検定秘
要回収

基礎級ビルクリーニング技能検定

＜学科試験 問題・解答用紙（過去問）＞
がっかしけん もんだい・かいとう ようし
Gakka Shiken Mondai・Kaito Yoshi
じゅけんばんごう
Jukenbango
なまえ
Namae
(1)じゅけんばんごう と なまえを かきなさい。
Juken bangou to Namae o kakinasai.
(2)もんだいは しけんかん が よみます。
Mondai wa Shikenkan ga yomimasu.
(3)こたえは ただしい か あやまり かの どちらかです。
Kotae wa Tadashii ka Ayamari ka no dochirakadesu.
①こたえが ただしいと おもう ばあいは かいとう らんに ○（まる）を かきなさい。
Kotae ga Tadahishii to omou baai ha Kaitouran ni ○（maru） o kakinasai.
②こたえが あやまりと おもう ばあいは かいとうらんに ×（ばつ）を かきなさい。
Kotae ga Ayamari to omou
baai ha
Kaitouran ni ×（batsu）o kakinasai.
＜例 rei＞
Kaitouran
1．

×

ねずみ は くじら より おおきい。
Nezumi ha
Kujira yori ookii.

(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。
Wakaranai koto ga attara te o agte kakari no hito ni kiki nasai.
(5)しけんちゅうは けいたい でんわを つかっては いけません。
Shikenchu ha keitai
denwa o tukatte ha ikemasen.
(6)しけんちゅうは となりのひとと はなしては いけません。
Shiken chu ha tonarino hito to hanashite wa ikemasen.

＜もんだい・かいとうようし（かこもん）＞
Mondai・Kaitoyoushi
Kaitoran
1．

ごみは きめられた ばしょに はこぶ。
Gomi ha kimerareta basyo ni hakobu.

2．

ほこりを まきちらかさないように する。
Hokori o makichirakasanaiyo ni suru.

3．

たおるは やつおりに して つかう。
Taoru ha yatsuori ni shite tsukau.

4．

もっぷのさきに おやゆびを おいて つかう。
Moppu no saki ni oyayubi o
oite tsukau.

5．

しんくうそうじきは あてないように ちゅういする。
Sinkuusoujiki ha
atenaiyou ni
chuisuru.

6．

かんしきもっぷは ゆかが ぬれているときに つかう。
Kanshikimoppu ha yukaga nureteirutoki ni tsukau.

7．

せんざいは いろいろな よごれを おとすために つかう。
Senzai ha
iroirona
yogore o otosutame ni tsukau.

8．

あいさつは まなーの きほん である。
Aisatsu ha mana- no kihon dearu.

9．

しんくうそうじきは かーぺっとの ほこりを とるのに つかう。
Sinkuusoujiki ha
ka-petto no hokori o toruno ni tsukau.

10．

もっぷを かべに あてないように ちゅうい する。
Moppu o kabe ni atenaiyou ni chuisuru.

11．

ちりとりに いれた ごみを そのままに しておく。
Chititori ni ireta gomi o sonomama ni shiteoku

12．

ういんどすくいじーは まどがらすの せいそうに つかう。
Uindosukuiji- ha
madogarasu no seiso ni
tsukau.

13．

はく、ふく、あらう ことが せいそうの きほん である。
Haku, huku, arau
kotoga seiso no
kihon dearu.

14．

もっぷは ゆかを はくときに つかう。
Moppu ha yuka o hakutoki ni tsukau.

15．

ほこりを とらないと かびや だにが はっせいする。
Hokori o toranai to kabi ya dani ga hasseisuru.

16．

せんざいは さんせいせんざいが おおく つかわれる。
Senzai ha
sanseisenzai ga
ooku
tsukawareru.

17．

せいそうを はじめるまえに たいそうを すると よい。
Seisoo o
hajimerumae ni taiso o suruto yoi.

18．

せいそうの あとで てを あらう ひつようは ない。
Seiso no
atode te o arau
hitsuyo ha nai.

19．

まいにち おこなう せいそうと ときどきおこなうせいそう が ある。
Mainishi okonau
seiso to
tokidoki okonau seiso ga aru.

20．

ゆかの そうじは ほこりを まいあげないように する。
Yuka no soji ha
hokori o maiagenaiyo ni suru.

21．

といれせいそうは ほごでぶくろを つかって おこなう。
Toireseiso ha
hogotebukuro o tsukatte okonau.

22．

これは じざいぼうき である。
Kore ha jizaibouki dearu.

23．

これは まどがらすを せいそうする どうぐ である。
Kore ha madogarasu o seisousuru dougu dearu.

24．

これは あつめたごみをとる どうぐ である。
Kore ha atsumeta gomi o toru dougu dearu.

25．

これは にんげんを はこぶ どうぐ である。
Kore ha ningen o hakobu dougu dearu.

