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001. 事故がもっとも発生しやすいのは次のうちのどれ？
 a. 他の車より早い、もしくは遅いスピードで走行している時
 b. 高架の交差路や橋の上
 c. 複数車線のフリーウェイ上

002.　青色に塗装された縁石の意味は次のうちのどれ？
 a. 特別なプラカードのある身体障害者が駐車できる
 b. 乗客が乗り降りする時のみ駐車できる
 c. 限られた時間のみ駐車できる

003. 車を追い越した後、元の車線に戻るのに最も安全なのは
  次のうちのどれ？
 a. 追い越した車が元の車線に戻るようにウインカーで指示した時
 b. ウインカーを4秒間点滅させ、戻ることを知らせた時
 c. バックミラーに追い越した車のヘッドライトが見えた時

004. あなたが交差点に近づいてる時、赤信号が点滅している。
  あなたはどうするべきか？ 
 a. 注意してそのまま交差点を通過する
 b. 進入する前に停止し、安全な時に進む
 c. 進入する前に停止し、進む前に青信号を待つ

005. 大型トラックが3車線の中央を走行している。このトラックを
  追い越す時、最善の方法は次のうちのどれ？
 a. 素早く左車線に行き追い越す
 b. とてもゆっくり左車線に行き追い越す
 c. 素早く右車線に行き追い越す

006. 緑色に塗装された縁石の意味は次のうちのどれ？
 a. 制限時間以内の場合は駐停車できる
 b. 乗客が乗り降りできる
 c. 緊急車両のみ駐車できる

007. 同乗している誰かがシートベルトを締めていないため警察に止め
  られた場合について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. あなたと同乗者が交通違反チケットをきられる
 b. 年齢に関係なく同乗者が交通違反チケットをきられる
 c. 同乗者が15歳以下である場合は、あなたが交通違法チケットを
  きられる

008. 車線変更や道を曲がる前に、常にオートバイに注意しなければ
  ならない理由は次のうちのどれ？
 a. オートバイは小さく見えにくいから
 b. 交差点では常にオートバイに先行権があるから
 c. オートバイは車線を端から端まで使用しなければならないから

009.　車間距離が余分に必要な車両は次のうちのどれ？
 a. 乗用車との間
 b. ワゴン車との間
 c. 大型バスとの間

010.　目の不自由な歩行者は、交通の流れの音を頼りに道路を渡るかを
  決める。盲導犬を連れた歩行者や白い杖をついている歩行者が、
  道路を渡ろうと待っているのが見えた場合あなたはどうするべきか？
 a. 横断歩道の手前で停止し、クラクションを鳴らす
 b. エンジン音が聞こえるように横断歩道に進入する
 c. エンジン音が聞こえるように横断歩道の手前で停止する

011.　歩行者が横断歩道の中央にいる場合について、正しく述べられて
  いるのは次のうちのどれ？
 a. 歩行者は先行権がある
 b. 歩行者は先行権を譲らなければならない
 c. 車に先行権があるが、運転手は法律上歩行者の安全に気を
  つけなければならない

012.　赤の矢印信号が右を指している時、あなたはどうするべきか？
 a. 減速し交通の流れを確かめた後、矢印の方向に曲がることが
  できる
 b. 信号が青に変わるまで、矢印の方向に曲がることはできない
 c. 完全停止をした後、矢印の方向に曲がることができる

013.　ピックアップトラックの荷台に合法で乗ることができるのは
  次のうちのどれ？
 a. 荷台がキャンパーシェルで覆われている時
 b. 安全な固定シートと認定されている安全ベルトがある時
 c. 荷台の両サイドの高さが最低でも24インチである時

014.　黄色の破線の横にある黄色の実線の意味は次のうちのどれ？
 a. 両方向から追い越しができる
 b. 破線側から追い越しができる
 c. 実線側から追い越しができる

015.　安全地帯(セーフティゾーン)はバスやトロリーの乗客が乗り降り
  するために特別に指定されている。安全地帯に進入しては
  ならないのは次のうちのどれ？
 a. バスやトロリーがいる時のみ
 b. バスやトロリーが乗客を降ろしている時のみ
 c. いかなる理由でどんな時でも進入禁止

016.　白色に塗装された縁石の意味は次のうちのどれ？
 a. 乗客の乗り降りや郵便物を出すことができる
 b. 荷物の積み下ろしができる
 c. バス専用スペース

017.　夜間に対向車がハイビームを落とさない場合、あなたが
  見るべき方向は次のうちのどれ？
 a. 道路中央の方向
 b あなたの車線の右側の方向
 c. あなたの車線のまっすぐ前方

018.　停止してから交差点に進入する前に、あなたが確認するべき
  なのは次のうちのどれ？
 a. 左右のみ
 b. 前方、そして左
 c. 左、右、そしてまた左

019.　黄色に塗装された縁石の意味は次のうちのどれ？
 a. 商業車両専用
 b. 制限付きの駐車、ただしバスは駐車可能
 c. 乗客の乗り降りや、荷物の積み下ろしができる
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020.　カリフォルニア州の“基本速度法(Basic Speed Law)”に
  ついて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 他の交通の流れに合わせる
 b. その時の状態に対し安全な速度以上で走行してはならない
 c. 常に表示された制限速度で走行する

021.　駐車した車から道路側に降りる前にあなたはどうするべきか？
 a. 車にいることを手信号で知らせる
 b. 左にウインカーを出す
 c. 後方から近づく交通を確認する

022.　車の後部バンパーから4フィート以上はみ出している貨物に
  ついて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. どんなことがあっても違法
 b. 赤い旗かライトで必ず印を付けておかなければならない
 c. 法律上は印を付けなくてもいいが、そうしておいた方が良い

023.　他の車の右後方を走行することについて、正しく述べられて
  いるのは次のうちのどれ？
 a. 運転手の死角に入っている可能性があるため危険である
 b. 運転手の死角に入らないため、防護的な運転技術である
 c. あなたの左側にスペースクッションを維持するいい方法である

024.　大型トラックの運転手は前方の車間距離を長めにとって
  走行する。この余分な車間距離が必要な理由は次のうちのどれ？
 a. 他の車がフリーウェイから合流する時に使用するため
 b. 大型トラックが停止する時に必要だから
 c. 他の車が減速する時に使用するため

025.　急カーブを制限速度で曲がれる場合でも、減速しなければ
  ならない理由は次のうちのどれ？
 a. 法律で定められているため
 b. 急カーブを曲がる時に求心力が働くため
 c. 前方にエンジンが止まった車や事故が見えないため

026.　周囲の車より遅く走行することについて、正しく述べられて
  いるのは次のうちのどれ？
 a. 衝突事故が起こりにくくなる
 b. 衝突事故が起こりやすくなる
 c. 衝突事故の起こりやすさは変わらない

027.　他の車の後ろに近づきながら走行することについて、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 燃費がよくなる
 b. 後部衝突事故のよくある原因の一つになる
 c. 交通の動きを助ける

