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：Tab�e 1 を見て。６つの国の国土面積と農地面積，それから農産物輸出額が分かるよ。 

：日本の国土面積はドイツよりも小さいと思ってたけど，違うのね。 

：そうなんだ。国土面積について言うなら，日本はドイツよりも大きく，フランスよりも小さいね。 

：オーストラリアとインドは国土面積が大きいわね。この表にはないけど。 

：この表には入れなかったんだ。この表ではアメリカが最大の国土面積だね。農地面積では中国よ

り小さい。アメリカの農産物輸出額は中国の 2 倍を超えているね。 

：オランダの国土面積は九州とほぼ同じだって聞いたことがあるわ。 

：そう。そしてオランダの国土面積は日本の農地面積とほぼ同じなんだ。この表の中では，オラン

ダは最も小さな農地面積だね。でもオランダの農産物輸出額はこの表の中では 2 番目に高いよ。 

：788 億ドルね。日本円だとどれくらいかしら。 

：現在，1 ドルが約 109 円だね。 

；もし 1 ドルが 100 円だとしたら，オランダの農産物輸出額は 7 兆 8�800 億円になるわ。 

：109 円では，8 兆 5�890 億円ね。 

：オランダはヨーロッパの中心にある小さな国だから，他の国に農産物を敏速に出荷するのが容易

なのね。 

：そう，その通り。ところで，スマート農業について聞いたことあるかな。 

：いいえ，ないわ。それは何なの。 

：エネルギーを節約したり，農作物をより良くするためにロボットや情報通信技術を使ったりする

農業だよ。近年，オランダで人気があるんだ。例えば，オランダの農業従事者は，トマトを栽培

する時，昼も夜も農地を監視するために情報通信技術を使うんだ。 

：そうなのね。日本の農業従事者もスマート農業を使っているのかしら。 

：わからないな。それについて勉強して，授業で話そうよ。 

 

�発表原稿] 

 今日は，日本におけるスマート農業について話します。それは，ロボットや情報通信技術を用いた農業

です。私たちはオランダのスマート農業について読んだ後で，それについて勉強しました。私たちは日本

の農業から２つの例を話そうと思います。第一に，大農場において，日本の農業従事者はＧＰＳで操作さ

れる農作業用機械を使っています。その機械は，昼も夜も働きます。したがって，農業従事者は長い時間，

農地で働く必要がありません。農地で働くことは大変ですが，スマート農業がそれを容易にします。 

 さて，もう一つの例をお話します。それは，農業にスマートフォンのアプリを使うことについてです。

多くの農業従事者が自分たちの農地についてのデータを保存しておく必要があります。例えば，彼らの

農地がどれくらい多くの水を必要とするのか，といったことです。しかし，彼らがスマートフォンのアプ

リを使えば，長い間そのデータを保存することができます。そのデータは，他の農業従事者が使うことも

できます。4� そうして，それは農業従事者が次に何をするかを教えてくれるのです。私たちは，スマー
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ト農業は日本の農業にとって非常に重要だと思います。 

 私たちはまた，農業従事者がスマート農業についてどう思っているかを調べました。私たちはインタ

ーネットから情報を得ました。そこには，多くの農業従事者がスマート農業に興味を持っているとあり

ました。しかし，農業従事者の中には，情報通信技術についてあまり知らないので，スマート農業を使う

ことはないだろうと言う人もいます。1� 彼らは情報通信技術を使うのは難しいと感じているのかもしれ

ません。農業従事者に情報通信技術の使い方を教える人が必要です。私たちはより多くの情報を見つけ

ました。農業従事者の中には，「なぜ情報通信技術を使うには長い時間がかかるのだろう。」という質問に

答えた人もいました。彼らの中には，「農業に情報通信技術を使ったことがないという高齢の農業従事者

がたくさんいるからだ。」と言う人もいました。他に，「小さな農地で働いているから，スマート農業が必

要だと思わない農業従事者もいる。」と言う人もいました。 

 日本では，多くの農業従事者が高齢になっています。彼らは農業について多くのことを知っていて，た

くさんの経験を持っています。私たちは，若い農業従事者が高齢の農業従事者から学ぶべきだと思いま

す。もし若い農業従事者が，高齢の農業従事者の経験と情報通信技術を同時に使えたら，日本の農業は大

きく変わると思います。3� また若者たちが農業の仕事を得ることになるとも思います。多くの日本人が，

スマート農業に興味を持つことを願います。ありがとうございました。 

 

