
 

鉄道車両整備職種・Tetsudosharyoseibishokushu 

走行装置検修・解ぎ装作業・Soukousouchikenshuu・kaigisosagyo 

 

学科試験 問題用紙・Gakkashiken mondaiyoshi【初級・Shokyuu】 

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・Mondaisuu ２０もん・２０Mon 

3.  ちゅうい・Chuui 

⑴  もんだいようし と かいとうようし には じゅけんばんごう と なまえ を  

かいて ください。 

 Mondaiyoshi to kaitoyoshi niwa jukenbango to namae wo kaite kudasai． 

⑵  もんだいようし と かいとうようし は しけん が おわったら かいしゅう します。 

 Mondaiyoshi to kaitoyoshi wa shiken ga owattara kaishuu shimasu． 

⑶  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 ください。 

 Mondai wa kakari no hito ga yomimasu． 

 Sonotoki mondaibun ya e wo yoku mite kudasai. 

⑷  わからない こと は て を あげて かかり の ひと に きいて ください。 

 Wakaranai koto wa te wo agete kakari no hito ni kiite kudasai． 

⑸  こたえ は ただしい または あやまり の どちらか です。 

 こたえ は かいとうようし に かいて ください。 

 Kotae wa tadashii matawa ayamari no dochiraka desu. 

 Kotae wa kaitoyoshi ni kaite kudasai. 

① こたえ が ただしい と おもう ばあい は 〇 を かいて ください。 

Kotae ga tadashii to omo baai wa 〇 wo kaite kudasai． 

② こたえ が あやまり と おもう ばあい は × を かいて ください。 

Kotae ga ayamari to omo baai wa × wo kaite kudasai． 

⑹  かいとうようし の ※ の ところ には かいては いけません。 

 Kaitoyoshi no ※ no tokoro niwa kaitewa ikemasen． 

  

例 
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【こたえ の れい・Kotae no rei.】 

1. こおり は つめたい。 

Koori（ice） wa tsumetai． 

 

2. こおり は あたたかい。 

Koori（ice） wa atatakai． 

 

  

○ 

× 



3 

 

 

1. でんしゃ は どうりょくはっせいそうち として でんどうき が ついて 

います。 

Densha wa doryokuhasseisochi toshite dendoki ga tsuite imasu. 

 

さんこう： でんどうき の しゃしん (Sanko: dendoki no shashin) 

Reference:  Traction Motor photo 

 

 

2. てつどうしゃりょう には ぶれーき が ついて います。 

Tetsudosharyo niwa bure-ki ga tsuite imasu. 

 

 

3. てつどうしゃりょう は こわれて いなければ けんさ は ひつよう あり

ません。 

Tetsudosharyo wa kowarete inakereba kensa wa hitsuyo arimasen. 

 

4. ぼると を ゆるめる とき は とるくれんち を つかいます。 

Boruto wo yurumeru toki wa torukurenchi wo tsukaimasu. 

 

さんこう： とるくれんち の しゃしん (Sanko: torukurenchi no shashin) 

Reference: Torque Wrench photo 

 

5. ごむ は でんきを よく とおします。 

Gomu wa denki wo yoku tooshimasu. 

 

 

6. ほかの ぶひん と まさつ する ぶぶん には ぐりす は ぬりません。 

Hokano buhin to masatsu suru bubun niwa gurisu wa nurimasen. 
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7. しゃじく は だいしゃ に ふくまれる そうち です。 

Shajiku wa daisha ni fukumareru sochi desu. 

 

さんこう： しゃじく の しゃしん (Sanko: shajiku no shashin) 

Reference: Axles photo 

 

 

8. そうち や ぶひん を ぶんかいする とき は はそん に ちゅういする 

ひつよう は ありません。 

Sochi ya buhin wo bunkaisuru toki wa hason ni chuuisuru hitsuyo wa arimasen. 

 

9. さぎょう が はやく おわる こと は あんぜん に さぎょう する こ

と より たいせつ です。 

Sagyo ga hayaku owaru koto wa anzen ni sagyo suru koto yori taisetsu desu. 

 

 

10. じゅうりょうぶつ を あつかう さぎょう に あんぜんぐつ は ひつよう 

ありません。 

Juuryobutsu wo atsukau sagyo ni anzengutsu wa hitsuyo arimasen. 

 

 