028.　ブレーキライトを点滅させたりハザードランプを点灯させるべき
  場合は次のうちのどれ？
 a. 前方の事故を他の運転手に警告する必要がある時
 b. 配達のため車線に一時的に停車する時
 c. 駐車場からバックで出る時

029.　一般的にあなたが大型トラックの死角にいるのは
  次のうちのどれ？
 a. 大型トラックの左の前輪の近くを走行している時
 b. 大型トラックの運転手が大型トラックのサイドミラーから
  見えない時
 c. 大型トラックの後ろを10フィート以上離れて走行している時

030.　常に停止しなければならないのは次のうちのどれ？
 a. 赤信号、点滅している赤信号、停電中の信号
 b. 赤信号、赤の矢印信号、点滅している黄信号
 c. 赤信号、点滅している赤信号、黄信号

031.　対向車があなたの前で左折し始めた場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. その運転手へ警告するためにクラクションを鳴らし速度を
  維持する
 b. 速度を維持しあなたの先行権を行使する
 c. 事故を防ぐために減速か停止する

032.　他の車があなたの前に割り込んできた場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. 急ブレーキをかける
 b. アクセルから足を外す
 c. 割り込みを防ぐために加速する

033.　道路の中央にある黄色の2重実線を越えてはならないのは
  次のうちのどれ？
 a. 他の車を追い越す時
 b. 左折をする時
 c. 私道に入る時

034.　片側1車線の狭い対面通行道路で、5台以上の車があなたの
  後方について来る場合、あなたはどうするべきか？
 a. あなたの車線の右端に移動しゆっくり走行する
 b. 安全な時に車を道路の脇に寄せ、他の車を追い越させる　
 c. あなたに先行権があるのでそのまま走行を続ける

035.　警察に飲酒運転の疑いで止められ、血中アルコール濃度の
  化学テストを拒否した場合について、正しく述べられているのは
  次のうちのどれ？
 a. あなたの運転する権利が奪われる
 b. 強制的に採血検査はされない
 c. 追加罰金が科せられる

036.　規制されていない交差点に近づいている時、あなたは
  どうするべきか？
 a. 交差点を通過する前に常に停止する
 b. 他の車に先行権を譲らなければならない
 c. 必要な場合は減速し停止する準備をする

037.　あなたが事故に巻き込まれた場合、他に巻き込まれた人と運転
  免許証と＿＿＿を交換しなければならない。
 a. 車両保険証　
 b. 車両保険証と車両登録証
 c. 車両保険証と車両登録証、そしてあなたの現住所
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038.　飲酒運転で初めて逮捕された場合、DMVは＿＿＿。
 a. あなたの運転免許証を無効にする
 b. あなたを刑務所に30日間拘置させる
 c. あなたの車を没収し売りに出す

039.　黄信号で安全に停止が出来ない場合、あなたはどうするべきか？
 a. とにかく交差点に進入する前に停止する
 b. 注意深く交差点に進入し通過する
 c. 交差点で停止し注意深く行進する

040.　片側4車線のフリーウェイで一般車両もしくはトレーラーを
  牽引している時、あなたが走行できる車線は次のうちのどれ？
 a. あなたの進行方向の全ての車線
 b. 右2車線のどちらか一方
 c. 一番右の車線のみ

041.　赤信号から青信号に変わったが交差点に他の車がいる時、
  あなたはどうするべきか？
 a. 進入する前に、交差点にその他の車がいなくなるまで待つ
 b. その他の車を安全に迂回できる時のみ前に進む
 c. 交差点に進入し他の車がいなくなるのを待つ

042.　あなたは制限速度が時速55マイルのところを時速45マイルで
  走行している。あなたがスピード違反になりうるのは次のうちのどれ？
 a. 急カーブに近づいている場合のみ
 b. それは常に合法なので、どんなことがあっても違反にならない
 c. その時の天候条件により安全でない場合

043.　運転中に睡魔が襲ってきた場合、あなたはどうするべきか？
 a. エアコンを付けてコーヒーを飲む
 b. 窓を開けてラジオを付ける
 c. 車を道路の脇に寄せて休息する

044.　上り坂で右側の縁石に沿って駐車する場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. 後輪を縁石から離したままにする
 b. 前輪を右に回す
 c. 前輪を左に回す

045.　細い道で自転車を追い越したいが対向車が来ている時、
  あなたはどうするべきか？
 a. クラクションを鳴らし、自転車を追い越す
 b. 減速し対向車が通過するのを待ってから、自転車を追い越す
 c. 自転車が車道から外れるまで待つ

046.　交差点への進入が違法なのは次のうちのどれ？
 a. 信号が赤に変わる前に、あなたが最後まで渡れなかった時
 b. 信号が黄色に点滅してて、あなたが最初に停止しなかった時
 c. 信号が黄色で、あなたが安全に停止できなかった時

047.　学校の交通指導員の指示に従わなければならないのは次の
  うちのどれ？
 a. 学校の就業時間のみ
 b. 子供が学校の前にいる時のみ
 c. どんな時でも

048.　血中アルコール濃度(BAC)が＿＿＿以上である21歳以上の
  人物が車を運転することは違法である。
 a. 0.10％
 b. 0.08％
 c. 0.05％

049.　交差点で曲がる100フィート前にウインカーを出すことに
  ついて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 曲がり専用車線にいない限り必要ない
 b. 青の矢印信号がある時は必要ない
 c. 周りに他の車がいなくても必要がある

050.　蓋が開いたアルコール飲料の容器を積んで運転する時、＿＿＿に
  積めば合法になる。
 a. フロント座席の下
 b. ダッシュボードの中
 c. トランクの中

051.　6歳以下の子供を車内に残しても合法になるのは次の
  うちのどれ？
 a. 車の鍵がイグニションにささっていて、傷害を引き起こす
  可能性がある場合
 b. その子供が12歳以上の同乗者に監視されている場合
 c. その子供に対する健康安全上のリスクをはらむ天候条件で
  ある場合

052.　片側2車線ある道路へ右折する大型トラックについて、
  正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 左右どちらかの車線に曲がり終える
 b. たいていは左車線の一部を使い、曲がり終える
 c. どんな時でも右車線にいなければならない

053.　渋滞しているフリーウェイに合流する時、他の車が間に
  入れさせてくれない場合、あなたはどうするべきか？
 a. スペースが空くまで路肩を走行し続ける
 b. 渋滞に合流する前に停止する
 c. 無理やり他の車との間に入る

054.　寒くじめじめした気候での橋や陸橋について、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 他の道路より前に凍結する傾向がある
 b. コンクリート製のため凍結しない
 c. 他の道路の後に凍結する傾向がある

055.　車の周りにあるスペースクッションの利点について、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 他の車があなたの前に割り込むことができ、交通の流れが
  改善する
 b. 他の運転手が間違いを起こした場合、あなたは反応する時間を
  持てる
 c. 事故が起きた場合、怪我からあなたを守る可能性が広がる

