※正解数

軌道保守整備作業・Kidohoshuseibisagyo

学科試験・Gakkashiken

【初級・Shokyu】
じゅけんばんごう・Jukenbango

なまえ・Namae

１．しけんじかん・Shikenjikan

１じかん・１Jikan

２．もんだいすう・Mondaisu

２０もん・２０Mon

３．ちゅうい・Chui
（１）しけんもんだい には じゅけんばんごう

と なまえ を かきなさい。

Shikenmondai niwa jukenbango to namae wo kakinasai.
（２）しけんもんだい は しけん が おわったら かいしゅう します。
Shikenmondai wa shiken ga owattara kaishu shimasu.
（３）もんだい は かかり の ひと が よみます。
そのとき もんだいぶん や え を よく みていなさい。
Mondai wa kakari no hito ga yomimasu.
Sonotoki mondaibun ya e wo yoku miteinasai.
（４）わからないこと が あったら て を あげて かかり の ひとに ききなさい。
Wakaranaikoto ga attara te wo agete kakari no hitoni kikinasai.
（５）こたえ は ただしい または あやまり
こたえ は もんだい の

の どちらか です。

の なかに かきなさい。

Kotae wa tadashii mataha ayamari no dochiraka desu.
Kotae wa mondai no

no nakani kakinasai.

①こたえ が ただしい と おもう ばあい は

の なかに 〇 を

かきなさい。
Kotae ga tadashii to omou baai wa

no nakani 〇 wo kakinasai.

②こたえ が あやまり と おもう ばあい は

の なかに × を

かきなさい。
Kotae ga ayamari to omou baai wa

no nakani × wo kakinasai.

（６）もんだいようし の ※の ところ には

かいては いけません。

Mondaiyoushi no ※no tokoro niwa kaitewa ikemasen.
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【こたえ の れい・Kotae no rei】
１． こおり（ice） は つめたい。
Kori（ice）wa tsumetai.

２． こおり（ice） は あたたかい。
Kori（ice）wa atatakai.

2

１． れっしゃ は きいろ の しんごう で とまる。
Ressha wa kiiro no shingo de tomaru.

２． ふみきり は ひと や くるま が とおる。
Fumikiri wa hito ya kuruma ga toru.

３． れっしゃ は だっせん しても よい。
Ressha wa dassen shitemo yoi.

４． れっしゃ が せっきん したら せんろから はなれる。
Ressha ga sekkin shitara senrokara hanareru.

５． かって に せんろへ はいっては いけない。
Katte ni senroe haittewa ikenai.

６． さぎょう の あとは せんろ の なかには もの を
おいては いけない。
Sagyo no atowa senro no nakaniwa mono wo oitewa ikenai.

７． したの え は せんろの だんめん を あらわしている。
Shitano e wa senrono danmen wo arawashiteiru.
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８． した の え は ふみきり を あらわしている。
Shita no e wa fumikiri wo arawashiteiru.

９． せんろ が まがる ぶぶん を ちょくせん と いう。
Senro ga magaru bubun wo chokusen to iu.

10． れーる の うえ を れっしゃ は はしる。
Reru no ue wo ressha wa hashiru.

11． ぶんぎき は せんろ を ぶんき させる。
Bungiki wa senro wo bunki saseru.

12． まくらぎ は れーる を ささえる。
Makuragi wa reru wo sasaeru.
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13． ばらすと は まくらぎ を ささえる。
Barasuto wa makuragi wo sasaeru.

14． だっせんぼうしがーど

は れっしゃ の

だっせん

を

ぼうし

する

ために つけている。
Dassenboushigado wa ressha no dassen wo boushi surutameni tsuketeiru.

15． した の しゃしん は たいたんぱー を うつしている。
Shita no shashin wa taitanpa wo utsushiteiru.

16． したの しゃしん は れーるじゃっき を うつしている。
Shitano shashin wa rerujakki wo utushiteiru.
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17． したの しゃしん は つきかため さぎょう を うつしている。
Shitano shashin wa tsukikatame sagyo wo utushiteiru.

18． した の しゃしん は とおりなおし さぎょう を うつしている。
Shita no shashin wa torinaoshi sagyou wo utushiteiru.
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19． あんぜん

は

すべて

の めん

で さいゆうせん

に

かんがえなけ

れば ならない。
Anzen wa subete no men de saiyusen ni kangaenakereba naranai.

20．

けが
を

を

ふせぐ

ため

に

へるめっと

を

かぶり

あんぜんぐつ

はかなければ ならない。

Kega wo husegu tame ni herumetto wo kaburi anzengutsu wo
hakanakereba naranai.

おわり・Owari
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