
CRA503            第三級総合無線通信士「英語」試験問題      ５問  １時間３０分 
 
１． 次の英文を読み、A-1 から A-5 までの設問に答えなさい。解答は､それぞれの設問に対応する選択

肢の１から３までの中から答えとして最も適切なものを一つずつ選び、その番号のマーク欄を塗りつ

ぶしなさい。 
   

A two-year old dog named Blue saved an elderly woman from an alligator and survived. The 
woman was taking the dog for an evening stroll along the canal behind her house when she slipped 
on wet grass and was injured. Blue stayed by her side while she shouted for help. 

Suddenly the dog growled and ran off into the darkness. An alligator had climbed out of the 
canal just 15 meters away. Blue was hurt in many places in the ensuing fight but, when the 
woman’s daughter and son-in-law arrived home about an hour later, was still able to lead them to 
where she was lying. 

“I heard the alligator and Blue fighting, and thought Blue was dead. It wasn’t until my daughter 
came home and I heard Blue barking that I realized he was still alive.”  

  (注) alligator ワニ       stroll 散歩       growl うなる       ensue 続く、すぐ後に起こる  
 
（設問） 
A-1 女性はなぜ転倒したのか。 
  １．運河のワニに驚いたから 
  ２．足元が悪かったから                  
  ３．連れていた犬が急に走り出したから        
 
A-2 犬は、なぜ突然うなって暗闇のなかに走り去ったか。                            

１．ワニがいるのに気が付いたから                    
２．女性を襲っているワニを攻撃するため 
３．ワニから逃げるため        

 
A-3 ワニと戦った後、犬はどのような状態だったか。 
  １．傷は負ったが、まだ動く元気が残っていた。           
  ２．傷も負わず元気だった。        
  ３．死亡していた。 
 
A-4 ワニに傷つけられたのはなにか。 
  １．犬                      
  ２．女性 
  ３．女性と犬 
 

 
A-5 この出来事の結果はどうなったか。 
  １．女性も犬も助かった。                 
  ２．女性は助かったが、犬は死亡した。 
  ３．犬は助かったが、女性は死亡した。 
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２． 次の A-6 から A-9 までの英文を読み、その内容を最もよく表しているものを、それぞれの英文に 
  対応する選択肢の１から３までの中から一つずつ選び、解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を 
  塗りつぶしなさい。 
 
A-6  Except for transmissions authorized on the carrier frequency 2182 kHz and on the frequencies 

2174.5 kHz, 2177 kHz, 2187.5 kHz and 2189.5 kHz, all transmissions on the frequencies between 
2173.5 kHz and 2190.5 kHz are forbidden.  

 （注）authorized  許可された 
 
 １． 搬送周波数 2182kHz 並びに周波数 2174.5kHz、2177kHz、2187.5kHz 及び 2189.5kHz で許可 

された伝送を除くほか、2173.5kHz-2190.5kHz の間の周波数によるすべての伝送は禁止する。 
 ２． 搬送周波数 2182kHz で許可された伝送を除き、周波数 2174.5kHz、2177kHz、2187.5kHz 及

び 2189.5kHz を含む 2173.5kHz-2190.5kHz の間の周波数によるすべての伝送は禁止する。 
 ３． 搬送周波数 2182kHz 並びに周波数 2174.5kHz、2177kHz、2187.5kHz 及び 2189.5kHz の使用 
   を許可する旨の伝送を除き、2173.5kHz-2190.5kHz の間の周波数によるすべての伝送は禁止する。 
 
A-7   The function of the generator of the radiotelephone alarm signal shall be checked by aural 

monitoring without operating a transmitter. 
  （注）function 機能     aural 耳の、聴覚の 
 
 １． 無線電話警急信号発生装置の機能は、送信機を動作させない状態で、耳による聴取以外の方法で 
   点検する。 
２． 無線電話警急信号発生装置の機能は、送信機を動作させた状態で耳による聴取によって点検する。 

 ３． 無線電話警急信号発生装置の機能は、送信機を動作することなく、耳による聴取によって点検す

る。        
 
A-8   To facilitate the reception of distress calls, all transmissions on 2182 kHz shall be kept to a     
    minimum. 
  （注）facilitate ・・・を容易にする 
 
 １． 遭難呼出しの受信を容易にするため、周波数 2182kHz によるすべての伝送は、最小限にとどめ 
   なければならない。        
 ２． 遭難呼出しの反復を容易にするため、すべての局は、周波数 2182kHz による伝送を最小限にと 
   どめなければならない。 
 ３． 遭難呼出しへの応答を容易にするため、周波数 2182kHz による呼出しの伝送は、すべて最大限 
   に行わなければならない。 
  
A-9   If the installation is capable of operating only on the frequency 2182 kHz, a suitable artificial 

antenna should be used. 
  (注)  capable of  ・・・できる 
 
 １． 周波数 2182kHz においても運用することができる設備のみが、適当な擬似アンテナを使用する 
   ものとする。 
 ２． 設備が周波数 2182kHz でのみ運用することができるときは、適当な擬似アンテナを使用するも

のとする。        
３． 適当な擬似アンテナを使用できるときは、設備は、周波数 2182kHz で運用するものとする。 
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３． 次の設問 B－１の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を､ 
  選択肢の１から７までの中からそれぞれ一つずつ選び、解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を 
  塗りつぶしなさい。 
 
(設問) 
B-1       A:  「窓を開けてもかまいませんか。」 

B: 「いいですよ。どうぞ。」 
 
A:  Do you (  ア  ) if (  イ  ) open (  ウ  )? 
B:  Not (  エ  ) (  オ  ). Please do. 
 
1.  all   2.  at   3.  be able  4.  I   5.  mind   6.  no problem   7.  the window                  

 
 
４． 次の設問 B－２の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を、 
  選択肢の１から７までの中からそれぞれ一つずつ選び､解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を塗

りつぶしなさい。ただし、選択肢の語句は､文頭にくるものも小文字で記してある。 
 
(設問) 
B-2       A:  「混信のために、貴方の通報をよく受信できません。」 

B: 「チャンネルを１２に変えてください。」 
 

A:   I can’t (  ア  ) your message well (  イ  ) of (  ウ  ).      
    B:    (  エ  ) the (  オ  ) 12, please. 

 
         1.  because    2.  change    3.  other channel    4.  channel to    5.  interference 
         6.  owing      7.  receive  
 
 
５． 次の設問 B－３の日本文に対応する英訳文の空欄（ア）から（オ）までに入る最も適切な語句を、 

選択肢の１から７までの中からそれぞれ一つずつ選び､解答は、選んだ選択肢の番号のマーク欄を塗

りつぶしなさい。 
 
(設問) 
B-3  周波数 156.8MHz は、無線電話による遭難通信及び呼出しのための国際周波数である。どの無 

線局も、この周波数では一分間を超えて送信してはならない。 
 
          The frequency 156.8 MHz is the (  ア  ) frequency for distress traffic and calling (  イ  ) 

radiotelephony.  No radio station may (  ウ ) on this frequency for (  エ ) (  オ ) one 
minute. 

              
         1.  by      2.  international      3.  more      4.  not send      5. than 
         6.  transmit      7. used internationally 
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