056.　駐車が絶対に許可されていないのは次のうちのどれ？
 a. クロスハッチパターンスペース
  (身体障害者専用駐車場の横の斜線スペース)
 b. 線路から20フィートの場所
 c. 駐車禁止の標識がないバイクレーン
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057.　道路端の事故・道路工事・故障車両を見るための減速について、
  正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 交通渋滞の原因になる
 b. 追突事故を防ぐ
 c. 事故を防ぐことにより交通の流れを改善する

058.　黄色の実線が分けるのは次のうちのどれ？
 a. 一方通行の車線
 b. 普通交通とバイクレーンを分けている
 c. 反対方向の交通

059.　カリフォルニア・ドライバーハンドブックにあげられている、
  長距離運転をする時の注意点は次のうちのどれ？
 a. 路肩に車を止め、休息を取ること
 b. エアコンを付けること
 c. 車線を左右交互に走行すること

060.　あなたの進行方向が1車線で、前の車が見たところ意味もなく
  頻繁に減速する時、あなたはどうするべきか？
 a. できるだけ速く前の車を追い越せるように加速する
 b. 前の車との車間距離を長くする
 c. 前の車に気づかせるために、ヘッドライトを素早く点滅させる

061.　あなたが血中・息・尿に含まれているアルコール濃度のテストを
  受けることに同意しているのは次のうちのどれ？
 a. アルコールを飲んでいる場合のみ
 b. カリフォルニアで運転する時はいつでも
 c. 事故が起きた場合のみ

062.　後方の交通を確認するために、3つの最も重要なのは次の
  うちのどれ？
 a. 後進する前、急な角度を曲がる前、交差点を渡る前
 b. 後進する前、車線変更をする前、素早く減速する前
 c. 車線変更をする前、交差点を渡る前、素早く減速する前

063.　“3秒ルール”はあなたの車の＿＿＿スペースに適用する。
 a. 後方
 b. 前方
 c. 両サイド

064.　対面通行道路から対面通行道路に右折する時、右側の車線から
  始まり＿＿＿。
 a. 左車線に入る
 b. 縁石に一番近い車線に入る
 c. 空いてる車線のどこにでも入る

065. 一方通行道路から一方通行道路へ左折する時、曲がり始める
  車線は次のうちのどれ？
 a. 縁石に最も近い車線から
 b. 中央車線から
 c. 安全ならどの車線からでも

066.　2フィートもしくはそれ以上の間隔がある2組の黄色の2重実線
  について、 正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 私道に入る時のみ越えられる
 b. 固い壁であるかのように考え、越えることができない
 c. 左側に曲がる始まりもしくは終わりを示す

067.　前輪を縁石に向かって回すべきなのは、＿＿＿に駐車する時。
 a. 下り坂
 b. 上り坂
 c. 平らな道路

068.　別途表示されていない限り、ビジネス街や住宅街の制限速度は
  次のうちのどれ？
 a. 時速35マイル
 b. 時速25マイル
 c. 時速30マイル

069.　2台の車が規制されていないT字路交差点に近づいている。1台の
  車は直進道路にいて、もう１台は突き当たりなる道路にいる時、
  その交差点で先行権があるのは次のうちのどれ？
 a. 直進道路にいる車
 b. 右側にいる車
 c. 先に着いた車

070.　 夜間にヘッドライトを上向きにして(ハイビーム)使用する
  頻度について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. できる限り少なく
 b. 照明がない道路のみ
 c. 合法で安全な場合はいつでも

071.　濃い霧や埃が出ている時の運転について、最良のアドバイスは
  次のうちのどれ？
 a. 状態が良くなるまで運転しないようにする
 b. 他の車があなたに当たるかもしれないので、あまり遅すぎず
  走行する
 c. 視界を良くするために、ロービームとハイビームを交互に変える

072. 住宅街でのUターンが合法なのは次のうちのいつ？
 a. 青の矢印信号の一方通行道路
 b. 周りに近づいてくる車がいない時
 c.  組の黄色の2重実線を越える時

073.　パーキングライトのみを点灯して走行できるのは次の
  うちのいつ？
 a. 日の入り後の30分間、もしくは日の出後の30分間
 b. どんなことがあってもできない
 c. 視界が悪い霧の日

074.　交差点で信号機が作動していない時、あなたはどうするべきか？
 a. 完全停止し、安全な時に進む
 b. 交差点に進入する前に停止し、他の車を先に行かせる
 c. 必要な場合は減速もしくは停止する
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075.　あなたがいる車線の前方に赤いライトが点滅している
  スクールバスが停車している時、あなたはどうするべきか？
 a. 子供が全員バスから降りたと思うまで停止する
 b. 赤いライトが点滅している限り停止する
 c. 車線変更しゆっくり注意しながら追い越す

076.　霧、雪、雨の中を走行する時、あなたが使用するべきなのは次の
  うちのどれ？
 a. ロービームヘッドライト
 b. ハイビームヘッドライト
 c. ランニングライト

077.  運転中に前方を見ている時、あなたはどうするべきか？
 a. どんな時でもまっすぐ前方を見る
 b. あなたの前方の車のみを見る
 c. 前後、近く遠く、左右をざっと見渡す

078.　雪や氷で滑りやすくなっている場合、あなたはどうするべきか？
 a. 急な下り坂の時は低速ギアに切り替える
 b. 他の車に近づき、後ろについて行きながら安定を保つ
 c. ブレーキが凍るのを防ぐために、連続してブレーキを踏み続ける

079.　フリーウェイに入る時、あなたはどうするべきか？
 a. フリーウェイの他の車と同じような速度で走行する
 b. フリーウェイの制限速度を守って走行する
 c. フリーウェイの他の車より遅い速度で走行する

080.　線路の遮断機を合法的に迂回したり、下を通過できるのは次の
  うちのいつ？
 a. どんなことがあってもできない
 b. 両方向がはっきりと見える時
 c. 遮断機が正しく作動してるように見えない時

081.　対面交通道路の縁石のない上り坂に駐車したい時、
  前輪を＿＿＿回す。
 a. まっすぐ前方に向かって
 b. 右向きに、道路の脇に向かって
 c. 左向きに、道路の中央に向かって

082.　路面電車と道路を共有している時、あなたはどうするべきか？
 a. 路面電車の横の車線を走行できない
 b. 全ての信号機が路面電車のために変わるので、しっかり全ての
  信号機を観察する
 c. 規制されていない交差点では、近づいてくる路面電車の前で
  曲がれる

083.　複数ある線路で停止した場合、あなたはいつ横断するべきか？
 a. 左右両方向ともはっきり何も見えない時のみ
 b. 電車が道路を通過してすぐ
 c. 他の車が横断を始めた時のみ

084.　法律上、あなたが先行権を譲るべきなのは次のうちのいつ？
 a. 規制されている交差点でもしばしば
 b. 事故の防止に繋がる時
 c. 他の運転手を混乱させるので、決して譲るべきではない

