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。
Jukenbangou to namae wo 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 tadashii to omou baai wa kaitouran ni ○（maru）wo 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 wa kaitouran ni ×（batsu）wo kakinasai.
＜例 rei＞
Kaitouran

×

1．

ばなな は まるい。
Banana wa marui.

(4)わからないことが あったら てを あげて しけんかん に ききなさい。
Wakaranai koto ga attara te wo agete shikenkan 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 wa keitai denwa wo tsukatte wa 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。
Shikenchu wa tonarino hito to hanashite wa ikemasen.
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＜もんだい・かいとうようし＞
Mondai・Kaitoyoushi
Kaitoran
1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

13．

しごとちゅうは おおきな こえ で はなしを してもよい。
Shigotochu wa ookina koe de hanashi wo shitemoyoi.
もっぷの ふきかたは おくから いりぐちに ふく。
Moppu no fukikata wa okukara iriguchi ni huku.
べんきと せんめんだいは おなじ たおるを つかう。
Benki to senmendai wa onaji taoru o tsukau.
しごとは さぎょうふくに きがえた ときから はじまる。
Shigoto wa sagyoufuku ni kigaeta tokikara hajimaru.
もっぷは かたに のせて はこぶ。
Moppu wa katani nosete hakobu.
ほこりの ふきとりは たおるに ほこりを つけて とることを いう。
Hokori no fukitori wa taoru ni hokori wo tsukete toru koto wo iu.
からぶきは ぬれた もっぷで ふく ことを いう。
Karabuki wa nureta moppu de fuku koto wo iu.
ごみは ぶんべつして あつめる。
Gomi wa bunbetsushite atsumeru.
じざいぼうきは おさえばきを する。
Jizaibouki wa osaebaki wo suru.
みずぶきは ぬれた もっぷを つかう。
Mizubuki wa nureta moppu wo tsukau.
ごみおきばは よごれていても よい。
Gomiokiba wa yogoreteitemo yoi.
じざいぼうきで あつめた ごみは ちりとりで とる。
Jizaibouki de atsumeta gomi wa chiritori de toru.
ふろあーすくいじーは ごみを あつめる どうぐ である。
Furoa-sukuiji- wa gomi wo atsumeru dougu dearu.
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14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

しょうどくは てを あらったあとに する。
Shoudoku ha te wo arattaato ni suru.
ふろあーすくいじーは ゆかの ごみを あつめる どうぐ である。
Furoa-sukuiji- wa yuka no gomi wo atsumeru dougu dearu.
さぎょうふくは よごれていても よい。
Sagyoufuku wa yogoreteitemo yoi.
べんきの つまりは ぷらんじゃーを つかう。
Benkino tsumariwa puranja- wo thukau.
かいだんを おりるときは けがをしないように ちゅうい する。
Kaidan wo orirutoki wa kega wo shinaiyou ni tyuui suru.
ごみは まいにち あつめる。
Gomi wa mainichi atsumeru.
もっぷは よごれていても よい。
Moppu wa yogoreteitemo yoi.

21．

これは ちゅーいんがむを とる どうぐ である。
Kore wa chu-ingamu wo toru dougu dearu.

22．

これは だすたーくろす である。
Kore wa dasuta-kurosu dearu.

23．

これは じざいぼうきを きれいにする どうぐ である。
Kore wa jisaibouki wo kireinisuru dougu dearu.

24．

これは ちりとり である。
Kore wa chiritori dearu.

25．

これは せいそう どうぐを はこぶ かーと である。
Kore wa seisou dougu wo hakobu ka-to dearu.
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