
学科学習機「ムサシ V4」 修正内容のお知らせ 

 

2017 年 3 月 12日施行「改正道路交通法」に伴い、学科学習機「ムサシ V4」の修正内容について、以下の通り

お知らせ致します。今回は、主に「準中型自動車」に関する修正内容になりますが、その他にも多数修正箇所がござ

います。下記にて内容のご確認をお願い致します。 

 

◆学科問題文  修正対象 43問  （内、外国語問題 16問） 

修正対象の問題番号 

☆N00788 ■N00789 ■N01010 ■N01012 ■N01013 ■N01014 

☆N01023 ☆N01024 ■N01025 ☆N01344 ☆N01345 ■N01346 

☆N01349 ■N01351 ■N01352 ☆N01353 ■N01356 ■N01359 

■N01360 ■N01363 ■N01364 ■N01365 ☆N01366 ■N01368 

☆N01369 ☆N01375 ■N01380 ■N01381 ■N01384 ☆N01385 

■N01403 ☆N01748 ☆N01838 ☆N01946 ☆N01947 ■N02013 

■N02064 ☆N02065 ■N02066 ■N02069 ■N02080 ■N02201 

■N02223 

※頭に「☆」が付いている問題は、外国語問題があります。 

※問題文の修正内容の詳細は、当社ホームページの「News」欄からご確認いただけます。（PDF データ掲載） 

ノイマンホームページアドレス：http://www.neumann.jp/ 

 

