
▶「 車両の種類と略称 」
  の表に追加します。

しゃりょう しゅ るい りゃくしょう りゃく　   しょう

じゅんちゅうがた

じゅんちゅうか

じゅんちゅうがたじ  どう しゃ

じゅんちゅうがたじ  どう しゃじゅんちゅうがたじょうようじ  どう しゃ  い  がい

しゃ りょう しゅ るい

略　称 車両の種類

準中型

準中貨

準中型自動車

準中型乗用自動車以外の準中型自動車

P. 40
二種 P.40

▶「車などの分類」の中型自動車の下に
  「準中型自動車」を追加します。

くるま　　　　　　ぶん るい

じゅんちゅうがた   じ   どう  しゃ

P. 5
二種 P.4

二種 P.26

▶「（2）法定速度 」の表中、「普通乗用自動車」を「普通自動車」に、
  「普通貨物自動車」を「準中型自動車」に変更します。

ほう てい そく  どP. 83
二種 P.83

▶「道路でしてはいけないことなど」の「 ⑩ 」のあとに
 「 ⑪ 運転者を急がせたり、運転の邪魔になる行為をすること。」を追加します。

どう   ろ

うん てん  しゃ うん てん こう    いじゃ   まいそ

P. 18

学科教本　統合版　訂正表
（平成 29・3・12 改訂版 対応）

※「二種学科教本 統合版」にも対応しています。

き   せい  ひょうしき

とく てい

か  もつ  じ  どう しゃ とう つう こう ど

さいだいせきさいりょういじょう
▶「 ■5 」のイラストを
  変更します。

▶「 ① 規制標識 」の

 「 6. 特定の最大積載量以上の

     貨物自動車等通行止め 」の

    イラストを変更します。

P. 31
二種 P.31

P. 26

積 3ｔ

▶「 ⑤ 補助標識 」の「 3. 車の種類 」の

  右下のイラストと解説を変更します。

ほ じょ ひょうしき くるま しゅるい
さい だい せき さいりょう

か  もつ  じ  どう しゃ おおがた とく しゅ じ  どう しゃ

い じょう
P. 39
二種 P.39

積 3ｔ
最大積載量が3トン以上の
貨物自動車と大型特殊自動車

▶「 ■10 （二種は ■4 ）」の本文の最後に、以下を追加します。
おう だん  ほ  どう おう だん ちゅう いじ  てん しゃ おう だん たい ば　しょ ほ   こう しゃ

横断歩道（自転車横断帯）のない場所でも、歩行者が横断することがありますので、注意
しましょう。

P. 94
二種 P.95

▶「 ■2 」の本文の最後に、以下を追加します。P. 85
二種 P.85

おお がた  じ   どう しゃ

み お かたち しゃ かん きょ  り しゃ かん きょ  り みじか

ちゅう い

じっ さい なが かん

ちゅう がた  じ   どう しゃ ふ　つう  じ   どう  しゃ くら うん てん せき い　ち たかじゅんちゅうがた  じ   どう  しゃ

準中型自動車
じゅんちゅうがた   じ   どう  しゃ

とくに大型自動車や中型自動車、準中型自動車は、普通自動車に比べて運転席の位置が高
く見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやす
いので注意しましょう。

ふ  つう  か  もつ  じ  どう しゃ

ふ  つう じょうよう  じ  どう しゃ ふ  つう   じ  どう しゃ

じゅんちゅうがたじ  どう しゃ



③　聴覚障がい＊2のあることを理由に免許に条件を付されている人が準中型自動車また
は普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置＊1に聴覚障がい者
標識（聴覚障がい者マーク）をつけなければなりません。＊3

