
農業技能実習評価試験（上級）
のう ぎょう ぎ のう じっ しゅう ひょう か し けん じょう きゅう

畑作・野菜 学科試験
はた さく や さい がっ か し けん

１．はじめに 受験 番号と名前を書いてください。
じゅけんばんごう なまえ か

２．試験時間 １００分
しけん じかん ぷん

３．問 題 数 ５０題 （正誤式 ２５、 四択式 ２５）
もん だい すう だい せいごしき よんたくしき

４．注意事項
ちゅうい じこう

(1) 試験官の指示があるまで、この表紙をあけないでください。
しけんかん しじ ひょうし

(2) 試験開始の合図で始めてください。
しけん かいし あいず はじ

(3) 解答の方法は、次のとおりです。
かいとう ほうほう つぎ

① 正誤式問題は、 右側 の解答欄に、正しいものには○、
せいごしきもんだい みぎがわ かいとうらん ただ

誤 っているものには×を記入してください。
あやま きにゅう

② 四択式問題は、 右側 の解答欄に、番号を記入してください。
よんたくしきもんだい みぎがわ かいとうらん ばんごう きにゅう

(4) 読みにくい文字など質問があるときは、黙って手をあげてください。
よ も じ しつもん だま て

ただし、試験問題の内容に関する質問には、お答えできません。
しけんもんだい ないよう かん しつもん こた

(5) 試験 終了 の合図があったら､筆記用具をおき、試験官の指示に従ってください。
しけんしゅうりょう あいず ひっき ようぐ しけんかん し じ したが

受験番号
じゅけんばんごう

名 前
な まえ
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畑作・学

「（一社）全国農業会議所」

正解数 得 点



(1) 日本は、ユーラシア大陸の 東 にある海に囲まれた島国です。
に ほん たいりく ひがし うみ かこ しまぐに

(2) 日本の冬は、太平洋 側は曇りの日が続きます。
にほん ふゆ たいへいようがわ くも ひ つづ

(3) 窒素の施用が過剰になると、作物は 軟弱 に育ちます。
ちっそ せ よう かじょう さくもつ なんじゃく そだ

解答欄
かいとうらん

解答欄
かいとうらん

解答欄
かいとうらん
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(4) シードテープは、テープに一定 間隔で種子（種）を
いっていかんかく しゅし たね

はさんだものです。

解答欄
かいとうらん

(5) サツマイモ、ジャガイモは、すべて 生食用になります。
せいしょくよう

(6) トマトの原産地は、 南 アメリカのアンデス高原です。
げんさんち みなみ こうげん

解答欄
かいとうらん

解答欄
かいとうらん
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(7) カブは、利用器官による分類で葉菜類です。
り よう き かん ぶんるい ようさいるい

(8) 接ぎ木苗は 耐病性 は増しますが、 収量 は増えません。
つ き なえ たいびょうせい ま しゅうりょう ふ

(9) 種子（種）は、 常温 で保存すれば10年以上の
しゅし たね じょうおん ほ ぞん ねんいじょう

ちょぞう かのう

貯蔵が可能です。

解答欄
かいとうらん

解答欄
かいとうらん

解答欄
かいとうらん

(10) 茶、サトウキビは葉菜類です。
ちゃ ようさいるい

解答欄
かいとうらん

(11) 同じ 畑 に同じ 作物 を連続して栽培すると、
おな はたけ おな さくもつ れんぞく さいばい

品質が低下することがある。
ひんしつ ていか

この害として、最も適したものを選んでください。
がい もっと てき えら

れんさくしょうがい

①連作 障害

ふうがい

②風害

とうそうがい

③凍霜害

すいがい

④水害

解答欄
かいとうらん



(12) 生殖 器官として、最も適したものを選んでください。
せいしょくきかん もっと てき えら

①葉
は

②茎
くき

③根
ね

④花（果実）
はな かじつ
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解答欄
かいとうらん

こうど かせいひりょう ひょうじ もっと てき

(13) 高度化成肥料の表示として、最も適したものを    
             えら

            選んでください。

①10－15－10

②８－８－８

③０－30－０

④６－７－３

解答欄
かいとうらん

(14) 紫外線除去フイルムの利点として、最も適したものを選んで
しがいせんじょきょ りてん もっと てき えら

ください。

しゃこうこう か たか

①遮光効果が高まる。

さくもつ ひんしつ たか

②作物の品質が高まる。

さぎょう しょうりょくか

③作業の省力化ができる。

びょうがいちゅう はっせい おさ

④ 病害虫 の発生を抑える。

解答欄
かいとうらん
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(15) イチゴのランナー発生の条 件として、最も適したものを
はっせい じょうけん もっと てき

えら

選んでください。

ちょうじつ ていおんじょうけん はっせい

④発生は、日 長・温度条 件に影 響を受けない。

①長 日・低温 条 件で発生。

たんじつ ていおんじょうけん はっせい

②短日・低温 条 件で発生。

ちょうじつ こうおんじょうけん はっせい

③長 日・高温 条 件で発生。

はっせい にっちょう おん ど じょうけん えいきょう う

解答欄
かいとうらん