085.　あなたが車線変更や他の車線へ合流する時について、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. あなたに先行権がある
 b. 最初に一時停止し、交差する交通を確認する
 c. 交通に最低でも4秒間の間隔が必要である

086. あなたが青の矢印信号で規制されている右折/左折専用車線に
  いる時について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 交差点にいる全ての歩行者と車は、あなたを譲らなければならない
 b. 全ての対向車や歩行者は赤信号により停止している
 c. あなたは交通確認をせずに矢印の方向へ曲がれる

087.　横断歩道や停止線がない時、あなたはどこで停止するべきか？
 a. 曲がり角を過ぎてすぐのところ
 b. 曲がり角のところ
 c. 曲がり角から20フィート手前

088.　平らな道路で縁石の横に駐車する時について、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 車輪が縁石から18インチ以内でなければならない
 b. 前輪を道路側に向かって回してなければならない
 c. サイドブレーキをかけなくてもよい

089.　車のライトの使用について、正しく述べられているのは次の
  うちのどれ？
 a. 日中に細い田舎道を走行する時は、ロービームを使用する
 b. ロービームが切れている時は、ハイビームを使用する
 c. トンネルの中を走行する時は、パーキングライトを使用する

090.　子供の同乗者について、正しく述べられているのは次の
  うちのどれ？
 a. 1歳以上で20パウンド以上の子供は、フロントシートに乗車する
  べきである
 b. 1歳以下の子供は、エアバッグ搭載車のフロントシートに乗車する
  べきではない
 c. 一般的にフロントシートは、6歳以上の子供に最も安全な
  場所である

091.　飲酒運転について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 飲酒後に直線上をまっすぐ歩くことができれば、運転しても安全
  である
 b. 法定の血中アルコール濃度制限以下の場合、運転は支障を
  きたさない
 c. アルコールは、安全に運転をするのに必要とされている判断と
  自制に影響を及ぼす

092.　走行速度について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. カリフォルニアには最低速度法がない
 b. 速度が速くなるほど車の制御力(コントロール)が無くなる
 c. 他の車を追い越すために、制限速度を超えるのは合法である

093.　ダブルパーキング(2重駐車)について、正しく述べられて
  いるのは次のうちのどれ？
 a. どんな時でも違法である
 b. 配達している場合は合法である
 c. 自分の車から離れた場合のみ違法である
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094.　他の運転手について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 運転手は常に標識と信号機に従う
 b. ウインカーを使用している時は、常にその方向へ曲がる
 c. 他の運転手があなたに先行権をくれると決して仮定しない

095.　シートベルトと事故について、正しく述べられているのは次の
  うちのどれ？
 a. エアバッグ搭載の車ならシートベルトは必要ない
 b. 事故で助かる可能性が低くなる
 c. ほとんどの事故で助かる可能性が高くなる

096.　運転と薬の服用について、正しく述べられているのは次の
  うちのどれ？
 a. ほとんどの風邪薬は眠たくさせる
 b. 推奨された服用量であれば、市販薬は運転能力に支障を
  きたさない
 c. 医者によって処方されていれば、薬をいつ服用しても安全である

097.　横断歩道のない交差点で先行権について、正しく述べられて
  いるのは次のうちのどれ？
 a. 歩行者は常に先行権がある
 b. 車に先行権があるが、減速し注意して走行しなければならない
 c. 信号機が青の“WALK”信号になっている時のみ歩行者に
  先行権がある

098.　オートバイについて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. オートバイは渋滞時に他の交通より速く走行することが
  許されていない
 b. オートバイは他の車と同じ権利と責任がある
 c. オートバイは他の車より重く、風や雨による影響が少ない

099.　次のうち全ての行為は危険だが、違法でもあるのはどれ？
 a. 運転中に両耳を覆うヘッドフォンをつけている
 b. サイドミラーを調整しながら運転する
 c. 地図を見ながら運転する

100.　あなたが交差点を渡っている時、サイレンを鳴らし点滅灯を
  付けた緊急車両が近づいてきた。あなたはどうするべきか？
 a. 緊急車両が通過するまで交差点内に直ちに停止する
 b. 交差点の右端に寄り停止する
 c. そのまま交差点を通過し、できる限り道路の右端に寄り停止する

101.　 急カーブの時、減速するためにブレーキを使用するべきなのは
  次のうちのいつ？
 a. カーブに進入したらすぐに
 b. カーブを走行している間はずっと
 c. カーブに進入する前

102.　あなたは制限速度が時速65マイルのフリーウェイのファースト
  レーン(一番左の車線)を、時速55マイルで走行している。あなた
  が遅すぎる走行の交通違反になりうるのは次のうちのどれ？
 a. 道路や天候状態が遅い走行の理由となる場合
 b. あなたが通常のスムーズな交通の流れを妨げている場合
 c. 他の交通より遅く走行することは常にもっと安全なので、どんな
  ことがあっても違反にならない

103.　夜間にハイビームを使用して走行している時、前方にいる
  車から＿＿＿フィート以内に接近したらロービームに切り替える。
 a. 300
 b. 200
 c. 400

104.　走行中に対向車があなたの左側にいて、駐車している車の列が
  あなたの右側にある時、あなたが走行するべきなのは次の
  うちのどこ？
 a. 駐車している車より対向車に近く
 b. 対向車より駐車している車に近く
 c. 対向車と駐車している車の真ん中

105.　あなたは4車線あるフリーウェイの一番右車線を走行中に、
  あなたの車線の左側に太くて白い破線に気づく。あなたが
  走行している車線は次のうちのどれ？
 a. カープール車線
 b. 低速車のための特別な車線
 c. 出口専用車線

106.　あなたは夜間に薄暗く照らされた道路を、ハイビームを使用して
  走行している。あなたが＿＿＿の500フィート以内にいる時、
  ライトをロービームに切り替えるべきだ。
 a. 後ろから近づいて来る車
 b. 対向車
 c. 坂道の急カーブ

107.　あなたは5車線あるフリーウェイの中央分離帯に最も近い車線を
  走行している。右側の出口からフリーウェイを降りるために、
  あなたはどうするべきか？
 a. 注意深く一度に全車線を横切る
 b. 適切な車線まで1車線ずつ車線変更する
 c. 各車線変更を始める前に減速する

108.　あなたの進行方向に3車線に分離された道路を走行している。
  Uターンをする必要がある時、あなたはどの車線から曲がり
  始めるべきか？
 a. 真ん中の車線から
 b. どの車線からでも
 c. 左車線から

109.　フリーウェイを走行中にタイヤがパンクした場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. 車が止まりそうになるまでブレーキはかけない
 b. ブレーキを強くかけ、右側に車を寄せる
 c. ブレーキを連続的に踏みながら減速し、車道に停車する