▶「 ■1  」の「 ③ 」を以下のように変更します。

▶ 欄外の「 ＊2 」を「 ＊3 」とし、内容を以下のようにします。

▶ 欄外の「　　　　　　　　」の内容を以下のように変更します。ちょっと注目
ちゅうもく

▶ 欄外の「 ＊1 」の下に以下のように追加します。

①　準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するとき
や、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転するときは、
その車の前と後ろの定められた位置＊1に初心運転者標識（初心者マーク）をつけなけれ
ばなりません。

また、高齢の歩行者の場合は、車の直前または直後を横断しているときに事故が多く起こっ
ていますので、注意しましょう。

＊2

両耳の聴力が補聴器を用いても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の障がい
をいいます。

▶「 ■2 」の内容を以下のように変更し、欄外の「 ＊3 」を「 ＊4 」に変更します。

▶「 ■1  」の本文の最後に、以下を追加します。P. 96
二種 P.96

▶「 ■1  」の「 ① 」を以下のように変更します。P. 97
二種 P.97

初心者マークの表示が免除される場合
①普通免許を通算して２年以上受けていた人が準中型免許を受けた場合

②大型、中型、準中型、普通免許を通算して１年以上受けていた人が免許を失効し、６ヵ月以内に再取得

した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    など

その場合は、運転するときに幅の広いルームミラーなどを使用しなければなりません。

また、その標識をつけている運転者は警音器の音が聞こえないことがあるので、安全に通行できるよう

に、周囲の運転者は配慮しましょう。

自動車の運転者は、危険をさけるためやむを得ない場合のほかは、つぎの車の側方に
幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んではいけません。

①  初心運転者標識をつけた普通自動車
②  高齢運転者標識をつけた普通自動車
③  聴覚障がい者標識をつけた準中型自動車または普通自動車
④  身体障がい者標識をつけた普通自動車
⑤  仮免許練習標識＊4をつけた自動車

