


阿次の英文を読み，下記の設問に答えなさい。なお，＊の付いている語

（句）については，文末の（注）を参照しなさい。
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著作権の関係上、掲載していません。
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出典： NATIONAL GEOGRAPHIC 26 June, 2020 (抜粋， 一部改変）
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（注）

clientele : 顧客， 常連

onlookers : 見物人

ensued : 後に続いて起きた

patrons : ひいき客

melee: 乱闘

riot: 暴動

LGBTQ: セクシャルマイノリティ（性的少数者）の総称の一つ

sanction : 制裁

pretexts : 口実

discriminatory : 差別的な

bribes : わいろ

sui-veilled : 監視した

infractions : 違反

seizing : 差し押さえている

taunt : なじる

be criminalized : 有罪とされた

municipalities : 市当局

greasing (人） palms: 賄賂を贈る

congregate : 集まる

raided : 急襲した

grubby: 汚い

protesters : 抗議する人

sporadically : 散発的に

galvanized : 急に元気づけられた

commemorated: 記念した

pivotal : 重要な electrified : 衝撃を与えた

設問l 下線部囚を日本語に訳しなさい。

設問2 下線部(Blを日本語に訳しなさい。

設問3 空欄（ア）～（オ）のそれぞれの箇所に入る最も適切な単語を下記の(l)~QO)から

各1つ選び番号で答えなさい。

(1) business (2) compelled (3) distributed

(4) pattern (5) spark (6) stall

(7) suspend (8) thriving (9) truthful

QO) weary 
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設問4 次の囚~(H)の英文で， 本文の内容に合致するものに「0」を 合致しない

ものに「X」を記入しなさい。

囚In events called "raids," police would hit the customers and the 

bartenders. 

(B) Before the 1970s, gay people had the same rights as other citizens

in most places in the U.S.

(C) Owners of gay bars lost money.

(D) Owners found out that they could pay off the police to prevent

raids.

(E) In 1969, the customers in the Stonewall Inn refused to be

terrorized by the police.

(F) The rebellion lasted two years.

(G) The origin of Gay Pride marches is considered to be the Supreme

Court ruling in 2015.

(H) People who participated in the rebellion felt let down. 

設問5 下線部(C)の意図している内容を日本語で説明しなさい。

設問6 Within 60 words in English, discuss why you think people of color and 

transgender people have only recently been recognized for the pa1i 

they played in the Stonewall Rebellion. Do not copy directly from the 

text. This question is looking at your thinking skills and expression in 

English. 
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言次の英文を読み，下記の設問に答えなさい。なお， ＊ の付いている語

（句）については，文末の（注）を参照しなさい。
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著作権の関係上、掲載していません。
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出典： NHS website, Friday 4 March, 2016 (抜粋， 一部改変）

（注）

bowel: 腸の

cardiovascular : 心臓血管の

dose: 投与量

cohort : 群， 集団

questionnaire : アンケ ー ト

confounder : 交絡因子（原因と結果の因果関係に対して， 間接的に影響する

因子）

ethnicity : 民族性

pancreas : すい臓

intestinal tract : 腸管の

outweigh~ : ~より上回る

colorectal : 結腸直腸の

prostate : 前立腺

ulceration : 潰瘍化

設問l 下線部囚the studyでの調査方法に関し， 本文中に示されている問題点

を2つ挙げて， それぞれを30字以内（句読点を含む）の日本語で記せ。

設問2 本文中の（ 1 ) ~ ( 5 ）の空欄に当てはまる最も遥切な語（句）を，

（ア）～（オ）の記号で答えなさい。

(1) (ア） imagined （イ） prohibited （ウ） recommended

（エ） restricted （オ） warned

(2) (ア） asking to （イ） comparing with (ウ） correlating with

（エ） preventing （オ） taking into account

(3) (ア） additionally （イ） especially （ウ） exceptionally

（エ） exclusively （オ） solely

(4) (ア） After （イ） Although （ウ） Because

（エ） Before （オ） However

(5) (ア） Given （イ） Since （ウ） Though

（エ） Until （オ） When
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設問3 下線部(B)を英訳しなさい。

設問4 下線部(C)のカッコ内にある単語を文脈に沿うように並び替えなさい。

設問5 下線部(D)のthis が指す内容を， 35字以内（句読点を含む）の日本語で説

明しなさい。

設問6 次の英文で， 本文の内容に合致するものをすべて選び，（ア）～（オ）の記号で

答えなさい。 ただし， 合致するものがないときは， 「なし」と答えなさ

し)0

（ア） Aspirin is used to break the fever for patients suffering from a

cold.

（イ） The researcher concluded that regular aspirin use can reduce the

risk of any types of cancer by 1. 8 % .

（ウ） The sample size in this study is sufficient to clarify the effects of

aspirin on various races.

（エ） Lifestyle of the subjects did not influence the preventive effect of

aspirin to prevent cancer.

（オ） The mechanism by which aspirin reduces bowel cancer risk 

remains unknown. 
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令和３年度 名古屋市立大学 個別学力検査 （様式３－２） 

問  題  訂  正 

   科 目 名 ： 英語（中期）  

＜問題訂正１＞ 

12ページ  上から ２行目 

（誤） … 記載している語を適切な形に変えて ，… 

 （正） … 記載している語を適切な形に変えるか， 

または派生語にして， … 

 ＜問題訂正２＞ 

15ページ 上から ２行目 

（誤） … after drug Ａ was … 

（正） … after drug Ａ alone was … 


	名称未設定