◆「デジタル教科書」 修正対象２１箇所 

第一段階 教習項目１ 運転者の心得 

① ４．運転に必要な準備 ＞５．運転免許証などの確認 ＞運転免許証などを確かめましょう！ 

準中型自動車に関する表記を追加 

第一段階 教習項目 7 安全な速度と車間距離 

② １．最高速度 ＞２．規制速度と法定速度 ＞３．法定速度 

準中型自動車に関する表記を追加 

第一段階 教習項目８ 歩行者の保護など 

③ ４．初心運転者、高齢・・・ ＞１．初心運転者標識など・・・ ＞１．初心運転者は初心者マーク・・・ 

準中型自動車免許に関する表記を追加 

http://www.neumann.jp/


④ ４．初心運転者、高齢運転者・・・ ＞１．初心運転者標識など・・・ ＞２．高齢者・身体・聴覚障がい・・・ 

準中型自動車に関する表記を追加 

第一段階 教習項目１３ 運転免許制度・交通反則通告制度 

⑤ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞１．運転免許区分 

準中型自動車に関する表記を追加 

⑥ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞２．第一種運転免許の種類 

準中型自動車に関する表記を追加 

⑦ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞４．普通自動車 

車両総重量、最大積載量の数値を修正 

⑧ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞１０．中型自動車 

車両総重量、最大積載量の数値を修正 

⑨ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞１１．準中型自動車 

新規追加 

⑩ １．運転免許のしくみ ＞５．けん引免許 ＞１．けん引免許 

準中型自動車に関する表記を追加 

⑪ １．運転免許のしくみ ＞６．仮免許による運転 ＞１．仮免許による運転 

準中型自動車に関する表記を追加 

⑫ ２．運転免許証の更新など ＞４．高齢者講習 ＞１．高齢者講習 

臨時認知機能検査に関する内容を追加 

⑬ ３．点数制度の概要 ＞２．違反行為などと点数 ＞２．基礎点数とは？ 

準中型自動車に関する表記を追加 

⑭ ５．初心運転者期間制度 ＞１．初心運転者期間 ＞１．初心運転者期間 

準中型自動車免許に関する表記を追加 

第二段階 教習項目８ 悪条件下での運転等 

⑮ ３．点灯制限等 ＞２．行き違い時などでの前照灯・・・ ＞１．こんな場合はライトの照らす範囲を・・・ 

前照灯の使用方法に関する内容を修正 

⑯ ８．大地震などのとき ＞１．地震災害に関する警戒宣言が・・・ ＞１．地震災害に関する警戒宣言が・・・ 

エンジンキーの取扱いに関する記載を修正 

第二段階 教習項目１０ 自動車保守管理 

⑰ ４．日常点検の方法 ＞１．日常点検の必要性と点検義務 ＞１．日常点検 

準中型貨物自動車の表記追加 

第二段階 教習項目１１ 駐車と停車 

⑱ ２．駐車、停車の禁止と例外 ＞３．駐車禁止の場所 ＞１．駐車禁止の場所 

「自動車専用」の表記を「自動車用」に修正 

 

 



 

⑲ ５．車から離れるときの措置 ＞２．盗難防止のための措置 ＞１．盗難防止のために 

エンジンキーの取扱いに関する記載を修正 

第二段階 教習項目１２ 乗車と積載 

⑳ ３．乗車または積載の制限 ＞１．乗車定員と積載の制限 ＞１．乗車定員と積載の制限 

準中型自動車に関する表記を追加 

第二段階 教習項目１７ 高速道路での運転 

㉑ ２．速度と車間距離 ＞１．最高速度または最低速度の遵守 ＞２．法定速度 

準中型自動車に関する表記を追加 

 

◆「虎の巻」  修正対象１４箇所 

第一段階 教習項目 7 安全な速度と車間距離 

① １．最高速度 ＞２．規制速度と法定速度 

準中型自動車に関する表記を追加 

第一段階 教習項目８ 歩行者の保護など 

② ４．初心運転者、高齢・・・ ＞１．初心運転者標識などの表示義務 

準中型自動車、免許に関する表記を追加 

第一段階 教習項目１３ 運転免許制度・交通反則通告制度 

③ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞普通自動車 

車両総重量、最大積載量の数値を修正 

④ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞中型自動車 

車両総重量、最大積載量の数値を修正 

⑤ １．運転免許のしくみ ＞３．免許の種類と運転できる自動車など ＞準中型自動車 

新規追加 

⑥ １．運転免許のしくみ ＞４．必要な運転免許など  

準中型自動車免許に関する表記を追加 

第二段階 教習項目８ 悪条件下での運転等 

⑦ ３．点灯制限等 ＞２．行き違い時などでの前照灯の操作やげん惑の回避措置 

前照灯の使用方法に関する内容を修正 

⑧ ３．点灯制限等 ＞３．見通しの悪い交差点などでの前照灯の操作 

前照灯の使用方法に関する内容を修正 

⑨ ８．大地震などのとき ＞１．大地震が発生したとき 

エンジンキーの取扱いに関する記載を修正 

第二段階 教習項目１０ 自動車保守管理 

⑩ ４．日常点検の方法 ＞１．日常点検の必要性と点検義務 

準中型貨物自動車の表記追加 



第二段階 教習項目１１ 駐車と停車 

⑪ ２．駐車、停車の禁止と例外 ＞３．駐車禁止の場所 

「自動車専用」の表記を「自動車用」に修正 

⑫ ５．車から離れるときの措置 ＞２．盗難防止のための措置 

エンジンキーの取扱いに関する記載を修正 

第二段階 教習項目１２ 乗車と積載 

⑬ ３．乗車または積載の制限 ＞１．乗車定員と積載の制限 

準中型自動車に関する表記を追加 

第二段階 教習項目１７ 高速道路での運転 

⑭ ２．速度と車間距離 ＞１．最高速度または最低速度の遵守 

準中型自動車に関する表記を追加 

 

◆用語集  修正対象７箇所 

修正対象の用語 

・普通自動車  ・中型自動車  ・準中型自動車（新規追加） 

・仮運転免許  ・仮運転免許標識  ・初心運転者標識  

・聴覚障がい者標識   

 

 

ご不明な点・ご質問等がございましたら、下記宛までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 ： 株式会社ノイマン 東京本社  

ＴＥＬ：０３－６７２２－５０６１ 