じゅんちゅうがた めん きょ う ねん けい    か しょ しん うん  てん  しゃ じゅんちゅうがた   じ   どう  しゃ うん てん

くるま まえ うし さだ い    ち しょ しん  うん  てん しゃ ひょう しき  しょ しん   しゃ 

ふ   つう めん きょ う ふ   つう  じ   どう  しゃ うん てんねん けい    か しょ しん  うん  てん  しゃ

こう れい ほ  こう しゃ ば  あい くるま ちょく ぜん ちょく  ご おう だん じ　 こ おお お

ちゅう い

ちょう かく しょう り  ゆう めん きょ じょう けん ふ ひと じゅんちゅうがた じ   どう しゃ

ふ   つう  じ   どう  しゃ うん  てん くるま まえ うし さだ い　ち ちょう かく しょう しゃ  

ひょうしき ちょう かく しょう しゃ 

りょうみみ ちょうりょく ほ ちょう き もち きょ   り けい おん   き おと き てい  ど しょう

しょ  しん  しゃ

ふ   つう めん きょ

おおがた

ば  あい

ちゅうがた じゅんちゅうがた ふ   つう めん きょ つう さん ねん  い じょう う ひと めん きょ しっ こう げつ   い  ない さい しゅ とく

つう さん ねん  い じょう う ひと う ば  あいじゅんちゅうがためんきょ

ひょう じ めん  じょ ば　あい

ば  あい

ひょうしき

しゅう い うん てん しゃ はい りょ

うん てん しゃ けい おん き おと き あんぜん つう こう

うん てん はば ひろ し  よう

じ   どう しゃ

しょ しん  うん  てん しゃ ひょう しき ふ   つう  じ   どう  しゃ

ふ   つう  じ   どう  しゃこう れい  うん  てん しゃ ひょう しき

はば   よ ぜん  ぽう　 む　  り わ こ

うん  てん  しゃ き  けん え ば  あい くるま そく ほう

しん たいしょう

かり めん きょ  れん しゅうひょう しき

しゃ ひょう しき ふ   つう  じ   どう  しゃ

ちょうかくしょう しゃ ひょう しき じゅんちゅうがた じ   どう  しゃ ふ   つう  じ   どう  しゃ

じ   どう  しゃ



▶「（2）第一種運転免許の種類」の本文1行目の「９種類」を「10種類」に変更し、
  表を以下のように変更します。

だい いっ しゅ うん てん めん きょ しゅ るい しゅ るい しゅ るい

仮  運  転  免  許
かり　うん　てん 　めん　きょ

れんしゅう

ふ   つう  じ   どう しゃ うん てん ば  あい ひつ よう めん きょ

し  けん おおがた じ  どう しゃ ちゅうがた じ  どう しゃ じゅんちゅうがた じ  どう しゃ

練習や試験などのために大型自動車や中型自動車や準中型自動車、
普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。

▶「（1）運転免許の区分」の表中、「仮運転免許」の内容を以下のように変更します。
うん てん めん きょ かり うん てん めん きょく  ぶんP. 125

▶「自動車などの種類」の「中型自動車」と「普通自動車」の間に「準中型自動車」を追加し、
 内容を以下のようにします。

じ  どう  しゃ しゅ るい ちゅうがた   じ    どう  しゃ ふ    つう   じ    どう  しゃ じゅんちゅうがた   じ    どう  しゃP. 126

車の種類

第一種
免許の種類
〈受けられる年齢〉

※１ AT限定の免許では、AT車（オートマチック車）に限ります。　※2  AT限定の免許では、総排気量650cc以下のAT車（オート
マチック車）に限ります。　※3  小型二輪限定の免許では、総排気量125cc以下または定格出力1.00kw以下のものに限ります。
※4  小型トレーラー限定けん引免許では、車両総重量が2,000kg未満のキャンピングトレーラーなどに限ります。

※1

※2 ※1

※1
※3

くるま おお　　　がた

じ　どう　しゃ
だいいっしゅ

めんきょ

う

大 型 免 許
〈21歳以上〉

おお　がた　 めん　 きょ

さい い じょう

さい い じょう

さい い じょう

さい い じょう

さい い じょう

さい い じょう

さい い じょう

中 型 免 許
〈20歳以上〉

ちゅう　がた　 めん　 きょ

普 通 免 許
〈18歳以上〉

ふ     つう　 めん　 きょ

大型二輪免許
〈18歳以上〉

おおがた に りん めん きょ

普通二輪免許
〈16歳以上〉

ふ  つう に りん めん きょ

さい い じょう
小型特殊免許
〈16歳以上〉

こ  がた とく しゅ めん きょ

さい い じょう
原 付 免 許
〈16歳以上〉

げん　つき　めん　きょ

さい い じょう

げんてい

しゃ

こ  がた げんてい いんめんきょ しゃりょうそうじゅうりょう み まん かぎ

かぎ こ  がた に  りん げんてい めんきょ そう はい  き りょう

めん きょ しゃ しゃ かぎ げんてい めん きょ そう はい  き りょう い　か

い　か ていかくしゅつりょく い　か かぎ

しゃ

けん引免許
〈18歳以上〉

いん めん きょ おおがた

じゅう ひ いん しゃ いん ば あい ひつ よう めん きょ

ちゅうがた じゅんちゅうがた ふ　つう おおがた とく しゅ　じ どう しゃ いん  じ どう しゃ しゃ りょう そうじゅうりょう くるま

大型特殊免許
〈18歳以上〉

おおがた とく しゅ めん きょ

準中型免許
〈18歳以上〉

じゅんちゅうがた めん　きょ

ねんれい

しゅるい

しゅ るい

大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車
（重被けん引車）をけん引する場合に必要な免許です。※4

