第2問

292 words

目安時間 6 min

正解までの STEP!

配点 10 点

誤りの選択肢について
1 l.8 より，生のサケは材料であって完成品ではないため×。

that looks good.

3 l.9 より，材料にニンジンが含まれるため×。

Ingredients ︵for four︶
問1 1
A 4 slices (80g×4) raw salmon

4 l.5 に「時間もあまりかからない」という記述があるため×。

問1 4

「多くのユーザーに高く評価されている」
＝「多くのユーザーが役に立つと思って

80g carrots

問4 1

C 80g shimeji mushrooms
問5 2

調理時間が示されている箇所は

40g cut green onions

＝32（分）
，さらに準備などの作業の時
間がかかることを考える

×2 soy sauce

Instructions
Step 1: Prepare A
1. Put salt on both sides of each piece of raw salmon and leave

Step 2: Cook B
1. Slice B into small pieces.
2 . Heat the frying pan, put the vegetables in it and ＊stir-fry them
for 2 minutes.

塩を振ったことにより出てきたものなの
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で完成さ

正解

取

除

工程

一部で

「誰でも手早く簡単に作れる」より，初
作

と言っていることが推測

「この頃寒くなってきた」
「オーブンで焼

make it quickly and easily. It is getting cold these days, so an oven-baked
dish like this is a good choice for this season.

いた料理」
「この季節にもってこいの選
択」より，寒

日

だと推測できる

適
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言
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eat raw fish

3

注意

This recipe would be good if you want to
「もしあなたが

get warm during a cold season

「寒い季節に温まり」

4

たいなら，この㆑シピは良いだろう。」

.

make food without carrots

「ニンジン抜きで料理を作り」
4

take time to cook

「時間をかけて料理し」

it does not include shimeji mushrooms

2

it is a good recipe to cook for families

「それは家族向けに良い㆑シピである」
3

it is particularly liked by small children
lots of users find it helpful

正解までの STEP!

正解

4

冒頭の紹介文に「多くのユーザーに高く評価されている」
という記述があることに気付けたか
「多くのユーザーに高く評価される」＝「多くのユーザー
が役に立つと思っている」という言い換え表現に気付けた
か
「高く評価されている」ことを fact（事実）だと判断できた
か

㆑シピによると，ステップ 1 で「約10分」
，ステップ 2 で「 2 分」
，

l.5 より「時間もあまりかからない」ことから， 2 と 4 は明らか
に長いので，最も近いものは 1 の「40分」となる。

問3

本文中

問 4 の根拠 も Check!

「もしあなたがサケの下ごしらえに塩とペーパータオルを使わなけ
れば，
のでおいしくないかもしれない。
」
6
1
2

2

1 人目の㆑ビューに My family looked glad to eat it, too「家
族も喜んで食べてくれたようです」とあるが，これは「みそ
味」に変えたものへの感想で，㆑シピが家族向けであるとは
述べていないし，また事実でもないため×。

3 本文中に該当する記述はない。

問5

事実

意見

区別

According to the website, one opinion ︵not a fact︶
8
about this recipe is that
.

the fish is extremely salty

「ウェブサイトによると，この㆑シピに関する 1 つの意見（事実では
ない）は，
ということである。
」
8

the fish is not heated

「魚が加熱されていない」
4

1 l.10 より，材料にはシメジが含まれるため×。

some of the fish is spoiled

「魚に傷んでいるところがある」

温

誤りの選択肢について

着目

「魚が非常に塩辛い」

説

区別

「それはシメジを含まない」

計算方法

3

解

1

1

If you do not use salt and paper towels to prepare
6
the salmon, it may not taste good because
.
問 1 の根拠

意見

「多くのユーザーがそれを役に立つと思っている」

書かれた時間以外にも材料を切る時間などが必要なこと，一方，

「投稿者は料理があまり得意ではない」

事実

According to the website, one fact ︵not an opinion︶
7
about this recipe is that
.

ステップ 3 で「20分」とある。これらを合計すると「32分」となる。

問 5 の根拠

timetraveler0131
I used miso instead of soy sauce and the food smelled better. My family
looked glad to eat it, too.

問4

4

問 2 の根拠 も Check!

心者

3 魚はオーブンで加熱されるため×。

「それは特に小さい子どもに好かれる」

②ペーパータオルでふき取る水分は①で

ある

〈結果〉だから

計算

それらを合計した時間に加え，材料を切る時間などが若
干余計にかかることを推測できたか

で，これは臭

Iʼm not very good at cooking, but this recipe is very simple, so anyone can

着目

forty minutes 「40分」
one hour and a half 「 1 時間半」
twenty minutes 「20分」
two hours 「 2 時間」

除

REVIEW & COMMENTS

表現

取

できる

〈逆接〉しかし

表

誤りの選択肢について
1 2 本文中に各選択肢に該当する記述はない。

時間が示されている 3 か所すべてに気付けたか

①塩を振ってしばらく置くのは臭

ilovetennis

1

4

them on a tray for about 10 minutes to remove the smell.
2 . Wipe off the moisture that appears on the salmon with
【関係代名詞】主格
問 3 の根拠②
paper towels.

30

時間

「もしあなたが手順に従えば，この料理をだいたい
せられる。
」

問 3 の根拠

Step 3: Cook C and bake
1. Heat the oven to 180˚C.
2 . Put salmon slices on four separate sheets of foil, add
cooked vegetables and C to each foil, and wrap them.
3 . Put them in a tray and bake them in the oven for 20 minutes.

25

問2

正解までの STEP!

問 3 の根拠①

20

の計

3 か所。これらを合計して，10＋ 2 ＋20

50g spinach

問 3 の根拠 も Check!

「ウェブサイトによると，この㆑シピに関する 1 つの事実（意見では
ない）は，
ということである。
」
7

If you follow the instructions, you can complete the
5
dish in about
.

問 2 の根拠

150g cabbage

×2 cooking wine

4 sliced lemons

いる」
（事実）

salt

問1 3

B 160g onions

15

問 1 の根拠 も Check!

You are going to make dinner with your younger sister for your family.
You want to use fish as an ingredient. On a website, you found a recipe

This dish is easy to cook and rich in nutrition. Also, it does not take much time. The recipe
below is highly rated by a lot of users.

10

season が選択肢 2 で cold season と言い換えられている
ことに気付けたか

料理の㆑シピの読み取りを通して，必要な情報を素早 検索
力が問われている。また，問 4 以降の
設問では，情報 事実 意見 分
整理
力が求められる。

Salmon & Vegetables Baked in Foil

塩とペーパータオルが魚の臭みを取り除くために使われ
ていることを読み取れたか

l.33 の It is getting cold these days か ら，l.34 の this

問 4 の根拠
5

2

oven-baked dish は熱い料理であり，体を温められること
を推測できたか

・手順書〈サケと野菜のホイル焼きのレシピ〉
この問題のねらい

正解

the fish smells bad
正解

even beginners can make it without problems

「初心者でも問題なく作れる」
2

lemon is put in the foil

「㆑モンはホイルに包まれる」

「魚に臭みがある」
正解までの STEP!

1

3

4

㆑シピの中から salt「塩」と paper towels「ペーパータオ
ル」に関する記述を見つけることができたか

only two kinds of seasonings are needed

「調味料は 2 種類しか必要でない」
4

you shouldnʼt make your own version of it

「あなたはそれを自分流にア㆑ンジすべきではない」

「生魚が食べ」
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