正 誤

【民法709条、著作権法29条等によりコピー、複製などを禁止します。】

  問19 進路変更をする時は、他の車両の通行を妨げないような気配りが大切である。
When you change lane, it is important for you to pay attention not to disturb other vehicles' way.
  問20 横断歩道では歩行者がいても、いなくても、一時停止しなければならない｡
You must stop at pedestrian crossings whether there are pedestrians or not.
  問21 徐行とは、標識や標示で規定されている1/2以下の速度で運転することである｡
"Drive at a reduced-speed" refers to "drive at any speed under or equal to a half of the speed limits."
  問22 疲れているときの運転が危険なのは､視力が低下し､正常な安全確認ができないことと､注意力､判断力が鈍り空
走距離が長くなり危険性が高くなるからである｡
Driving when you are tired is dangerous because with the loss of visual acuity you cannot do a normal security verifica
tion and with a less attentiveness and judgment, the brake reaction distance will be longer provoking higher risks.
  問23 踏切で信号機が青色の表示をしているときに限り一時停止しなくてよい。
If you are facing green traffic light, there is no need to stop before proceeding over the railroad crossing.
  問24 トンネル内では車両通行帯がある場合以外は追い越ししてはいけない。
Unless there is traffic lane, you shouldn't pass the other car in tunnel.
  問25 運転中にエンジンの調子が悪くなり速度を落とさなければならなくなった場合、道路の左側に寄り他の交通を乱
さないように心がけなければならない｡
If you need to slow down while driving because of the engine going out of condition, you should try to pull
over to the left side of the road in order not to disturb other traffic.
  問26 ＡＴ車で長い下り坂を下るときは､チェンジレバーをＮ（ニュートラル）にしエンジンブレーキを使うとともにブレー
キペダルを踏む｡
When you drive a long downhill with AT automobile, you should put gearshift in N(neutral) and use engine
brake stepping on brake pedal at the same time.
  問27 初心運転者（普通免許を受けて1年を経過していない者をいう）はその車の前と後ろの定められた位置に初心
者マークをつけなければならないが、貨物自動車にはつけなくてよい。
Though a newly-licensed driver (who has been issued standard driver's license for less than a year) has to put a newlylicensed driver's sign on determined position in front of and in back of the car, it isn't necessary for an auto truck.
  問28 横断歩道ではない所で歩行者が横断していたので一時停止をして待った｡
When you are driving or riding the vehicle, you have stopped temporarily because there was a pedestrian
crossing the road with no crosswalk line.
  問29 シートベルトはお腹がゆったりする程度でしめるのがよい｡
Seat belt should be fastened in a way that stomach stays loose.
  問30 ＡＴ車では、ハンドブレーキがかかっているかを確かめてブレーキペダルをしっかり踏み、チェンジレバーが
『Ｄ』の位置にあることを確認してからエンジンを始動する。
When you start engine of AT automobile, you should first step firmly on brake pedal verifying that hand brake
is stroked and gearshift is in position 『D』.
  問31 トンネル内では見通しが悪いところがあったり車間距離がわかりにくいので、車両通行帯で区分されていない場
合は、追い越ししてはいけない。
Since, in tunnel, the visibility could be low and the distance between cars would not be easy to figure out, you
shouldn't pass the other car unless there is traffic lane.
  問32 初心運転者（普通免許を受けて1年を経過していない者をいう）はその車の前と後ろの定められた位置に初心
者マークをつけなければならない。
A newly-licensed driver (who has been issued standard driver's license for less than a year) has to put a newly
-licensed driver's sign on determined position in front of and in back of the car.
  問33 横断歩道の手前で立ち止まっている歩行者がいたが、自車が来るのを見ていたので徐行せず、そのまま通過した。
Though there was a pedestrian stopping in front of crosswalk, since he saw your car coming, you didn't slow
down and proceeded.
  問34 進路の前方に障害物があるときは､あらかじめ一時停止か減速をして反対方向から来る車に進路を譲るようにする｡
If there is an obstacle in front of the course, you should stop the vehicle or slow down to give way to oncom
ing vehicles before you dodge the obstacle.
  問35 前方の信号が長い間青色であるときは、黄色に変わることを予測して、減速しながら接近するとよい。
When the traffic light in front has been green for a long time, you should expect it to change to yellow light
and slow down while proceeding.
  問36 右折、左折するときは、その行為をする３秒前に合図を行う｡
Before you turn right/left, you have to use directional indicator three seconds before you make your move.
  問37 車に乗る前に、車の前後に人がいないか確かめなければならないが、車の下まで確かめる必要はない。
Before you ride on a car, you should verify that there is no people in front or in back of the car but you don't
need to verify under the car.
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