Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
市民の質問と回答（65/20免除）
1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government
1. 修正第1条にある権利または自由のうち1つは何ですか?
▪ 言論
▪ 信教
▪ 集会
▪ 出版
▪ 政府への請願
2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy
2. 米国の経済体制とはどのようなものですか?
▪ 資本主義経済
▪ 市場経済
3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial
3. 政府の部門または構成員を1つ挙げてください。
▪ 連邦議会
▪ 立法府
▪ 大統領
▪ 行政部
▪ 判事
▪ 司法
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4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
4. 米国議会をなす2つの部分は何ですか？
▪ 上院と下院
5. Who is one of your state’s U.S. Senators now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.
5. 現在あなたの州の上院議員の一人は誰ですか?
▪ 回答は人により異なる。[コロンビア特別区の住民、または米国準州の住民は
「コロンビア特別区（またはその志願者の住む準州）には上院議員がいない」と回答すべきです。] あ
なたの州上院議員を見つけるためにsenate.govにアクセスしてください。
6. In what month do we vote for President?
▪ November
6. 大統領選挙は何月にありますか?
▪ 11月
7. What is the name of the President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.
7. 現在のアメリカ合衆国大統領の名前は何ですか?
▪ アメリカ合衆国大統領の名前はuscis.gov/citizenship/testupdatesを参照。
8. What is the capital of your state?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]
8. あなたが住んでいる州の州都はどこですか？
▪ 回答は人により異なる。[コロンビア特別区の住民は、ワシントン D.C.は州ではなく
州都もないと答える必要があります。アメリカの準州、自治連邦区などの住民は、その主都の名前を
答えなさい。]
9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican
9. 米国の主要な二大政党は何ですか？

USAHello.org

▪ 民主党と共和党
10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election
10. 米国市民のみに課せられる責任の1つは何ですか？
▪ 陪審員を務める
▪ 連邦選挙に投票する
11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older
11. 大統領選挙に投票するための年齢は?
▪ 18歳以上
12. When is the last day you can send in federal income tax forms?
▪ April 15
12. 連邦所得税の報告を送る最終日はいつですか？
▪ 4月15日
13. Who was the first President?
▪ (George) Washington
13. 初代大統領は誰でしたか？
▪ ジョージ・ワシントン
14. What was one important thing that Abraham Lincoln did?
▪ Freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ Saved (or preserved) the Union
▪ Led the United States during the Civil War
14. エイブラハム・リンカーンが行った最も重要なことは何ですか？
▪ 奴隷を解放したこと（奴隷解放）
▪ ユニオン（北軍）救済／維持
▪ 南北戦争に際して、アメリカを率いた
15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
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▪ (Persian) Gulf War
15. 1900年代にアメリカが戦った戦争名を一つ挙げてください。
▪ 第一次世界大戦
▪ 第二次世界大戦
▪ 朝鮮戦争
▪ ベトナム戦争
▪ 湾岸戦争
16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans
16. キング牧師は何をしましたか？
▪ 公民権のため戦った
▪ 全ての米国人の平等のため働いた
17. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.
17. アメリカの首都は？
▪ ワシントンD.C.
18. Where is the Statue of Liberty?
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]
18. 自由の女神はどこにありますか？
▪ ニューヨーク（ハーバー）
▪ リバティー島
[他に可能な回答：ニュージャージー、ニューヨーク付近、ハドソン川］
19. Why does the flag have 50 stars?
▪ Because there is one star for each state
▪ Because each star represents a state
▪ Because there are 50 states
19. 国旗に星が50個あるのはなぜですか？
▪ １つの州につき、星が１個あるため。
▪ 各星が1つの州を代表しているため
▪ 州が50あるから
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20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4
20. 独立記念日はいつ祝いますか？
▪ 7月4日
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