110.　あなたは制限速度が時速65マイルのフリーウェイを走行して
  いる。混雑している交通が時速35マイルで動いている場合、
  あなたの車が最も適した速度は次のうちのどれ？
 a. 時速25マイル
 b. 時速35マイル
 c. 時速40マイル
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111.　あなたは4車線あるフリーウェイのファーストレーン(一番左の
  車線)をゆっくり走行している。あなたの後方に交通があり、その
  運転手が速く走行できればと思っている。あなたはどうするべきか？
 a. 制限速度で走行している場合は車線変更をしない
 b. 安全な時に右に車線変更する
 c. 5台以上の車があなたの後方にいる場合のみ車線変更する

112.　あなたは2車線ある道路にいて、前方の車が私道に向かって左折
  している。合法で右側から追い越すことができるのは次の
  うちのどれ？
 a. 縁石とその車の間に十分な道路がある場合
 b. たとえあなたが路肩を走行しなければならない場合でも
 c. たとえあなたが道路上の白い実線を越えなければならない
  場合でも

113.　あなたの進行方向に2車線あるフリーウェイを走行している時に、
  右前方の路肩にハザードランプを点滅させて停車している車が
  見えた。あなたはどうするべきか？
 a. 左に車線変更し加速する
 b. 減速しながら注意深く通過する
 c. 何が起こっているか確認できるまで停止する

114.　フリーウェイを走行中に、交通があなたの車線に合流してくる。
  あなたはどうするべきか？
 a. 可能な場合は合流してくる交通のためにスペースを作る
 b. 速く走行することにより先行権を主張する
 c. 常に減速し適所を維持する

115.　合法で赤信号を右折できるのは次のうちのいつ？
 a. 減速して交通確認した後のみ
 b. なにも標識がなく、停止した後のみ
 c.  どんなことがあってもできない

116.　最高1,000ドルまでの罰金と刑務所に6ヶ月間拘置させられる
  可能性があるのは次のうちどれ？
 a. 道路での動物遺棄や放置
 b. 左折専用車線の中央からのUターン
 c. バイクレーン内での駐車

117.　下り坂でカーブしているランプがあるフリーウェイから降りる時、
  あなたはどうするべきか？
 a. カーブの前に安全な速度まで減速する
 b. フリーウェイの制限速度まで減速する
 c. カーブに入るまでブレーキを踏むのを待つ

118.　バイクレーンを走行できるのは次のうちのどれ？
 a. 時速15マイル以下で走行している場合
 b. 右折する前の200フィート以内
 c. 自転車がいない時はいつでも

119.　フリーウェイのカープールレーンを合法で走行できるのは次の
  うちのどれ？
 a. 他の全ての車線が混雑していて止まっている場合
 b. 標識で示された最低人数が乗車している場合
 c. 7p.m.から7a.m.の間

120.　赤信号で左折できるのは次のうちのどれ？
 a. 一方通行道路から対面通行道路に向かって
 b. 一方通行道路から一方通行道路に向かって
 c. 対面通行道路から一方通行道路に向かって

121. 10日以内にDMVに書面レポートを提出しなければならないのは
  次のうちのどれ？
 a. 750ドル以上の損害が出る事故に関わっている場合
 b. 30日以上州外に行く予定のある場合
 c. 車のローンの残額を組みなおす場合

122. 車と同じ車線にいる自転車に十分に注意しなければならない
  理由は次のうちのどれ？
 a. 対向車に向かって走行しなければならないから
 b. 違法で車と車線を共有するから
 c. あなたと車線を共有する権利があるから

123.　 5日以内にDMVに通知しなければならないのは次のうちのどれ？
 a. 車の売却もしくは譲渡した場合
 b. 車を違う色に塗り替えた場合
 c. 交通違反でチケットをきられた場合

124.　四つ角全てにストップサインがある交差点に、あなたの左側に
  いる車と同時に到着した場合＿＿＿。
 a. あなたの左側の車に先行権がある
 b. あなたに先行権がある
 c. 曲がるためにウインカーを出している人は誰でも先行権がある

125.　前方の交差点で黄信号が点滅しているのが見える時、この
  黄色の点滅信号の意味は次のうちのどれ？
 a. 交差点に入る前に一時停止する
 b. 交差点を通過する前に、他の通過する全ての車に先行権を譲る
 c. 減速し、交差点を注意しながら通過する 

126.　ハザードランプを常に点灯するべきなのは次のうちのいつ？
 a. 車線に2重駐車している時
 b. 深い霧の中で道路の脇に駐車している時
 c. 車が道路上で故障した時

127.　バックミラーとサイドミラーを調整するべきなのは次の
  うちのいつ？
 a. 車に乗り込む前
 b. 運転をし始める前
 c. 運転をし始めた後

128.　クラクションを使用するべきなのは次のうちのいつ？
 a. 他の車があなたの道を遮っている時
 b. 事故を防ぐことができる時
 c. 他の運転手がミスをした時

129.　青の矢印信号が左を指してる場合について、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 信号で守られているので左折する
 b. 左折かそのまま直進する
 c. 一時停止してから左折する
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130.　警察官があなたに道路の脇に寄せるように指示している。
  あなたはそれを無視し逃げようとしている。あなたは軽犯罪を
  犯したことになり、受ける刑罰は次のうちのどれ？
 a. 最高1000ドルの罰金
 b. 刑務所に1年以下の懲役
 c. 警告と交通違反チケットをもらう

131. 交通の流れより遅く、もしくは速く走行している場合について、
  正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 衝突事故が起こりにくくなる
 b. 衝突事故が起こりやすくなる
 c. 衝突する可能性は変わらない

132.　暑い日に雨が降り始めた場合、道路が最もすべりやすいのは
  次のうちのいつ？
 a. 最初の数分間
 b. 雨が降り始めて数時間後
 c. 雨が止んだ後

133.　道路中央の黄色の2重実線を越えてはならないのは次の
  うちのどれ？
 a. ほかの車を追い越す場合
 b. 左折する場合
 c. ドライブウェイに入る場合

134.　道路の前方に深い水溜りがある場合、あなたはどうするべきか？
 a. 水の上を通過するために表示された制限速度を維持する
 b. 可能な場合はその水溜りを避ける
 c. 水の上を走り抜ける時にニュートラルにする

135.　道路が濡れていて車が横滑りし始めた場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. アクセルからゆっくり足を離す
 b. 低速ギアに変えて減速する
 c. ブレーキを素早く強く踏んで減速する

136.　運転中に血中アルコール濃度が合法制限以上で逮捕または
  拘留された場合について、正しく述べられているのは次の
  うちのどれ？
 a. あなたの運転免許証を更新するように要請される
 b. DMVがあなたの運転する権利に対し、行政上の管理行為を
  取ることができる
 c. 別の種類の車両を運転するように言われる

137.　事故を起こした場合、法律上あなたが運転免許証を交換
  しなければならないのは次のうちの誰？
 a. 目撃者
 b. 事故に巻き込まれた人達
 c. 警備員

138.　交差点のすぐ向こう側の私道に右折したい場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. 私道に入る直前までウインカーを出すのを待つ
 b. 交差点に進入する前にウインカーを出す
 c. 交差点に実際に進入するまでウインカーを出すのを待つ

