空気装置検修・解ぎ装作業・Kukisochikenshu・kaigisosagyo
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＜ちゅういじこう・Chuijiko＞
１． もんだいようし には じゅけんばんごう と なまえ を かいてく
ください。
Mondaiyoshi niwa jukenbango to namae wo kaite kudasai．
２． しけんじかん は 「１じかん」と します。
Shikenjikan wa 「1jikan」to shimasu.
３． もんだいすう は ４もん
Mondaisu wa 4mon desu.

です。

４． かくもんだい には せいげんじかん が さだめられています。
Kakumondai niwa seigenjikan ga sadamerareteimasu.
５．

かくもんだい の さぎょう が おわったら しけんかん に もう
しでて ください
Kakumondai no sagyo ga owattara shikenkan ni moshidete kudasai.

６． もんだいようし は しけん が おわったら かいしゅう
Mondaiyoshi wa shiken ga owattara kaishu shimasu.

します。

７． しけんもんだい は しけんかん が しじ を します。
Shikenmondai wa shikenkan ga shiji wo shimasu.
よくきいて さぎょう を してください。
Yokukiite sagyo wo shitekudasai.
８． ひょうじゅん じかん を こえて さぎょう を おこなった ばあい は
ちょうか じかん に おうじて げんてん します。
Hyojyun jikan wo koete sagyo wo okonattabaai wa tyoka jikan ni
ojite genten shimasu．
９． わからないこと が あったら て を あげて しけんかん に きく
こと。
Wakaranaikoto ga attara te wo agete shikenkan ni kikukoto.
ただし しけん の ないよう に ついて は おこたえ できません。
Tadashi shiken no naiyo ni tuite wa okotae dekimasen.
１０．きぐ の とりあつかい の さい には けがとう に ちゅういして
あせることなく さぎょう してください。
Kigu no toriatsukai no sai niwa kegato ni chuishite aserukotonaku
sagyo shitekudasai.
１１．じっさい の さぎょうげんば と おなじように あんぜんに さぎ
ょう してください。
Jissai no sagyogenba to onajiyoni anzenni sagyo shitekudasai.
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＜しけんもんだい・Shikenmondai＞
１．こうぐるい の とりあつかい せんたく はいち
Kogurui no toriatsukai sentaku haichi sagyo

さぎょう

「こうぐるい の せんたく さぎょう」
「Kogurui no sentaku sagyo」
・しけんかん の しじ に したがい 17mm すぱな と M10 とるくれん
ち を せんたくしてください。
・Shikenkan no shiji ni shitagai 17mmsupana to M10torukurenchi wo
sentaku shitekudasai.

２．ざいりょう の せんたく はいち
Zairyo no sentaku haichi sagyo

さぎょう

「ざいりょう の せんたく さぎょう」
「Zairyo no sentaku sagyo」
・しけんかん の しじ に したがい M10 ろっかくぼると と M10 ば
ねざがね を せんたく してください。
・Shikenkan no shiji ni shitagai M10rokkakuboruto to M10banezagane
wo sentaku shitekudasai.
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３．ききけんしゅう

かいぎそう

さぎょう

Kikikenshu kaigiso sagyo

「ききけんしゅう さぎょう」
「Kikikenshu sagyo」
・しけんかん の しじ に したがい 930kPa の あんぜんべん を
ぶんかいしてください。べん を とりはずす ときには じゅんかつざ
い を しようしてください。
・ Shikenkan no shiji ni shitagai 930kPa no anzenben wo
bunkaishitekudasai. Ben wo torihazusu tokiniwa junkatsuzai wo
shiyoshitekudasai.

・しけんかん の しじ に したがい あんぜんべん を くみたてて
ください。そのさい べん の あたりめん に じゅんかつざい を
ぬって、 べんぼう と ばね に ぐりす を ぬってください。
・Shikenkan no shiji ni shitagai anzenben wo kumitatetekudasai.
Sonosai ben no atarimen ni junkatsuzai wo nutte benbo to bane ni
gurisu wo nuttekudasai.

・しけんかん の しじ に したがい ていけつだい に ぼると を
とりつけて ください。
・Shikenkan no shiji ni shitagai teiketsudai ni boruto wo toritsukete
kudasai.

なっと
Natto

M10 ぼると
M10 boruto

ばねざがね
Banezagane
ひらざがね
Hirazagane
ず ていけつだい
Zu Teiketsudai
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４．さぎょうご の かんきょうせいび
Sagyogo no kankyoseibi sagyo

さぎょう

「 さぎょうご の かんきょうせいび さぎょう」
「Sagyogo no kankyoseibi sagyo」
・しけんかん の しじ に したがい しようしたり さわった こうぐ
を もとの じょうたい に もどし しようした うえす を すてて
ください。
・Shikenkan no shiji ni shitagai shiyoshitari sawatta kogu wo motono
jotai ni modoshi siyosita uesu wo sutetekudasai.
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