大　型
自動車

ちゅう　　　がた

じ　どう　しゃ
中　型
自動車

じゅんちゅう がた

じ　どう　しゃ
準中型
自動車

ふ　　　  つう

じ　どう　しゃ
普 通
自動車

おおがた とく  しゅ

じ　どう　しゃ
大型特殊
自動車

おおがた じ  どう

に　りん　しゃ
大型自動
二輪車

ふ  つう じ  どう

に　りん　しゃ
普通自動
二輪車

こ  がた とく  しゅ

じ　どう　しゃ
小型特殊
自動車

げんどう   き  つき

じ　てん　しゃ
原動機付
自転車



ちゅうがた じ  どう しゃ ちゅうがた じ  どう しゃ ふ　つうじゅんちゅうがた じ  どう しゃふ     つう じ  どう しゃ

じ  どう しゃ

▶「 ■5 」の本文1、2行目「中型自動車、普通自動車、」を「中型自動車、準中型自動車、普通
  自動車、」に変更します。

ちゅうがた  じ  どう しゃ じゅんちゅうがた じ  どう しゃ ば あい さい   い  じょう めん きょ  しゅ  とく ねん  い じょう

▶「（2）運転資格」の「 ① 」を以下のように変更します。

①　中型自動車、準中型自動車の場合 …… 21歳以上で免許取得3年以上

うん てん  し  かく

さい   い  じょう

てき  せい  けん  さ う

ひと にん   ち     き    のう けん  さ う けっ　か もと こう  れい  しゃ  こう しゅう りん　じ

▶「 ■4 」の本文3行目の「また、」の後を以下のように変更します。
また、75歳以上となる人は認知機能検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習や臨時
適性検査などを受けなければなりません。

P. 130

じゅ けん  し  かく おおがためんきょ ちゅうがためんきょ

▶「（1）受験資格」の「 ① 大型免許 」と「 ② 中型免許 」をそれぞれ以下のように変更します。
P. 127

① 大型免許
中型免許か準中型免許、普通免許、大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以
上必要です。

② 中型免許
準中型免許か普通免許、大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上必要です。

おお がためんきょ

ちゅうがた めん きょ

ちゅうがた めん きょ

じょう ひつ よう

じゅんちゅうがた めん きょ

じゅんちゅうがためん きょ ふ  つう めん きょ おおがた とく しゅ  めん  きょ う き　かん つう さん ねん い  じょう ひつ よう

ふ    つう  めん  きょ おお  がた  とく  しゅ  めん  きょ う　 き　かん つう さん ねん  い

じ  どう しゃ ふ     つう じ  どう しゃ

ちゅうがた じ  どう しゃ ちゅうがた じ  どう しゃ じゅんちゅうがたふ     つう じ  どう しゃ

ふ     つう だいいっしゅ めんきょ ふ     つう だいいっしゅじゅんちゅうがた めんきょ

かりめんきょ れんしゅう

▶「（3）仮免許による練習」の1行目の「中型自動車、普通自動車」を「中型自動車、準中型
  自動車、普通自動車」に変更します。

▶ 欄外の「 ＊1 」の「 ① 」の1行目の「普通第一種免許を」を「準中型免許または普通第一種
  免許を」に変更します。

ちゅうがた じ  どう しゃ じゅんちゅうがた じ  どう しゃ ふ     つう じ  どう しゃ

ちゅうがた じ  どう しゃ ふ     つう じ  どう しゃかりめんきょ ひつ よう

▶「（1）仮免許が必要なとき」の「 ① 」と「 ② 」の文中にある「中型自動車、普通自動車」を
 「中型自動車、準中型自動車、普通自動車」にそれぞれ変更します。

P. 128

めんきょ

 75歳以上の人が、認知機能が低下したときに行われやすい一定の違反行為をした場合に
は、臨時認知機能検査を受けなければなりません。その結果、認知機能の低下が運転に影響
するおそれがあると判定された場合は、臨時高齢者講習を受けます。認知症のおそれがある
と判定された場合は、臨時適性検査を受けるか、医師の診断書を提出しなければなりません。