●解説 

(ｱ) タクの 2 つ目の発言より，日本はドイツより国土面積が大きく，フランスより小さいことが分かる。

これにより，ドイツより少し大きい［ あ ］が日本，さらに少し大きい［ う ］がフランスである可

能性が高いと推測できる。 

  タクの 3 つ目の発言より，アメリカが最大の国土面積であることが分かる。よって，［ え ］がアメ

リカに確定。また，アメリカの農地面積が中国より小さいことと，農産物輸出額が中国の２倍を超え

るということから，中国は［ い ］に確定する。 

  タクの４つ目の発言より，オランダの国土面積が日本の農地面積とほぼ同じということから，日本

が［ あ ］に確定する。これにより，フランスも［ う ］に確定する。 

 

(ｲ) アンナの 2 つ目の発言で， か 円の時に，788 億ドルが 7 兆 8�800 億円になると言っているので， 

 か は 100 円だと分かる。 

7�880�000�000�000(円) ÷ 78�800�000�000(ドル) ＝ 100 

つまり，円の数値がドルの数値の 100 倍になっているので，1 ドルは 100 円 

  その次のリカの発言で， お 円の時，788 億ドルが 8 兆 5�890 億円になると言っているので，同

様に割り算をする。 

   8�589�000�000�000(円) ÷ 78�800�000�000(ドル) ＝ 108�99 

  したがって，選択肢のうち， お が 109 円になっているものを選ぶ。 

 

  なお，この問題は英語で書かれている数をすぐに数字に直せると，解く時間の短縮につながる。桁の

大きい数字の数え方は，日本語では 4 桁をひとかたまりとするが，英語では 3 桁をひとかたまりと

する。 
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  日本語での桁の大きい数字の捉
とら

え方   1 0000 0000 0000 
   兆         億         万 
 

英語での桁の大きな数字の捉
とら

え方   1�000�000�000�000 
tri��i��           �i��i�� 

               bi��i��            th�usa�d 

 

  英文を速く読むためには，なるべく日本語を介さずに内容を理解することが重要なので，今回も，兆

や億といった日本語に訳すことなく，すぐに数字に置き換えた方がよい。 

 

(ｳ) a．オランダの作付面積の推移を見ると，2016 年…1�775，2017 年…1�790，2018 年…1�788，よっ

て，2017 年から 2018 年にかけては減少しているので誤り。 

 b．日本の作付面積の推移を見ると，2016 年…12�100，2017 年…12�000，2018 年…11�800 と，減

少が続いているので正しい。 

  c．オランダの生産量は，2016 年の 90�0 に対し，2017 年と 2018 年はともに 91�0 なので正しい。 

  d．日本の生産量を見ると，2017 年の 73�7 に対し，2016 年の 74�3 の方が多いので誤り。 

  e．オランダの作付面積当たりの生産量を計算すると， 

     2016 年 90�0(万トン) ÷ 1�775(ヘクタール) ＝ 507�04(トン#ヘクタール) 

     2017 年 91�0(万トン) ÷ 1�790(ヘクタール) ＝ 508�37(トン#ヘクタール) 

     2018 年 91�0(万トン) ÷ 1�788(ヘクタール) ＝ 508�94(トン#ヘクタール) 

     したがって，2016 年から 2018 年にかけて増加しているので誤り。 

     (別の解法) 

     2017 年から 2018 年にかけては，作付面積が減少しているのに対し，生産量は変化していない

ので，作付面積当たりの生産量は確実に増加していると分かる。よって誤り。 

  f．2018 年のオランダの作付面積当たりの生産量は，上記より 508�94(トン#ヘクタール)。 

    2018 年の日本の作付面積当たりの生産量は， 

         72�4(万トン) % 11�800(ヘクタール) ＝ 61�35(トン#ヘクタール) 

