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図１ エチオピアの穀物別栽培面積割合

（％、2005/2006年度）
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図２ エチオピアの主な穀物の生産性
（100kg/ha、2005/06年度）
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レストランの豪華なインジェラ
（白テフ、左）と農村の質素なイ
ンジェラ（赤テフ、右）
（筆者撮影）
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