臨時認知機能検査と臨時高齢者講習
りん  じ   にん   ち    き   のう けん  さ りん   じ   こう  れい しゃ こう しゅう

5

▶「 ■5 」を以下のように変更します。P. 131

しん だん しょい　し ていしゅつ

はん てい ば あい りん じ  こう れい しゃ こうしゅう う

りん  じ  にん  ち    き  のう けん  さ う けっ  か にん  ち　き  のう

にん  ち しょう

てい  か うん てん えいきょう

さい  い  じょう ひと にん  ち   き  のう てい  か おこな いってい い  はん こう  い ば あい

はん てい ば あい うりん  じ  てき せい けん さ

▶「 　　　　　　　」の「 1. 」の「 中型自動車、大型特殊自動車、」を「 中型自動車、
  準中型自動車、大型特殊自動車、」に変更します。

ちゅうがた じ  どう しゃ

じゅんちゅうがた じ  どう しゃ おお がた とく しゅ  じ  どう しゃ

ちゅうがた じ  どう しゃおお がた とく しゅ  じ  どう しゃ

理解度CHECK
り    かい   ど



▶ 同表下、注釈2行目を以下のように変更します。
おおがた

じゅうひ いんしゃ ふく

おおがた じ どうしゃ ちゅうがた じ どうしゃ じゅんちゅうがた じどうしゃ おお がた とく しゅ  じ  どう  しゃ ほう   ち ちゅうしゃ  い   はん

※「大型」とは、大型自動車と中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車をいいます。（放置駐車違反

には、重被けん引車も含まれます。）

ふ  つうめんきょ おおがた  に りん めん きょ ふ  つうめんきょじゅんちゅうがた  めん きょ おおがた  に りん

▶「 ■1  」の本文1行目「普通免許や大型二輪免許、」を「準中型免許や普通免許、大型二輪
  免許、」に変更します。

めん きょ

P. 135

▶「● 初心運転者期間から本期間までのながれ 」の表中、一番上の段を以下のように変更します。
しょ しん  うん  てん  しゃ   き   かん ほん   き   かん

準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、または原付免許取得
じゅんちゅうがた めん  きょ ふ    つう めん  きょ おお がた   に    りん  めん きょ ふ    つう   に    りん  めん きょ げん つき めん  きょ  しゅ  とく

P. 136

▶ 教習項目名「オートマチック車の運転 」を「オートマチック車などの運転 」に変更します。
しゃ

せん　　しん　　あん　　ぜん　　じ　　 どう　　しゃ

せん しんあんぜん  じ  どう しゃ せん しん ぎ じゅつ り　よう うん てん しゃ あんぜん うんてん

あんぜん うんてんもせき にんうん てん しゃじ  どう しゃとう さい

ぜんてい

か  しん うん てん

うん てん  し  えん  ぎ  じゅつ げん かい ちゅう い　てん ただ り  かい ぎじゅつ

おこな

し　えん

うん　  てん

うん てん しゃ うん てんP. 141

▶「● 主な交通違反の点数と反則金の額 」
  の表中、「初心運転者標識表示義務違反」
  と「聴覚障害者標識表示義務違反」の
 「反則金の額」の「大型」の欄に、それぞれ
 「６」を追加します。

おも

しょ しんうんてんしゃひょうしきひょう じ   ぎ    む    い  はん

ちょうかくしょうがいしゃひょうしきひょう じ   ぎ    む    い  はん

はん そく きん がく おおがた

こう  つう  い  はん てん すう はん そく きん がくP. 139

P. 144
▶ 下部に以下のように追加します。

　先進安全自動車（ＡＳＶ）は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステ
ムが搭載された自動車ですが、このシステムは、運転者が責任を持って安全運転を行うこ
とを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を
過信せずに運転しましょう。