    したがって，508�94 % 61�35 ＝ 8�29（式①） となるので，8 倍以上となり，正しい。 

     (別の解法) 

    割り算は手間がかかるので，（式①）の代わりに，以下のような掛け算をした方が速い。 

    61�35 × 8 ＝ 490�8（式②）となるので，オランダの 508�94 は，8 倍以上だと分かる。 

    さらには，概数で 62 × 8 ＝ 496 となり，61�35 より大きい数値（62）の 8 倍である 496

よりも，508�94 の方が大きい数値になるので，確実に 8 倍以上であると分かる。 
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(ｴ) 文を挿入する問題では，段落ごとの話題をつかみながら，前後のつながりを意識して解答を決めてい

くと良い。 

  また，選択肢の中の代名詞が何を指しているかを考えることもヒントになることがある。 

  1� They �ay fee� it is difficu�t t� use ICT� 

    彼らは情報通信技術を使うのは難しいと感じているのかもしれません。 

    情報通信技術を使うのが難しいと感じるのは？⇒高齢の農業従事者 

  2� But it is very hard t� +��w whe� t� use S�art Agricu�ture� 

    しかし，いつスマート農業を使うべきかを知ることはとても難しい。 

  3� We a�s� thi�+ that y�u�g pe�p�e wi�� get 2�bs i� agricu�ture� 

    また若者たちが農業の仕事を得ることになるとも思います。 

  4� S� it wi�� te�� far�ers what t� d� �ext� 

    そうして，それは農業従事者が次に何をするかを教えてくれるのです。 

    農業従事者が次に何をするかを教えてくれるものとは？⇒スマートフォンのアプリ 

 

  第 2 段落は，日本におけるスマート農業の 2 つ目の活用例として，スマートフォンのアプリを使っ

たデータの管理や活用について書いてある。また， き の直前の The data ca� a�s� be used by �ther 

far�ers�（そのデータは，他の農業従事者が使うこともできます。）や，直後の We thi�+ S�art 

Agricu�ture is very i�p�rta�t f�r 4apa�ese agricu�ture�（私たちは，スマート農業は日本の農業にと

って非常に重要だと思います。）より，スマートフォンのアプリの効用についての話題なので，4� があ

てはまると分かる。 

  第 3 段落は，高齢の農業従事者がスマート農業を使うときの難しさについて書いてある。 く の

直前の文は But s��e far�ers say they wi�� ��t use it because they d��’t +��w a ��t ab�ut ICT�（し

かし，農業従事者の中には，情報通信技術についてあまり知らないので，スマート農業を使うことはな

いだろうと言う人もいます。）なので，1� があてはまる。 

  第 4 段落は，日本の農業の高齢化と，若者たちが高齢の農業従事者の経験と情報通信技術を同時に

活かすことに言及しているので， け には若者について触れている 3� があてはまると分かる。 

 

(ｵ) a．オランダは九州とほぼ同じ大きさの国であり，他国へ農産物を出荷するのに適した場所でもある。 

   ⇒対話文中，リカの 2 つ目の発言及びアンナの 3 つ目の発言に一致するので「正」 

   b．その質問に答えた農業従事者は，日本には多くの高齢の農業従事者がいるので，農業における情

報通信技術の使い方を，その３人の生徒が彼らに教えてほしいと思った。 

   ⇒発表原稿中 く の直後に，「農業従事者にスマート農業の使い方を教える人が必要です。」と

書いてあるが，これは発表した生徒たちの意見であり，農業従事者がその 3 人の生徒に教えてほ

しいと思ったとは書いていない（そもそも生徒たちはインターネットで調べただけで，農業従事者

と対面したわけではない）ので「誤」 

   c．もし若い農業従事者が高齢の農業従事者の経験を学び，情報通信技術を使ったら，日本の農業は

大きく変わるだろう。 

   ⇒発表原稿中の最終段落， け の直前の文と一致するので「正」 


