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３-３ 複数の資料から必要な情報を読み取り、表にまとめる問題 

（３年生前期） 

 

 

 

 
【注】gorgeous 豪華な  foodstuff 食材  refrigerator 冷蔵庫  a carton of milk 牛乳 1 パック 

mayonnaise マヨネーズ  cornstarch コーンスターチ  flour 小麦粉   

black pepper 黒コショウ  garlic powder ガーリックパウダー 

  

 

 

Lisa： Mom, I want to have a birthday party for Mary this weekend. May I ? 

Mother： Yes, of course. Who else will come? 

Lisa： Mike, Rumi and Taku. We’d like to cook special lunch for her.   

Mother： That sounds nice. Have you already decided the menu ? 

Lisa： Yes, we have. Mike wants to make pancakes because it’s very easy to cook. 

Rumi is a good cook, you know. She’ll make her favorite BLT salad.  

Taku and I are going to make some dessert. He likes strawberries and I love 

chocolate. We can’t chose one. So we have decided to make one by one, two 

kinds of dessert. Taku makes strawberries one and I make chocolate one. 

Look at this “Party Menu.” 

Mother： Wow, how *gorgeous! Mary must be surprised.  

I’m going to a supermarket after this.  

Do you want me to buy anything for the party?  

Lisa： Yes, that would be great! Buy some *foodstuff for me, please. 

Mother： Sure. Then go to the kitchen and check what you need. 

Lisa： Oh, I see. (Lisa opens the *refrigerator and looks into.)   

Well... a lemon, a head of lettuce, three tomatoes, orange juice, *a carton of 

milk, butter, cheese, and *mayonnaise in there.  

And we have... salt, sugar, *cornstarch, *flour, oil, *black pepper, *garlic 

powder. 

Mother： Let me know what you need. Make a shopping list and give it to me. I’m 

leaving in 30minutes, okay? 

Lisa： (A few minutes later…) Mom, here is the list.  

Mother： All right, I go now. See you later. 

Lisa： Bye, mom. Take care. 

リサは友達のメアリーの誕生日パーティを行うために準備をしています。リサと友達はメアリーの

ために何を作ろうとしていますか。リサと母の会話を読んで、後の問いに答えなさい。 

 

 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              
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BLT salad 

（BLT サラダ） 

 

 

Pancakes 

（パンケーキ） 

 

 

Chocolate pudding 

（チョコプリン） 

 

 

Iced Strawberry Dessert 

（イチゴデザート） 

 

 

*1 pound bacon 
a head of lettuce  
2 tomatoes 
3/4 cup mayonnaise 
1/4 cup milk 
1 teaspoon garlic powder 
1/8teaspoon black pepper 
1/4 teaspoon salt  

2 cups flour  
2 table spoons of sugar 
2 eggs  
1 cup milk 
75g butter 
1 teaspoon oil 
 
 

1/4 cup sugar 
3 tablespoons cornstarch 
1/4 teaspoon salt 
2 cups whole milk 
3 egg *yolks 
1 dark chocolate  
1 cup cream  
 

250 grams  
strawberries  

3 egg whites 
200g sugar 
200ml cream 
2 strawberries  

(for *garnish) 

【注】1 pound bacon ベーコン１ポンド  egg york 卵の黄身  garnish 添える、飾る 

 

１ 次の分担表を完成させなさい。 

 

２ リサがお母さんに渡した 
買い物リストを完成させなさい。 
（数量は不要） 

  

パーティの参加者 担当するメニュー 

  

  

  

  

  

P A R T Y   M E N U 

  

 

～ Shopping List ～ 

- bacon  

- dark chocolate 

-  

-  

-  



解答と解説 
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３-３ 複数の資料から必要な情報を読み取り、表にまとめる問題（３年生前期） 

【解答】 

1                                             ２ 

参加

者 

担当するメニュー 

Lisa 
Chocolate pudding/チョコプ

リン 

Mike Pancakes/パンケーキ 

Rumi BLT salad/BLT サラダ 

Taku 
Iced Strawberry dessert/

イチゴデザート 

Mary  

【訳例】 
リサ：お母さん、今週末、メアリーの誕生日会を開きたいのだけど、いいかしら。 
母 ：もちろん、いいわよ。他に誰が来るの。 
リサ：(1)マイクとルミとタクよ。みんなでメアリーにスペシャルランチを作ろうと思うの。 
母 ：それはいいわね。もうメニューは決めたの。 
リサ：ええ、もう決めたわ。(2)マイクはパンケーキを作るって。だって簡単でしょ。 

(3)ルミは料理が上手でしょ。彼女の好きな BLT サラダを作るつもりよ。タクと私はデザ
ートを作る予定なの。彼はイチゴが好きで私はチョコレートが大好き。どちらかなんて選
べないわ。だから 1 人一品ずつ、2 種類のデザートを作ることにしたの。 
(4)タクはイチゴのを、(5)私はチョコレートのを作るわ。これがパーティのメニューよ。 

母 ：そうなの、とっても豪華ね。メアリーはきっと驚くわね。 
   この後スーパーに行くけど。パーティー用に何か買ってきて欲しいものある。 
リサ：ええ、とっても助かるわ。いくつか食材をお願いします。 
母 ：いいわよ。じゃあ、台所へ行って何が必要か確認していらっしゃい。 
リサ：あぁ、そうね。（冷蔵庫を開けて中をのぞきながら） 

ええっと…(6)レモンが一つ、レタスと、トマトが 3 個、オレンジジュースに牛乳、 
バター、チーズ、マヨネーズはあるわね。それから…お塩、お砂糖、コーンスターチ、 
小麦粉、油、黒コショウ、ガーリックパウダーがあるわ。 

母 ：必要なもの知らせてね。買ってくるものをメモしてちょうだい。30 分ぐらいで出かけるか
ら。 

～数分後～ 
リサ：お母さん、これお願い。 
母 ：了解。じゃ、今から行ってくるわね。 
リサ：行ってらっしゃい、気をつけて。 

 

【解説】 
問題１ 〔参加者〕母の「誰が来るの」の問いに、下線部（１）でリサが名前を言って答えていま 

す。メアリーの誕生日会ですから当然メアリーも参加します。計画を立てているリサも 

当然参加しますね。 

従って参加者は、マイク、ルミ、タク、メアリー、リサの５人です。 

〔担当するメニュー〕メアリー以外の４人が、それぞれ何を作るのかについて、下線部

（２）（３）（４）（５）で、リサはお母さんに理由を添えて話しています。 

問題２ 〔買い物リスト〕リサが確認したもの（本文）と、Party Menu の材料を見比べましょう。 

必要な情報と、必要でない情報が混在しているので、ていねいに一つずつ確認すること 

が大切です。  

～ Shopping List ～ 

- bacon 

- dark chocolate 

- cream 

- strawberries 

- eggs 

 


