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高校 2・3 年生対象 読解問題（会話文）（第 8 回） 

次の会話文を読み、空所（1）～（10）を補うのに最も適当なものを、それぞれ下記

1～4の中から 1つ選び記号で答えなさい。 

 

Woman: Excuse me, Dr. Bradshaw. Do you mind if I come in and talk to you for a 

second? 

Man: Hi Jenny, of course you can come in. (  1  )? 

W: I am thinking about going to graduate school next year, and I would like you to 

give me some advice. 

M: (  2  ). What subject are you interested in pursuing? 

W: Well, I am interested in International Relations.   

M: (  3  )? 

W: Yes, especially, I’d like to study the topic of conflict resolution. 

M: If I am not mistaken, you turned in the paper for my class last year, (  4  ) you 

wrote about the conflict resolution in Somalia, didn’t you?  

W: Yes, I did. 

M: (  5  )? 

W: I haven’t decided yet, but I am thinking about Duke University.  

M: (  6  ), and I know they have a good program on conflict resolution. 

W: Do you think (  7  )? 

M: Of course it is not easy to get into the program because (  8  ).  

W: Well, then, don’t I need to choose another university? 

M: (  9  ). I believe you are well qualified to be one of the applicants to be 

accepted since you have been marking good grades in most of the subjects. 

W: What should I do to be accepted into the program? 

M: Firstly, you should make clear what you really want to study, and then, you 

need to be able not only to write about it but also to explain it.  

W: Well, I don’t think I can do it. I am not confident enough. 

M: You can do it! Where there is a will, there is a way. 

W: Thank you, Dr. Bradshaw. (  10  ). 
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(1)  

1. Why are you here for      

2. What can I help you 

3. How may I help you 

4. How come you are not with your parents 

 

(2)  

1. Certainly 

2. Of course not 

3. I bet you are 

4. No kidding 

 

(3)  

1. Peculiar to what 

2. What in particular 

3. What do you want 

4. Are you sure 

 

(4)  

1. in that 

2. in that class 

3. in which 

4. of which 

 

(5)  

1. Which university are you thinking about applying for 

2. Where do you want to go for your study trip 

3. Why don’t you apply for the school in Japan 

4. What was your idea in that paper 
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(6)  

1. In details, I would like to explain how the programs are like there 

2. In fact, I taught there until a couple of years ago 

3. In coincidence, I went to the same university as yours 

4. In case you don’t know, I am an international relations professor 

 

(7)  

1. I can afford to go to the university 

2. it is easy for me to get there 

3. I manage to graduate the university if I can get in  

4. I can be qualified to be enrolled 

 

(8)  

1. they accept only a small percentage of the applicants every year 

2. they are considered to be one of the best schools in the United States 

3. they seem to have reduced the number of students  

4. they scarcely accept students from our university 

 

(9)  

1. I suspect that you do 

2. Yes, I don’t think so 

3. That sounds like a reasonable choice 

4. No, I don’t think so 

 

(10)  

1. It depends on whether I believe or not 

2. I feel a lot better now 

3. I relieved 

4. I wish you could encourage me in a better way 
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（解答解説） 

(1)3  (2) 1  (3) 2  (4) 3  (5) 1  (6) 2  (7) 4  (8) 1  (9) 4  (10) 2 

 

(1)間違って 1.もしくは 2.を選んだ人も多いと思う。1．は What are you here 

for?であれば正解。2.は How can I help you?であれば正解。疑問詞のひっ

かけに注意しよう。 

(2)4. No kidding.は「まさか」「冗談でしょ」の意味。 

(3)What in particular are you interested in International Relations?

の省略形。ここでは前の文を受けての確認なので、この省略形で意味は通じ

る。 

(4)in which になる理由は、you wrote about the conflict resolution in 

Somalia in the paper.というのが which の導く完全文。「その論文の中でソ

マリアの紛争解決について書いた」ことになるため、in が必要になる。

turned inの inを付けて in whichになるわけではないことに注意。turn in

～「～を提出する」と in the paper「その論文の中で」と別々の in である。 

(5)前後の意味から正解は 1. 

(6)空欄の後ろの文がヒント。「いいプログラムがあることを知っている」 

ので、最近関わっていたことが推察される。よって 2.が正解。3.が紛らわ

しいが、「君と同じ大学に通っていた」という意味なので、この生徒はまだ

デューク大学に行く前なので誤答。 

(7)空欄の次の文がヒント。教授は「そのプログラムに入るのは簡単ではな

い」と言っている。よって「プログラムに入る(enroll)こと」について言っ

ている 4. が正解。1.と迷うかもしれないが、1.は大学そのものに入ること

なので不正解。 

(8)考え方は(7)と同じ。そのプログラムに入ることであり、大学自体の話を

しているのではない。 

(9)空欄の後ろの文から、教授は「あなたなら入れるよ」という趣旨のこと

を言っている。そこで、「他の大学を選ぶ必要はないですか。」に対し、「そ

うは思わない」と言っている 4.が正解。 

(10)3.は I am relieved.なら正解。relieve は他動詞。 
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（全訳例） 

Woman：すいません、ブラッドショー先生。ちょっと入ってお話しても良い

ですか。 

Man：やあ、ジェニー。もちろんどうぞ。何か力になってあげられるといい

のですが。 

W：来年大学院に進学することを考えているんです。アドバイスをいただけ

ればと思うのですが。 

M：もちろんです。どの科目を勉強したいのですか？ 

W：はい、国際関係に興味があります。 

M：特に何について？ 

W：はい、特に、紛争解決の話題を勉強したいと思っています。 

M：もし私が間違っていなければ、昨年私の授業でその論文を提出してくれ

たはずです。そこで、ソマリアの紛争解決について書きましたよね？ 

W：はい。提出しました。 

M：どの大学に出願することを考えているのですか？ 

W：まだ決めていないんですが、デューク大学について考えています。 

M：実際、２年前までそこで教えていたんですよ。そこには紛争解決に関す

る良いプログラムがありますよ。 

W：私に入学する資格が与えられると思いますか。 

M：もちろん、毎年志願者の少数しか受け入れないのでそのプログラムに入

るのは簡単ではないですよ。 

W：それじゃ、他の大学を選ぶ必要はないですか。 

M：そうは思わないですよ。あなたは受け入れてもらえる資格が十分あると

思います。大半の科目でよい点を取っていますからね。 

W：そのプログラムに入るには何をすべきですか。 

M：まず、何を勉強したいのかはっきりさせた方がいいですね。それから、

そのことについて書くことが出来るだけでなく、説明も出来る必要があ

ります。 

W：それじゃ、私には出来ないと思います。十分な自信がないんです。 

M：あなたならできますよ！意志あるところに道は通じるのです。 

W：ありがとうございます、ブラッドショー先生。大分気が楽になったよう

に思えます。 

― END ― 