139.　運転中に電話がかかってきてハンズフリーのデバイスを
  持っていない場合、あなたはどうするべきか？
 a. 緊急かもしれないので電話に出る
 b. そのまま留守番電話に接続させる
 c. 電話に出る前にかかってきた番号を確認する

140.　道路上の水によりあなたの車がトラクション(タイヤと路面との
  グリップ力)を無くし始めた場合、あなたはどうするべきか？
 a. トラクションが戻ってくるように一定速度で走行する
 b. 滑らないように強くブレーキを踏む
 c. 徐々に減速し、ブレーキは踏まない

141. フリーウェイでオレンジ色の道路工事の標識やコーンを
  見た場合、あなたはどうするべきか？
 a. 前方で車線がなくなるので減速する
 b. 前方にいる作業員や器具に向け準備しておく
 c. 車線変更して速度を維持する

142.　大型トラックの速度が落ちやすく危険の原因となるのは次の
  うちのいつ？
 a. 長くなだらかなカーブ
 b. 長い坂道もしくは険しい坂道を登っている時
 c. 長くなだらかな坂道を下がっている時

143.　フリーウェイ上では一般道の時よりも、もっと遠くの前方を
  見なければならない理由は次のうちのどれ？ 
 a. 危険の可能性を簡単に見つけるため
 b. あなたの車を完全に停止させるために1/4マイルかかるから
 c. 交通の流れに付いて行きやすくするため

144.　18歳未満の同乗する車内での喫煙はについて、正しく
  述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 自分の子供の場合は合法
 b. どんな時でも違法
 c. 法律で制限はない

145.　理想の運転条件での最高速度は次のうちのどれ？
 a. あなたと同じ方向を走行する他の車の速度
 b. あなたが使用している道路やフリーウェイに表示された制限速度
 c. あなたと自分と自分の車が安全だと感じる速度

146.　あなたの進行方向に2車線ある道路で左車線を走行中に、右側で
  たくさんの車に追い越されている時、あなたはどうするべきか？
 a. 交通の流れを妨げないようにそのまま車線にいる
 b. 他の車に追い越してもらうように左の路肩に移動する
 c.  安全な時に右車線に移動する

147.　運転中の携帯電話の使用について最善の安全策は次の
  うちのどれ？
 a. 道路から目を離さないでいいように、携帯電話を手の届くところに
  置いておく
 b. 電話に出る前にかかってきた番号を見る
 c. ハンドルから両手を離さないでいいように、ハンズフリーの
  デバイスを使用する
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148.　他に標識がない限り、子供がいる時のスクールゾーンでの
  制限速度は次のうちのどれ？
 a. 時速15マイル
 b. 時速25マイル
 c. 時速20マイル

149.　路地の制限速度は次のうちのどれ？
 a. 時速20マイル
 b. 時速15マイル
 c. 時速25マイル

150.　車線変更をする前に車線が空いているのを確認するために、
  あなたはどうするべきか？
 a. サイドミラーのみを見る
 b. あなたが入りたい車線を肩越しにちらりと見る
 c. 常に頭を回し右肩越しに見る

151.　標識で禁止されていない限り、合法でUターンができるのは
  次のうちのどこ？
 a. 青信号の交差点
 b. 一方通行の交差点
 c. 消防署の前

152.　交通混雑時にフリーウェイ車線を左右に縫って走行することに
  ついて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 他の車が合流するためのスペースを作り、交通の流れを改善する
 b. 他の車を減速させ、更に渋滞の原因になる
 c. あなたを目的地により安全に早く到達させる

153.　あなたは横断歩道に近づいている。盲目の歩行者が横断歩道を
  渡るために待っている場合、あなたはどうするべきか？
 a. その歩行者がエンジン音で気が散らないように、横断歩道から
  5フィート以上のところで停止しなければならない
 b. 横断歩道の直前で停止し、その歩行者が渡るのを待つ
 c. 横断歩道の直前で停止し、その歩行者にいつ渡れるかを教える

154.　エアバッグ搭載の車を運転している時、＿＿＿に座っているのが
  最も安全だ。
 a. ハンドルから最低でも10インチ離れているところ
 b. ハンドルから6.5インチ以内のところ
 c. ハンドルのまっすぐ上に頭があるところ

155.　フリーウェイの一番右車線を走行している時、あなたは
  どうするべきか？
 a. ランプから合流してくる車がいるか確認しなければならない
 b. 他の交通より遅く走行しなければならない
 c. 合流してくる交通に先行権を渡さなければならない

156.　対面通行の複数ある車線を走行している時、あなたは
  どうするべきか？
 a. 他の運転手からあなたが見るように、他の車の真横を走行する
 b. 他の車の前か後ろを走行しなければならない
 c. 中央線の横にある車線を走行するのが最も安全でなる

157.　運転中にハンズフリーのデバイスなしで、合法で携帯電話の
  使用ができるのは次のうちのどれ？
 a. 赤信号で停止している間に電話をかける場合
 b. 緊急事態のために電話をかける場合
 c. どんな場合も使用できない

158.　あなたの進行方向に2車線ある道路から右折する時、あなたは
  どうするべきか？
 a. 道路の中央に最も接近している車線から曲がれる
 b. 縁石か道路の脇に最も近い車線から曲がれる
 c. 対向車によってはどちらの車線からでも曲がれる

159.　フリーウェイに合流する時、あなたはどうするべきか？
 a. フリーウェイの交通と同じか近い速度で走行している
 b. 法律上のフリーウェイの制限速度で走行している
 c. フリーウェイの交通より遅く走行している

160.　縁石の横に駐車する時、ウインカーを使用するのは次の
  うちのいつ？
 a. 縁石から離れる時のみ
 b. 縁石に寄せる時のみ、縁石から離れる時は使用しない
 c. 縁石に寄せる時と縁石から離れる時

161.　道路が滑りやすい時、あなたはどうするべきか？
 a. 急な曲がりや急停止は避ける
 b. タイヤのトラクション(タイヤと路面とのグリップ力)を試すために
  ブレーキをポンピングする
 c. あなたの前方を見る距離を短くする

162.　ヘッドライトを使用するべきなのは次のうちのいつ？
 a. 日の入りの1時間前から日の出の1時間後まで
 b. 最低でも2マイル前方が見えない時はいつでも
 c. 他の車が見えづらい時、もしくは他の車から自分が
  見えづらい時はいつでも

163.　4方向にストップサインがある交差点に停止した時、あなたが
  先行権を譲らなければならない車は次のうちのどれ？
 a. あなたの右側に近づいてくる車
 b. あなたの左側に近づいてくる車
 c. あなたの前に着いた車

164.　完全停止から交通に入る(縁石から離れる)時、あなたは
  どうするべきか？
 a. 他の車より200フィート遅く走行する
 b. 交通の速度まで上げるために十分に大きな間隔が必要だ
 c. 最初の車が追い越すのを待ってからその車線に入る

