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1-1 必要書類をそろえる 

 

出生日の証明（セクション１）及び氏名の証明（セクション２）のため、以下の書類が必要になり

ます。セクション１よりどれか一つ、セクション 2 より合計 4 点以上、両方合わせて 7 点以上に

なるよう、書類を準備してください。 

＊すべての書類は本証でなければなりません。コピーは認められませんのでご注意 

ください。 

＊有効期限が切れている書類は認められません。 

＊同じ種類の書類は一つとみなされます。例えばクレジットカードを 3 枚持って 

いても、１つとみなされます。 

 

セクション １ （出生を証明するもの） 

6 点 ノン・ドライバーID カード 

4 点 米国発行のパスポート 

3 点 米国以外のパスポート（有効なビザ、I-94 がついていること） 

3 点 グリーンカード 

3 点 INS/DHS 発行の有効な Employment Authorization Card (I-688B または I-766) 

 

セクション 2 （氏名を証明するもの） 

2 点 NY 州の自動車/船舶登録証 

2 点 NY 州以外の米国運転免許証（有効期限内、または切れてから 2 年以内） 

2 点 カレッジ ID（写真、及びトランスクリプト付き） 

2 点 ハイスクール ID（レポートカード付き） 

2 点 米国の結婚証明/離婚証明、裁判所発行の氏名変更証明 

2 点 ソーシャル・セキュリティー・カード（※） 

1 点 給与明細 “Pay Stub” （）コンピューターでプリントされたものに限る） 

1 点 米国従業員 ID カード 

1 点 米国ハイスクール卒業証書 

1 点 スーパーマーケットのストアカード（サイン、プリントされた氏名入り） 

1 点 健康保険カード（Health Insurance Card / Prescription Card） 

1 点 生命保険ポリシー 

1 点 米国の公共料金の請求書（申請者の氏名、住所入り） 

1 点 以下の書類のうち 1 つ 

      米国銀行のステートメント/名前がプリントされたチェック/米国銀行の ATM カード 

      米国銀行のクレジットカード 

1 点 有効な米国発行のクレジットカード（銀行発行ではないもの） 
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★詳しい資料（ID-44）は DMV のウエブサイトからダウンロードできます。 

https://dmv.ny.gov/forms/id44.pdf 

 

★DMV のウエブサイトで指示に従って入力していくと、必要な書類がわかります。 

「Get a Learner Permit or Non-Driver ID」からスタートしてください。 

https://process.dmv.ny.gov/ProofWizard/ 

 

 

（※）ソーシャル・セキュリティー・カードが取れない方の場合 

１） 代わりに他の 2 点の書類を集めてください 

２） ソーシャル・セキュリティーが取れない証明（Letter of Ineligibility）をソーシャル・セキュリ 

 ティー・オフィスで取得してください。 

３） ソーシャル・セキュリティー・オフィスには必ずご本人が行ってください。その際、パスポー 

 ト、有効なビザを忘れずに持参してください。また、移民局関連の証明書類の提示が求め 

 られることもあります。 

４） このレターは取得日から 30 日有効です。 

 

★ 申請者が 21 歳以下で十分な ID がそろわない場合、MV-45 という書類を 4 点として数え

ることができます。この書類は、申請者の保護者が申請者の ID を保証するという内容です。 

その場合、以下の点に注意してください。 

１） DMV に申請を出しに行くときに、保護者も一緒に行かなければなりません。 

２） セクション１の申請者本人の証明書類は必要です。 

３） ソーシャル・セキュリティー・カードが必要です。（ない場合は上記参照） 

４） 保護者は有効な NY 州運転免許、またはラーナーズ・パーミット、ノンドライバーID が必要 

 です。どれもない場合は、申請者と同じ書類が必要です。 

５） MV-45 は以下のサイトからダウンロードできます。 

 https://dmv.ny.gov/forms/mv45.pdf 
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1-2 筆記試験の勉強 

 

FUJI 自動車学校では予想問題集を提供しています。筆記試験の前には必ず予習をして   

ください。 

筆記テストは 20 問出題され、14 問以上の正解で合格となります。 

問題は定期的に変更されますので、必ずしも当校の問題集の中から全く同じ問題が出題され

るとは限りませんので、ご了承ください。 

 

別冊の DMV 発行のマニュアルでも事前の勉強ができます。（英語） 

https://dmv.ny.gov/driver-license/drivers-manual-practice-tests 

 

 

 

 

1-3 申請書類（MV-44）を記入する 

 

申請書類は最寄りの DMV のオフィスにもらいに行くか、ウエブサイトからダウンロードでき  

ます。 

https://dmv.ny.gov/forms/mv44.pdf 

 

★ 筆記試験当日、DMV オフィスに行ってから記入することもできますが、オフィスは通常 

非常に混み合いますので、事前に準備しておくことをお勧めします。 

 

★ 申請書に記入した住所に、免許証等は郵送されます。確実に受け取れる住所で申請して

ください。アパート番号なども忘れずに。 
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2-1 筆記テストを受ける 

 

DMV オフィスの所在地は 13 ページをご参照ください。ただし、すべてのオフィスで筆記試験が

受けられるわけではありません。 

以下のウエブサイトでも、最寄りの DMV オフィスを検索できます。 

https://dmv.ny.gov/offices 

 

以下のウエブサイトから事前に予約することができます。 

https://dmv.ny.gov/offices/make-reservation-visit-dmv-office 

 

筆記テストに持っていくものチェックリスト 

□ 申請書（MV-44） 

□ 申請費用 

□ 必要書類 （1-1 必要書類をそろえる 参照） 

□ 筆記用具 

□ メガネ、コンタクトレンズ等 

 