先進安全自動車（ＡＳＶ）の運転



つね ぜんしょうとう ぜんしょうとう

▶「 ■2 」の「 ○イ  」の1行目の「常に前照灯を」を「前照灯を」に変更します。

こうつうこうがい ち きゅうおんだん か ぼう し とう こうつうこうがい ち きゅうおんだん か ぼう し とうぼう し

▶「6 交通公害、地球温暖化の防止等」を「6 交通公害の防止、地球温暖化の防止等」に変更します。P. 203

うんてん てき せいけん さ  けっ か うんてん かつようとう てき せいけん さ  けっ か うんてん かつようとう

▶「3 運転適性検査結果の運転への活用等」を「3 適性検査結果の運転への活用等」に変更します。P. 166

▶ 教習項目名「悪条件下での運転等 」を「悪条件下での運転 」に変更します。
あくじょうけん か うん てん とう あくじょうけん か うん てんP. 205

見通しの悪い交差点やカーブの手前では、前照灯を上向きにするか点滅させて、他の車や

歩行者に交差点への接近を知らせましょう。＊1

み  とお

ほ  こう しゃ こう  さ  てん せっ きん し

わる こう  さ  てん て　まえ ぜん しょう とう うわ  む　 てん めつ た   　くるま

▶「 ■3 」の本文を以下のように変更します。P. 213

くるま うん てんちゅう けい かい せん げん はっ と

と

うん てん せき しゃ ない わ ば  しょ お

▶「（1）車を運転中に警戒宣言が発せられたとき 」の本文6行目、「エンジンを止めます。
  エンジンキーはつけたままにし、」を「エンジンを止め、エンジンキーはつけたままと
  するか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておきます。」に変更します。

P. 226

ぜん しょう とう こう つう りょう おお し   がい  ち つう こう のぞ うわ　む ほ　こう　しゃ

▶「 ■2 」の「 ○ア  」を以下のように変更します。

○ア　前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者
などを少しでも早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときや、他の車の
直後を通行しているときは、前照灯を減光するか下向きに切り替えなければなりません。

P. 212

ちょく  ご つう こう ぜんしょうとう げん こう した  む き か

すこ はや はっ けん たい こう しゃ い ちが た くるま

じょうしゃ てい いん

ちゅうがた じ どう しゃ おおがた じ どう しゃ おおがた とく しゅ  じ どう しゃ ふ  つう じ どう しゃ じゅんちゅうがた

ちゅうがた じ どう しゃじ どう しゃ おおがた じ どう しゃ おおがた とく しゅ  じ どう しゃ

せき さい せい げん くるま しゅ るい ふ  つう じ どう しゃ

▶「● 乗車定員と積載の制限 」の表中、「 車の種類 」の「 普通自動車
   中型自動車  大型自動車  大型特殊自動車 」を「 普通自動車  準中型
  自動車  中型自動車  大型自動車  大型特殊自動車 」に変更します。

二種 P.137

P. 285

うん てん せき しゃ ない わ ば  しょ お
▶ 本文 7行目「エンジンキーはつけたままにし、」を「エンジンキーはつけたままとするか
  運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておきます。」に変更します。

P. 228

じ  どう しゃせん よう じ  どう しゃよう

▶「 ■3 」の「 ③ 」の1行目の「自動車専用の 」を「自動車用の 」に変更します。P. 273
二種 P.125

と けい たい

よん りん しゃ ば あい

▶「（1）四輪車の場合 」の「 ① 」を以下のように変更します。

①　エンジンを止め、エンジンキーを携帯します。

P. 280
二種 P.132



こう そく じ  どう しゃ こく どう

ふ  つう じ  どう しゃ じゅんちゅうがた じ  どう しゃ

ほん せん しゃ どう さい こう そく ど さい てい そく ど じ  どう しゃ しゅ るい

▶「● 高速自動車国道の本線車道における最高速度と最低速度 」の表中、「 自動車の種類 」の
 「 ● 普通自動車＊2」の上に「 ● 準中型自動車 」と追加します。