165.　大型トラックについて、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a.  トラックは車高の高さにより死角が少ない
 b. とても遅く右側からトラックを追い越すのが最良である
 c. トラックはサイズが大きいためゆっくり走行しているように見える

166.　後方から当てられるのを避けるためにあなたはどうするべきか？
 a. 最低でも曲がる100フィート前にウインカーを出す
 b. 車間距離を縮める
 c. 頻繁に車線変更する
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167.　夜間に薄暗く照らされた道路を走行している時、推奨されている
  運転方法は次のうちのどれ？
 a. あなたの車のヘッドライトが照らす範囲内で停止するために、
  十分に遅く走行する
 b. 目がくらまないように対向車のヘッドライトを見る
 c. 他の運転手に見えやすくするために計器照明を明るく保つ

168.　車線変更の正しい順序は次のうちのどれ？
 a. ウインカーを出し、ミラーを確認して車線変更する
 b. ウインカーを出し、ミラーを確認して車線変更の前に肩越しに見る
 c. 車線変更の前にウインカーを出し、素早く移動する

169.　あなたは表示された制限速度で交差点に近づいている。信号機が
  黄色に変わった場合、あなたはどうするべきか？
 a. 減速し注意して交差点を通過する
 b. 信号が赤に変わる前に加速し交差点を渡る
 c. 安全に停止できる場合は、交差点に進入する前に停止する

170.　あなたは一方通行の道路を走行している。他の一方通行に左折
  できるのは次のうちのどれ？
 a. 標識が左折の許可を示してる場合のみ
 b. その道路の交通が右に動いている場合
 c. その道路の交通が左に動いている場合

171.　フリーウェイで大型トラックの後方を走行している場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. 乗用車がいる時よりトラックの後方に接近して走行する
 b. 乗用車がいる時よりトラックの後方から更に離れて走行する
 c. トラックの右側に行き追い越すのを待つ

172.　フリーウェイに入る時に交通を確認ため、あなたはどうするべきか？
 a. 肩越しに見る
 b. 車内と車外のミラーのみを使用する
 c. 全てのミラーを確認し、頭を回し肩越しに見る

173.　あなたは左折専用車線から左折しようとしている。黄色の矢印
  信号が現れた場合、あなたはどうするべきか？
 a. 交差点を通過するために加速する
 b. 停止し、どんなことがあっても曲がらない
 c. 次に現れる信号に従う準備をする

174.　あなたは交差点で小事故に巻き込まれた。怪我人はなく車に
  とても小さい損傷がある。あなたはどうするべきか？
 a. 警察官が到着するまで車を交通のある道路に置いておく
 b. 可能な場合は車を交通のある道路から動かす
 c. いかなる理由でも車を動かさない

175.　動いている車内にいる時にはシートベルトの着用について、
  正しく述べられているのは次のうちのどれ？
 a. 1975年以前に製造された車でない限り着用しなければならない
 b. ピックアップやキャンパーの後ろに乗っていない限り着用
  しなければならない
 c. 着用しなければ交通違反チケットが切られる

176.　あなたの進行方向に1車線しかない道路を走行している。たくさん
  の車があなたを追い越すために車線から出ている。あなたは
  どうするべきか？
 a. 他の車があなたを追い越せるように待避所を使用する
 b. 道路の右路肩に寄せるが、走行は続ける
 c. 速度と車線の位置を維持する

177. あなたは私道に向かって左折するのを待っている。一台の車が
  ウインカーを出して反対車線から近づいてきている時、あなたは
  どうするべきか？
 a. その車が右にウインカーを出している場合のみ曲がる
 b. その車が左にウインカーを出している場合のみ曲がる
 c. あなたが曲がる前にその車がどちらかに曲がり始めるまで待つ

178.　他の車を追い越すために車道から外れても良いのは次の
  うちのどれ？
 a. 前方の車が左に曲がろうとしている場合
 b. あなたの進行方向に2車線以上ある場合
 c. どんなことがあっても車道から外れてはならない

179.　他の車を追い越すために黄色の2重実線を越えても良いのは
  次のうちのどれ？
 a. あなたの前の車があなたを追い越させるために右側に移動した場合
 b. あなたの車線の横にある黄色の線が破線の場合
 c. 反対側の車線の横にある黄色の線が破線の場合

180.　合法で駐車できるのは次のうちのどこ？
 a. 標識がない横断歩道
 b. 対向車線の道路の脇
 c. 緊急時のフリーウェイの路肩

181.　合法で私道の前に駐車できるのは次のうちのどこ？
 a. 私道があなたの家の前にある場合
 b. 15分以上駐車しない限り
 c. どんなことがあっても違法

182.　どんな時でも乗用車を止められないのは次のうちのどこ？
 a. 赤に塗装された縁石の横
 b. 黄色に塗装された縁石の横
 c. 子供がいる時の学校の前

183.　車線にいる自転車を注意深く見なければならない理由は次の
  うちのどれ？
 a. 自転車は対向車に向かって走行しなければならないから
 b. 自転車が死角に入って隠れてるかもしれないから
 c. 自転車は通常は先行権があるから

184.　あなたは前方の交差点で停止し、交差点のすぐ手前で線路を
  越えなければならない。あなたが線路を横断する前に停止する
  べきなのは次のうちのいつ？
 a. 線路を完全に越えるスペースがない時
 b. その踏み切りが電車の交通が頻繁にある市街にある時
 c. 乗用車で2人以上の子供を運んでいる時
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185.　緊急車両に先行権を譲らなければならない場合、あなたは
  どうするべきか？
 a. できるだけ道路の右端に近く寄せ、停止する
 b. 右車線に移動し緊急車両が通り過ぎるまでゆっくり走行する
 c. たとえあなたが交差点にいたとしても、すぐに停止する。

186.　白い杖をついている歩行者や、盲導犬を連れている歩行者を
  譲らなければならないのは次のうちのいつ？
 a. 盲導犬がその人に道路の横断を誘導している時のみ
 b. 歩行者が交通規制に従っている時のみ
 c. どんな時でも

187.　あなたの走行している車線がバイクレーンの横にある。次の
  交差点で右折したい時、あなたはどうするべきか？
 a. 曲がるためにバイクレーンに入らなくてもよい
 b. 曲がる前に停止する場合はバイクレーンに入る
 c. 曲がる前にバイクレーンに入らなければならない

188.　あなたは角にいる白い杖を持った歩行者が道路を渡ろうとして
  いるのが見えた。その歩行者は一歩下がって白い杖を引いた
  場合、あなたはどうするべきか？
 a. その歩行者は渡る準備ができていないので、そのまま道路を渡る
 b. 横断歩道から最低6フィート離れて停止し、その歩行者が渡るのを
  待つ
 c. その歩行者に渡る時を知らせるためにクラクションを鳴らす

189.　大型トラックの後について走行している時、前方の車との
  車間距離をもっと開けなければならない理由は次のうちのどれ？
 a. トラックの周りが見えるように余分なスペースが必要なため
 b. トラックは重くあなたより早く止まれるため
 c. 近すぎる場合、トラックによる通風に捕まるため

