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免許更新/認知機能検査の概要と対策 

 

 始めに検査の概要を紹介します。 

 

問題１ 右図の質問に答えます。  

試験当日の年月日、曜日、時間ですから、ど忘れしない限り大丈夫

です。 

しかも、試験場の白板には当日の年月日、曜日が試験開始直前まで

表示してあります。部屋の時計は直前に目隠しします。試験開始か

ら５～8分でこの問題になります。 

採点許容誤差は±30分未満です。 

 

問題２ 16パターンのイラストを 4分で記憶し、3分で思いだして答える検査です。途中に忘れさせる

ための意地悪問題があります。イラストは先の神奈川県警察の案内の中にあります。（下図） 

 下図の 16枚は Aパターンです 

。

 
 

 下図の 16枚は Bパターンです。 
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下図の 16枚はＣパターンです。 

 

 下図の 16枚は Dパターンです。 

 

対策としては、もうすでに問題が分かっているわけですから、76 点以上取れるよう記憶して臨めば

よいわけです。 

 対策の要点は、イラストを忘れないように覚えること、思い出しやすく覚えることにつきます。 

 イラストは 16パターンですが、A、B、C、Dの 4種があり、どれが出されるかわからないので 4種と

も覚える必要があります。16X４＝64パターンのイラストを覚え、思い出せるようにすることになりま

す。 

 いろいろある記憶方法の中の、関連付け方法（イメージ結合方法）が知られていて、採用することに

しました。この方法で関連付けした内容が紹介されていました。下記 URLです。 

 Aパターン https://www.youtube.com/watch?v=x1j7pielNTs 

 Bパターン https://www.youtube.com/watch?v=Wuhy82tY5yo 

 Cパターン https://www.youtube.com/watch?v=Ug1zWZb9eEQ 

 Dパターン https://www.youtube.com/watch?v=qAPONNkV-dk 
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 ここに紹介された関連付けを基に記憶を始めましたが、欠点がみつかり自分なりに改善をしました。

其の改善奮闘内容を紹介します。結局この奮闘を行うことで記憶が進むことも分かりました。 

問題点１、 関連付け文章が長いと、思い出すのに時間がかかる。 

問題点２  関連付け文章の出だしが、A,B,C,Dで同じでないと、文章の思い出しに時間がかかる。 

問題点３  それでもテストすると、同じ場所で思い出し誤りが生じる。 

 

数日の奮闘で４パターンはほぼ記憶されることが分かりました。 

1週間前からの準備でも大丈夫だと思います。先の「年月日、曜日、時分」15点、と最後の「時計問題」

を 21点の満点として、合格 76点以上を得るには差の 38点をイラスト問題で獲得しなければなりませ

ん。 

イラスト問題はヒントありとヒント無し回答で獲得しなければなりませんが、ヒント無しで正答したも

のは、ヒント有で正答しても、得点になりません。 

したがって 

ヒント無し回答は 1 問正解約４点なので、10 問正解すれば合格です。講習 3 時間を甘受するなら 3 問

正解で医師の診断書は免れます。 

ヒント無し回答の正答が 0の場合、ヒントあり回答を 6問以上を正答しないと診断書です。 

こうしてみてくると、講習 2時間コースはかなり厳しく、3時間コースはやや甘いといえます。 

 

さて、イラストパターンの記憶方法です 

A,B,C,Dのパターンをそれぞれ、娘の間、息子の間、母の間、父の間とそれぞれの部屋や家族と関連付

けて記憶します。 

 

Aパターンは体の一部のイラストが耳です。 娘の間としています。 

前記の YouTubeでは次のような関連付け文を、公表しています。 

 

親の意見を聞く『耳』持たない娘は問題児です。 

ひとり『ベット』で『ラジオ』を聞いています。子どもの頃弾いていた『オルガン』もそのままです。 

壁には自分で作った『スカート』がかかっています。裁縫道具の『ものさし』で何をしようとしたのか。 

『フライパン』の上に『ぶどう』や『タケノコ』が置きっぱなしです。 

忘れっぽいのは干支が『ニワトリ』のせいでしょうか。 

変わった娘で『ライオン』のタテガミ風の髪形にしたり『ペンチ』の形をした爪切りで人を驚かしたり、 

お守りの武器は『大砲』にしたいと不思議な娘です。 

腕には『バラ』のタトゥーを入れ、耳には『テントウムシ』のイヤリングをして『オートバイ』を乗り回す

という飛んでる娘です。 

 

改善案 これでは思い出すのに時間がかかり、また思い出しやすくするため、出だしを同じにしてみ

ました。自分なりの文章を作るだけで、記憶が大きく進みます。試してください。 
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娘の間の改善案 

１） 体の一部  娘は聞く「耳」持たない。 

２） 部屋の  「ベット」で「ラジオ」を聞いている。 

３） 壁には  「スカート」が掛けてある。そばの「ものさし」は裁縫道具。 

４） 庭での   料理は「フライパン」に「ぶどう」と「竹の子」、どんな料理？ 

５） 子供の頃 「オルガン」を習っていた。 

６） 干支は  「ニワトリ」のためか、忘れっぽい。 

７） 趣味は   大鵬（「大砲」）のフアンで、「バラ」のタトウに、「テントウムシ」のイヤリング。 

８） 日曜には 「オートバイ」を乗り回し「ライオン」の髪形、「ペンチ」型爪切りで驚かす。 

 