二種 P.181

P. 317

や  かん うん てん ぜんしょう とう うわ  む

ぜんしょう とう うわ  む

き か

▶「（3）夜間の運転」の本文10行目の「前照灯を上向きに切り替え、」を
 「前照灯を上向きにして、」に変更します。

二種 P.195

P. 333

▶「　　　　　　　　　   」を以下のように変更します。ピックアップ
P. 298

だい

おおがた じ どう しゃ ちゅうがた じ どう  しゃ じゅんちゅう がた じ どう  しゃ ふ  つう じ どう  しゃ おおがた  とく  しゅ  じ どう しゃ いん ば  あい

だい すう せい げん

▶「① 台数の制限 」の1、2行目（二種は1行目）を以下のように変更します。二種 P.140

P. 291

● 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車でけん引する場合 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台



▶「（3）自動車などの種類」の「 ● 中型自動車」と「 ● 普通自動車」の間に
 「 ●  準中型自動車」を追加し、内容を以下のようにします。

二種 P.90

二種 P.158

▶「 ■2 」の表中、「中型自動車」を「中型自動車・準中型自動車」に変更し、「けん引第二種免許」
  の説明文中の「中型、普通、」を「中型、準中型、普通、」に変更します。

▶「 ■3 」の本文4行目の、「中型自動車、普通自動車」を「中型自動車、準中型自動車、普通自動車」
  に変更します。

二種 P.13

●  中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、
つぎのいずれかに該当する自動車。
   ・車両総重量 7,500 kg 以上 11,000 kg 未満のもの
   ・最大積載量 4,500 kg 以上 6,500 kg 未満のもの
   ・乗車定員 11人以上 29人以下のもの
● 準中型自動車
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以
外の自動車で、つぎのいずれかに該当する自動車。
   ・車両総重量 3,500 kg 以上 7,500 kg 未満のもの
   ・最大積載量 2,000 kg 以上 4,500 kg 未満のもの
● 普通自動車
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型
特殊自動車以外の自動車で、つぎのすべてに該当する自動車。
   ・車両総重量 3,500 kg 未満のもの
   ・最大積載量 2,000 kg 未満のもの
   ・乗車定員 10人以下のもの

▶「　　　　　　　　　   」の表中の「旅客自動車」に
 「 （準中型乗用自動車）」を追加します。

ピックアップ 旅客自動車
（普通乗用自動車）
（準中型乗用自動車）
（中型乗用自動車）
（大型乗用自動車）

▶「45.」の4行目の「① 中型自動車の場合」を「① 中型自動車、準中型自動車の場合」に変更
  します。

ちゅうがた   じ  どう しゃ

ちゅうがた   じ  どう しゃ ば  あい ちゅうがた   じ  どう しゃ じゅんちゅうがた   じ  どう しゃ ば  あい

ふ　つう   じ  どう しゃ ちゅうがた   じ  どう しゃ じゅんちゅうがた   じ  どう しゃ ふ　つう   じ  どう しゃ

ちゅうがた かり めん きょ

ふ　つう かり めん きょ しゅ るい

ふ　つう かり めん きょ ちゅうがた かり めん きょ じゅんちゅうがた かり めん きょしゅ るい
▶「44.」の1、2行目の「中型自動車、普通自動車」を「中型自動車、準中型自動車、普通自動車」
  に変更し、4、5行目の「中型仮免許、普通仮免許の3種類」を「中型仮免許、準中型仮免許、
  普通仮免許の4種類」に変更します。

ちゅうがた めん きょ ふ  つう めん きょ

ふ  つう めん きょ

しゅ るい しゅ るい

ちゅうがた めん きょ じゅんちゅうがた めん きょ

▶「42.」の4行目、「43.」の8行目と15行目の「中型免許、普通免許、」を「中型免許、準中型免許、
  普通免許、」に変更します。

▶「42.」の6行目の「9種類」を「10種類」に変更します。

二種 P.8

以下の内容は「二種学科教本 統合版」のみに該当する訂正です。
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