190.　前方の車との車間距離を広くするべきなのは次のうちのいつ？
 a. 小さな乗用車の後について走行している時
 b. 他の車にぴったりつかれている時
 c. 制限速度より遅く走行している時

191.　他の車を追い越すべきでないのは次のうちのいつ？
 a. 誰かが道路に進入または渡ろうとしている時
 b. 制限速度65マイルの複数車線あるフリーウェイ上
 c. 黄色い破線があなたの道路の左側にある時

192.　10秒から15秒前方を見ておくべき理由は次のうちのどれ？
 a. サイドミラーの使用を避けるため
 b. 法律で定められているから
 c. 危険を早く見つけるため

193.　曲がっている時にウインカーを継続して出すべき理由は次の
  うちのどれ？
 a. 曲がり終える前にウインカーを消すのは違法だから
 b. あなたの意図を他の運転手に知らせるため
 c. 曲がり終える前にウインカーを消すのは常に安全でないため

194.　通常遅めに走行するべきなのは次のうちのどれ？
 a. 前方のいくつもの車のブレーキライトを見た時
 b. フリーウェイで大型トラックを追い越す時
 c. 規制された事故現場を見たい時

195.　通常より注意深く走行するべきなのは次のうちのいつ？
 a. 学校、児童公園、住宅街に近い時
 b. フリーウェイで大型トラックを追い越す時
 c. 規制された事故現場を見たい時

196.　駐車場から後進で出たい時、あなたは常にゆっくり後進
  しながら＿＿＿。
 a. バックミラーを確認する
 b. サイドミラーを確認する
 c. 左右を肩越しに確認する

197.　車輪がまっすぐ向いているべきではないのは次のうちのいつ？
 a. 信号機で左折するために待っている時
 b. 坂や傾斜している私道に駐車する時
 c. 縁石のない平らな道路の脇に駐車する時

198. この形のオレンジの標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先工事中
  b. この先車線変更せよ
  c. この先迂回あり

199. あなたが走行している対面通行道路に図のような車線がある。
 この車線について、正しく述べられているのは次のうちのどれ？
  a. 左折の始めか終わり、もしくは許可されたUターンの開始に
   使用する
  b. 交通が混雑している間、普通車線として使用する
  c. 遅く走行している他の車を追い越すために使用する

200. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先合流あり
  b. この先分離された道路あり
  c. この先遮断された道路あり

201. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 右側をそのまま走行せよ
  b. 右に車線変更せよ
  c. この先右車線が終わる

202. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 停止し、前進する前に安全になるまで待て
  b. あなたの方向の道路から進入できない
  c. この先の道路は全方向の交通が閉鎖されている

203.　この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 前進する前に停止し、両方向の交通を確認せよ
  b. あなたが進入または渡ろうとしている道路の交通に
   先行権を譲れ
  c. 一定速度を保ち、両方向の交通を確認せよ
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215. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先規制された踏み切りあり
  b. 信号が点滅していたら停止する準備をする
  c. この先信号機あり

216. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先一方通行道路が2車線に広くなる
  b. この道路の車は対面交通道路へ入る
  c. この先分離車線あり

217. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先の道路はカーブが多い
  b. この先の道路に急カーブあり
  c. この先の道路は滑りやすい

218. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先迂回あり
  b. 青の矢印の時のみ右折可能
  c. 右にカーブあり

219. この形のオレンジと赤の標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この車に先行権あり
  b. 低速車、徐行車
  c. この先工事中

220. この標識が駐車を許可しているのは次のうちの誰？
  a. 車いすの人のみ
  b. 特別なプラカードもしくはプレートを持っていない
   身体障害者
  c. 特別なプラカードもしくはプレートを持っている
   身体障害者

221. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先T字交差点あり
  b. 他の道路があなたの道路と交差する
  c. この先医療サービスあり

222. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先の道路はあなたの進行方向の交通が閉鎖されている
  b. 安全でない限り、この先の道路は進入禁止
  c. この先の道路は全方向の交通が閉鎖されている

204. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先車線間の距離が縮まる
  b. この先道路が分離する
  c. この先右側の車線が終わる

205. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 安全な時に青信号で左折できる
  b. 青信号を待たなければならない
  c. 青信号の時に左折もしくは右折できる

206. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 右側の交通を注意深く確認し進行する
  b. 左側の交通を注意深く確認し進行する
  c. 前進する前に全ての方向の通行状態を確認する

207. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先歩行者用の歩道あり
  b. この先歩行者は先行権を譲らなければならない
  c. この先歩行者用横断歩道あり

208.　この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. この先一車線道路あり
  b. この先合流車線あり
  c. この先車線が終わる

209. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. ここで 左折せよ
  b. この先左車線が終わる
  c. 左折禁止

210.　この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 踏み切りが規制されている。通常速度を継続せよ
  b. 見て、聞いて、必要な場合は停止する準備をせよ
  c. 線路の前で停止し、渡る前に信号を待て

211. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 交通が右に流れる一方通行道路
  b. 右側に向かう1車線道路
  c. この先全ての車は右折しなければならない

212. この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 左折かUターンをしなければならない
  b. 青信号時、左折かUターンができる
  c. 青の矢印信号時、左折かUターンができる

213.　この標識の意味は次のうちのどれ？
  a. 追い越し禁止
  b. この先Uターンエリアあり
  c. Uターン禁止

214. この標識が追い越しを禁止しているのは次のうちのいつ？
  a. この標識を通過する後まで
  b. 安全と思える場合を除いて
  c. どんな時でも



▶ 次ページへ続く

筆記試験練習問題集
pract ice wr i t ten tes twww.ristadrivingschool.com  |  ristadrivingschool@gmail.com  |  619-535-7155

© RISTA DRIVING SCHOOL の許可なく複製、転載することを固く禁じます。
免責事項: これはRISTA DRIVING SCHOOLが独自で作成した資料です。この資料に掲載されている内容は、あくまでも作成時点における情報であり、時間の経過などにより掲載内容が実際と一致しなく

なる場合があります。また掲載内容や情報に誤りなどある場合、もしくはこの資料を利用することで発生したトラブルや損失・損害に対して、RISTA DRIVING SCHOOLは一切責任を負いません。

RISTA DRIVING SCHOOL

223. 前方に踏切があることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

224. 道路が閉鎖されていることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

225. 踏切における線路数を示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

226. 右左折禁止を示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

227. 路肩が柔らかいことを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

228. 前方に信号があることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

229. あなたが徐行している場合、より速く走行している車を先に
  通すよう指示する標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

230. 迂回しなければならないことを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

231. 道路の右側から車両が合流してくることを示す標識は次の
  うちのどれ？
 a.  b. c.

232. 道路幅が狭くなることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

233. 前方に左折があることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.

234. 道路が濡れた場合に滑りやすくなることを示す標識は次の
  うちのどれ？
 a.  b. c.

235. この先道路工事中であることを示す標識は次のうちのどれ？
 a.  b. c.
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