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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　D日程（ 3 月16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　  My dream is (     ) a doctor abroad.

 　　ア  to be            イ  going to
 　　ウ  as             エ  that

 ②　  The gentleman is a good coach, (     ) he is not popular among the fans.

 　　ア  when            イ  whom
 　　ウ  but             エ  for
　
 ③　  Hundreds and thousands of people (     ) on the street right now.

 　　ア  is demonstrating       イ  are demonstrating
 　　ウ  is being demonstrated    エ  were demonstrated
　
 ④　  As it was sunny yesterday, Paul went fishing and (     ).

 　　ア  so was Eric         イ  so did Eric
 　　ウ  so Eric does         エ  so Eric has done
　
 ⑤　  Chris is very inquiring and diligent (     ) nature.

 　　ア  by             イ  for 
 　　ウ  to              エ  under

（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  comedian  ア  question  イ  request   ウ  recent   エ  restaurant
 ②  couch    ア  window  イ  courage  ウ  should   エ  plow
 ③  official   ア  passion   イ  decision  ウ  passage  エ  possess

（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  fa-tal    イ  fa-tigue   ウ  gar-bage    エ  gar-ment
 ⑤  ア  e-lec-tric   イ  el-e-gant   ウ  fab-u-lous   エ  fac-ul-ty
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次の会話を読んで質問に答えなさい。Ⅲ

 Ben:   Say, youʼre Mary Brown, arenʼt you?  Didnʼt you move to Canada?
 Mary:   Thatʼs right.  And youʼre Ben White, right?
 Ben:   Yeah.
 Mary:   Wow!  Youʼve changed a lot.  Youʼre so tall!  You used to be short.
 Ben:   And you used to have long hair and glasses.
 Mary:   Yeah, I guess Iʼve changed , too. I had to cut my hair and get contact lenses 

when I joined the school volleyball team.
 Ben:   I remember you also use to be the funniest kid in the class.  Are you still funny?
 Mary:   No, not anymore.  I think Iʼm much more serious these days.

質問：How do they know one another?
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次の英文を読んで、設問に答えなさい。Ⅳ

Q: Answer the following questions.  Check T for true or F for false.
1. Helen Keller lost the ability to speak when she became ill.
2. Helen was a quick learner.
3. Helen could spell out simple sentences as soon as she started learning.
4. Water was the first word Helen learned.

本　文　省　略
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次の英文を読んで、設問に答えなさい。Ⅴ

本　文　省　略
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①　  下線部 (3)、(4)、(7)の thatの使い方について、最も適切に述べているものをアからエ
のうちから選び、記号で答えなさい。

　　ア  全て同じ          　　イ  全て違う
　　ウ  (3)と (4)が同じ       　　エ  (3)と (7)が同じ
　
②　  下線部 (5)と (6)のそれぞれが指し示しているものを本文から抜き出し答えなさい。
　
③　  下線部 (8) (9)のそれぞれが指し示しているものについて、アからエのうちから最も
適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア  capoeira          　　イ  their lives
　　ウ  several capoeira masters   　　エ  positive aspects
　
④　  下線部 (10)を具体的に述べるために以下の空所を英語で埋めなさい。

　　my (        )
　
⑤　  Project Axeの活動について、本文で言及しているもの全てをアからエのうちから選
び、記号で答えなさい。

　　ア  路上生活している子どもの救済
　　イ  薬物中毒で入院している子どもの救済
　　ウ  家出している子どもの救済
　　エ  刑務所に親が入っている子どもの救済
　
⑥　  Project Axeで行っているプログラムとして、本文で言及していないものをアからエ
のうちから選び、記号で答えなさい。

　　ア  capoeira          　　イ  basic education
　　ウ  sports           　　エ  music
　
⑦　  下線部 (11)を具体的に述べている箇所を本文から抜き出し答えなさい。
　
⑧　  Why does Project Axe workers confirm the governmental records of the children 

saved on the street?の答えとして、以下の文の空所に入る語句について、アからエ
のうちから最も適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　Because they cannot get a job or go to school (      ) the records

　　ア  with            　　イ  without
　　ウ  in             　　エ  for
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⑨　  下線部 (12)をすることで、Marioは、子どもたちが何を学ぶと述べていますか。日本
語50字以内で説明しなさい。

　
⑩　  capoeiraの起源として本文に言及していないものをアからエのうちから全て選び、記

号で答えなさい。

　　ア  Brazilの奴隷が所有者に敬意を表すために作った
　　イ  Brazilの奴隷が所有者に反意を表すために作った
　　ウ  現在でも奴隷の子孫が先祖の反意を思い起こすために役立っている
　　エ  現在では奴隷の子孫が出自を知るために役立っている
　
⑪　  空所 (14)を構成するアからオ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  homeless teens       　　イ  helped
　　ウ  how            　　エ  has
　　オ  capoeira
　
⑫　  下線部 (16)を具体的に述べている語句を本文から抜き出し答えなさい。
　
⑬　  空所 (1)(2)(13)(15)を適切な形に変えなさい。
　
⑭　  空所 (a)～(f)に入る適切な語を選び、記号で答えなさい。（何度同じ記号を用いても良

い）

　　ア   at             　　イ   into
　　ウ   with            　　エ   in
　　オ  to             　　カ  of

問題は以上です。




