基礎級 機械保全技能検定 学科試験問題

1.

へいめんけずりや みぞを かこう するときは フライスばんを つかいます。
Heimen-kezuri ya mizo o kakou surutokiwa furaisu-ban o tsukai masu.

2.

かいてんするじくや はぐるまなどを うごかなくする ぶひんを ピンといいます。
Kaiten suru jiku ya haguruma nado o ugokanaku suru buhin o pin to ii masu.

3.

このはぐるまは ウォームギア といいます。
Kono haguruma wa uoomu-gia to ii masu.

4.

はぐるまの ピッチえんは

はすう

と

モジュールのかけざんで

あらわされます。

Hguruma no picchi-en wa hasuu to mojyuru no kakezan de arawasare masu.

5.

きかいの てんけんは きかいが こわれていないことなどを みます。
Kikai no tenken wa kikai ga kowarete inai koto nado o mi masu.

6.

マイクロメータで はかるときは はかるちからを おなじに するため
ラチェットストップを つかいます。
Maikuro-meeta de hakaru toki wa hakaru chikara o onaji ni surutame
rachetto-sutoppu o tsukai masu.

7.

あぶらの もれは そのままにしておくと ゆかが すべりやすくなり あぶないです。
Abura no more wa sonomama ni shiteoku to yuka ga suberi yasuku nari abunai desu.

8.

ふんむきゅうゆには あっしゅくくうきを つかいます。
Funmu-kyuuyu niwa asshuku-kuuki o tsukai masu.
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9.

リーマを ぬくときは せっさくと おなじむきに まわして ゆっくりと ぬきます。
Riima o nuku toki wa sessaku to onaji muki ni mawashite yukkuri to nuki masu.

10.

ものを こわさないで おこなう けんさを ひはかいけんさと いいます。
Mono o kowasanai de okonau kensa o hihakai-kensa to ii masu.

11.

くうきのもれを みつけるときは けんさするばしょに せっけんすいを ぬると
みつけやすいです。
Kuuki no more o mitsukeru toki wa kensa suru basho ni sekken-sui o nuru to
mitsuke yasui desu.

12.

くうきあつは ゆあつより ちからが おおきいばしょで つかわれます。
Kuukiatsu wa yuatsu yori chikara ga ookii basho de tsukaware masu.

13.

くうきあつの はいかんの ドレンコックは みずを のぞくときに つかいます。
Kuukiatsu no haikan no doren-kokku wa mizu o nozoku toki ni tsukai masu.

14.

あぶら(さどうゆ)のなかに みずを たくさん いれると うごきが
よくなります。
Abura（sadouyu） no naka ni mizu o takusan ireru to ugoki ga
yoku nari masu.

15.

でんきのすいっちは でんりゅうの オン・オフに つかいます。
Denki no suicchi wa denryuu no on・ofu ni tsukai masu.

16.

ヒューズの かわりに セラミックスが つかえます。
Hyuzu no kawari ni seramikkusu ga tsukae masu.

17.

ニクロムせん は ていこうち が おおきいので でんねつよう に つかいます。
Nikuromu-sen wa teikou-chi ga ookii node dennetsu-you ni tsukai masu.
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18.

あんぜんのための つうろに ぶひんを おいても よいです。
Anzen no tame no tsuuro ni buhin o oite mo yoi desu.

19.

シンナーを つかうばしょでは たばこを すうことが できます。
Shinnaa o tsukau basho dewa tabako o suu koto ga deki masu.

20.

たちいりきんしの ばしょでも あんぜんであると はんだんできたときは
そのばしょに はいることが できます。
Tachiiri-kinshi no basho demo anzen dearu to handan dekita toki wa
sono basho ni hairu koto ga deki masu.

