puzzles.  I think theyʼre fun.  Learning 

a new language is fun.
 David:   Okay, letʼs go.  I sure hate studying, but I do enjoy talking to people from other 

countries.
　
Question:   Who do you agree with, David or Linda?  Why?
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以下の1～ 6について、次の英文の内容と合致する場合はT、合致しない場合は
Fを記入しなさい。Ⅳ

1. The writer thinks that most people use electricity.
2. 1.1 billion people in the world have electricity.
3. Candles are not cheap and not safe in Myanmar.
4. The energy for the solar panels comes from the sun.
5. Rubén Salgado Escudero is from Myanmar.
6. Some villages in Myanmar will have larger solar panels in the future.

本　文　省　略
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以下は、イングランド北西部の湖水地方（Lake District）で、羊飼い（shepherd）
として生まれ育った男性によるエッセイの一部です。英文を読んで、設問に答え
なさい。

Ⅴ

本　文　省　略
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①　  下線部 (1)とほぼ同じ意味を表す以下の英文の空所に入る適切な単語1語を書きな 
さい。

　　The price of our sheep did not (     ) at market . . .
　
②　  下線部 (2)とほぼ同じ意味を表すものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  consuming heavily   イ  increasing rapidly
　　ウ  moving fast       エ  showing clearly
　
③　  空所 (3)に入る最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  hardly    イ  haste     ウ  heat     エ  hell
　
④　  下線部 (4)の時代の谷の様子を日本語で簡潔に説明しなさい。
　
⑤　  空所 (5)に入る最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  connection  イ  production  ウ  reduction   エ  suggestion
　
⑥　  下線部 (6)の説明として最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  New people adjust themselves quickly.
　　イ  New people are environmentally friendly.
　　ウ  New people have the advantage.
　　エ  New people like to live in a countryside.
　
⑦　  本文の内容に即して、下線部 (7)が意図する内容として最も適切なものを1つ選び、

記号で答えなさい。

　　ア  自国第一主義     イ  海外からの輸入
　　ウ  国内の食料自給率   エ  人間の自由と平等
　
⑧　  下線部 (8)の発言者の本心として最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  Our village needs to be modernized as soon as possible.
　　イ  The local industry should be promoted even more.
　　ウ  I cannot accept what the new people are saying.
　　エ  I want to encourage more tourists to come to our village.
　
⑨　  Two worldsとは何かを明らかにしながら、下線部 (9)の内容を具体的に日本語で説

明しなさい。続いて、あなたが下線部 (9)を含む段落で示された問題について第三者
としての意見を求められたと仮定して、自分の考えを日本語で簡潔に述べなさい。
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⑩　  空所 (10)を構成するア～オを意味が通じるように並べ替えなさい。解答は2番目と4
番目に来るものの記号のみ示しなさい。

　　ア to      イmake     ウmatter    エwhat we did   オcease
　
⑪　  空所 (11)に入る最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　アbarking    イhunting    ウobedient   エ silent
　
⑫　  二つの空所 (12)に共通して入る単語1語を書きなさい。

問題は以上です。