Bパターンは体の一部が目です。 

息子の間としています。 

チャームポイントは『目』という息子の部屋には、勉強『机』がありその上に愛用の『万年筆』が置かれて

います。 

子どもの頃から熱中している『太鼓』もあります。 

『ステレオ』で音楽を聴きながら『戦車』などのプラモデルをよく作っています。 

日曜大工の父を手伝い『カナヅチ』をふるうこともあります。 

壁には登校時の『コート』がかかっています。 

性格の優しい息子は『ウサギ』年の生まれです。 

『レモン』を絞ったり『やかん』のお湯で『トマト』の皮むきなど、細かなことでも母親の手伝いを良くし

ます。 

子どもの頃は 『トンボ』釣りに夢中でした。 

『ペンギン』が好きで動物園によく行きます。 

いつか『飛行機』で南アフリカまで見に行きたいと言っています。 

そんな息子にも『百合』子さんという彼女がいます。 

  

息子の間の改善案 

１） 体の一部  やさしい「目」をした息子。 

２） 部屋の  「机」には「万年筆」。 

３） 壁には  「コート」が掛けてある。 

４） 庭には  「百合」が咲き、「トンボ」が飛んでいる。 

５） 子供の頃 「太鼓」を習った。今は「ステレオ」と「戦車」に夢中。 

６） 干支は  「うさぎ」、 

７） 趣味は   旅行で「ペンギン」を見に、「飛行機」で。 

８） 日曜には  父を「カナヅチ」で手伝い、休憩に「ヤカン」に「トマト」に「レモン」 

 

Cパターンは体の一部が親指です 

母親の間としています。 

家を守る母親はまさにこの家の『親指』的存在です。 
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母親と台所は切り離せません 小休止するときの『いす』が 

あり『電子レンジ』や『鍋』、キッチン『バサミ』は付き物です。 

鍋の取手が緩むことがあるので『ドライバー』もあります。 

子どもの頃やっていた楽器は『琴』、よく似あいます。 

壁にはお気に入りの『ドレス』がかかっており、お守りの『機関銃』は薬師丸ひろ子のファアンならではで

す。 

動物の連想は母乳つながりの『牛』ですね。北海道出身の母親の好物は、もちろん『メロン』と『トウモロ

コシ』です。 

庭にすーと伸びて凛とした『チュウリップ』は母親の生きざまそのものです。 

宅配や灯油など『トラック』の配送にも日々対応しています。 

ひぐらし台所のあぶらにまみれる『セミ』の如き家事ですが、母の愛は『クジャク』のように羽を広げて家

族を包むのです。 

 

母の間の改善案 

１） 体の一部  「親指」のような母。 

２） 台所には  「いす」があり、「電子レンジ」と「ナベ」と「はさみ」「ドライバー」。 

３） 壁には   「ドレス」が。 

４） 庭には   「チューリップ」が咲き、「クジャク」のよう。 

５） 子供の頃  「琴」を習っていた。お守りの「機関銃」、薬師丸ファンから。 

６） 干支は   「牛」で、北海道の「トウモロコシ」と「メロン」が好き。 

７） 趣味なのか  「蝉」のように、宅配「トラック」の荷を受けている。 

 

Dパターンは体の一部が足です。 父親の間としています。 

父親は家にいるときは半ズボン姿で素『足』をだし、『ソファー』に座ってテレビを見ていることが多く外

出用のズボンは壁にかけてあります。 

父の若い頃は『アコーディオン』が流行っていました 。 

今の趣味は日曜大工でよく『ノコギリ』を引いています。 

子どもの頃から書道をやっており 特に『筆』にはうるさいです。 

家系は武士の流れで 『刀』をお守りとしています。 

そのせいか『包丁』さばきも見事で、固い『カボチャ』や『パイナップル』も難なく切り母親を助けていま

す。 

父はこの家の太陽です。太陽といえば『ヒマワリ』が窓の外の庭に植えてあり、木の茂みもあって 

『カブトムシ』や 近頃少なくなった『スズメ』もやってきます。 

 

父の間の改善案 

１） 体の一部  家では素「足」の父の間 

２） 部屋には  「ソファ」があり「テレビ」をよく見ている。 

３） 壁には   「ズボン」が掛けてある。 

４） 庭には   「ヒマワリ」が咲き、「カブトムシ」や「スズメ」がやってくる。 
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５） 子供の頃  「アコーディオン」と書を習っていて「筆」にはうるさい。 

６） 干支は   「馬」。 

７） 趣味で   「ヘリコプター」の免許を取っている。 

８） 日曜には  「のこぎり」で日曜大工をしている。 

９） 家系は   武士の流れで「刀」をお守りにしている。 

 そのせいか「包丁」さばきも見事で、固い「カボチャ」や「パイナップル」も 

難なく切る。 

 

今ひとつの記憶方法として 

ヒントあり回答では、上表のヒントが提示されます。この 16 種のヒントと、それぞれのイラスとパター

ンを関連付けて記憶してしまえば、試験時に試験管の説明時、その一つとして思い出し再記憶が可能になり

ます。この方法については次の動画が参考になります。 

https://www.youtube.com/watch?v=3iiqLKRgkaY&t=139s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答は漢字、ひらがな、カタカナのいずれでも正解です。 

記入速度から比較すると、全てカタカナが良いようです。 

試しに 4分で覚えて 3分で書き出してみてください。漢字では時間がかかります。誤りも生じます。 

誤字、脱字は正解とみなすとありますが、程度は試験官によるでしょう。 

また、ヒントから思い出しにくいものがあるので注意が必要です。 

 

 

区分け案 ヒント A（娘の間） B（息子の間） C（母の間） D（父の間） 

台所の３個 

台所は３個 

台所用品 フライパン ヤカン 鍋 包丁 

野菜 たけのこ トマト トウモロコシ カボチャ 

果物 ぶどう レモン メロン パイナップル 

部屋の５個 

最も多い部

屋の５個 

電気製品 ラジオ ステレオ 電子レンジ テレビ 

衣類 スカート コート ドレス ズボン 

家具 ベット 机 椅子 ソファー 

文房具 ものさし 万年筆 ハサミ 筆 

楽器 オルガン タイコ 琴 アコーディオン 

外の４個 

次に多い外

４個 

鳥 にわとり ペンギン クジャク スズメ 

花 バラ 百合 チュウリップ ひまわり 

昆虫 てんとう虫 トンボ せみ カブトムシ 

動物 ライオン うさぎ 牛 馬 

道具の２個 大工道具 ペンチ カナヅチ ドライバー ノコギリ 

戦いの武器 大砲 戦車 機関銃 刀 

体と乗り物 乗り物 オートバイ 飛行機 トラック ヘリコプター 

体の一部 耳 目 親指 足 

https://www.youtube.com/watch?v=3iiqLKRgkaY&t=139s
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例 昆虫     トンボ 

  体の一部   指ではなく親指 

  鳥      ペンギン スズメ にわとり   ＊ペンギンは鳥です。 

  戦いの武器  刀 

  乗り物    ヘリコプター  

  野菜     竹の子 

 

思い出しやすくするために、10 番目に干支を配置すると書き漏れが、10 番より前のイラストか、後な

のかが分かり慌てなくてよいでしょう。 

何回か試行してみると、良く忘れるイラストが見えてきます。ここまで行けば 100点は近いでしょう。 

 

別紙に模擬テストの回答用紙を準備しました。始めの三分でヒント無しで試してみてください。 

誤りが生じた場合は、関係づけ文章を修正するなどします。各パターンを数回行うと、10 問は軽く記

憶されるでしょう。 

 

当日検査では、イラストパターンの回答前に下図のような数字列が提示され、指定数字に斜線を引くよ

うに指示されます。 

せっかく覚えたイラストパターンを忘れさせるためのも

ので点数には影響しないので、パターンを忘れないよう適

当に斜線を引いておきましょう。 
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回 答 用 紙    

ヒントあり回答ででは、ヒント無しの回答を見ることはできません。 

 

１、                     １、 戦いの武器 

 

２、                     ２、 楽器 

 

３、                     ３、 体の一部 

 

４、                     ４、 電気製品 

 

５、                     ５、 昆虫 

 

６、                     ６、 動物  

 

７、                     ７、 野菜 

 

８、                     ８、 台所用品 

 

９、                     ９、 文房具 

 

１０、                   １０、 乗り物  

 

１１                    １１、 果物 

                                       

１２、                   １２、 衣類 

 

１３、                   １３、 鳥 

 

１４、                   １４、 花 

 

１５、                   １５、 大工道具 

 

１６、                   １６、 家具 
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問題３ 時計問題 

最後は時計問題です。まず円と文字盤を作成し、指定した〇時〇分の短針と

長針を書き込むテストです。時間は、11 時 10 分、1 時 45 分、8 時 20 分、2

時 45分のいずれかです。 

点数に影響する注意点は次の通りです。 

１） 先ず 12、６、３、９を縦横正確に配置して記入し、そののち１，２，

４・・・と中間の文字を配置します。 

間違っても 12を０としないように。 

２） 中心に●を書くと良いでしょう。 

３） 短針と長針を、それぞれ区別できる長さに注意して、時と分を指し示すよう記入します。 

４） 短針は指定した時間を指し示すこと。短針は長針の進行とともに次の時間方向に進むが、テスト

では指定の時間を指し示していることが分かれば良い。 

 

 

最後に 

試験では、これまでの対策によりパターンを全て覚えているので先走りして、つい先のパターンを思い

出してしまい、その時点で記載が必要なイラスト名を記載忘れします。私のミスはこれでした。手掛か

り有の回答では思い出したので 2点の失点で終わりました。 

慌てず順番に的確に思い出しましょう。健闘を祈ります。 

            おわり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