 

 

 

2-2 視力検査を受ける 

 

両目で 20/40 以上（日本式で 0.5 以上）の視力が必要です。当日 DMV で視力検査を受けら

れます。メガネ、コンタクトが必要な方は、忘れずにご持参ください。 

 

あらかじめ、眼科医で検査を受けておくこともできます。その場合は、ウエブサイトから書類を

ダウンロードし、眼科医に記入してもらってください。 

https://dmv.ny.gov/forms/mv619.pdf 

 

 

2-3 手数料を支払う 

申請費用は 21歳以上の方は$64.25 ～ $77.50 です。お住まいの地域により異なる場合

もあります。この費用には路上テスト 2回分の手数料も含まれています。 

https://dmv.ny.gov/driver-license/fees-refunds 

支払いは現金、クレジットカード、デビットカード、チェック、いずれも受け付けられ

ます。 
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2-4 ラーナー・パーミット(Learner Permit) 取得 

 

筆記テスト、視力検査に合格し、費用を支払うと、インテリム・パーミット（Interim Permit/紙の

簡易パーミット）がその場で発行されます。記載内容が正しいかどうか、必ずその場で確認し

てください。 

名前のスペル、生年月日、性別など特に間違いが見受けられますので、窓口を離れる前に 

見直してください。 

ここに記載されている住所にラーナー・パーミット（Lerner Permit）が送られてきます。 

 

 
 

 

2 週間ほどでラーナー・パーミット（Learner Permit / 本免許証のようなプラスティックのパーミ

ット）が郵送されてきます。 

 

※ 2 週間を過ぎてもラーナー・パーミットが届かない場合 

 DMV に電話して問い合わせる（電話番号：212-645- 5550） 

 最寄りの DMV に行って確認する 

 以下のサイトで発送状況を調べてください。 

 http://dmv.ny.gov/driver-license/check-mailing-status 

 

ラーナー・パーミットが届かないと、5 時間講習も、路上テストも受けられません。 

 

ラーナー・パーミットの有効期限は 5 年です。 
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3-1 5 時間講習を FUJI 自動車学校のウエブサイトより予約 

 

筆記テストに合格したら、NY 州認定の自動車学校で 5 時間の講習を受けなければなりませ

ん。また、講習受講時に写真付きのラーナーパーミットの提示が必要です。インテルムパーミ

ット（紙のパーミット）では受けられませんので、ご注意ください。 

パーミットが届いたら、FUJI 自動車学校のウエブサイトで、講習のスケジュールをご確認のう

え、ご予約ください。 

ご質問等、お気軽にご連絡ください。 

 

https://www.fujidrivingschool.com/book-online 

 

5 時間講習の修了証がないと、路上テストが受けられません。 

 

 

 

3-2 5 時間講習を受講する 

 

 

当日持参していただくもの 

□ ラーナー・パーミット (写真付き) 

□ 筆記用具 

□ 講習料 

 
講習は当校オフィスで行います。これは教室での学科教習で、実際に車を運転する実技では

ありません。 

 

ニューヨークで運転するにあたり、特に知っておかなければならない交通ルールや路上テスト

での注意点など、日本との違いも踏まえて、ベテラン・インストラクターがわかりやすく解説しま

す。 
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3-3 路上テストの予約 

 

路上テストは平日のみ行われています。当校を利用して路上テストを受けられる場合は、当校

で予約を取ります。 

5 時間講習の際、ご希望の日時、会場などをアンケート用紙にご記入ください。希望日は第 3

希望ぐらいまでお伝えいただくか、都合の悪い日をお伝えいただいたほうが、早くテストを取る

ことができます。 

 

通常、路上テストは 5 時間講習から 4 ～ 5 週間後になります。 

 

テストの予約が取れると、講習日から 2 ～ 3 日中にお電話でお伝えします。ご都合が悪い場

合はその場でお知らせください。取り直しをします。 

 

一度取った予約日の都合が悪くなった場合は、できるだけ早くお知らせください。キャンセルし

て予約しなおさなければなりません。予約を保留にしたまま、他の日時の予約はできません。 

 

路上テストのキャンセルは、1 営業日前の昼までにお願いします、（平日はテスト前日の昼ま

で、月曜日のテストは金曜日の昼まで） 

それ以降のキャンセルは、路上テスト代全額がかかりますので、ご注意ください。 

 

路上テストの 3 日前になっても、ラーナー・パーミットが届かない場合にも、必ずご連絡くださ

い。場合によっては、テストの予約を取り直さなければなりません。 

 

免許の申請の際、DMV に支払った費用には 2 回分の路上テスト代が含まれています。   

もし、1 回で合格しても代金は戻ってきません。 

もし、2 回不合格だった場合、3 回目以降のテストを受けるためには、さらに$10 の路上テスト

代を支払わなければなりません。 

直接 DMV オフィスに行って支払うか、ウエブサイトから支払うことができます。 

https://transact2.dmv.ny.gov/skillstestpayment/ 

 

この支払いをしていないと、3 回目の路上テストの予約ができません。 

 

<注意> この路上テスト代は DMV の手数料で、路上テストに同行する FUJI 自動車学校への

支払いとは全く別ですので、混同されないようご注意ください。 
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4-1 事前の路上練習 

 

FUJI 自動車学校では、運転レベルに合わせて豊富な練習メニューをご用意しています。イン

ストラクターがそれぞれの方の技量を判断し、的確にテストを受けるタイミングをアドバイス  

します。 

平日のオフィスの営業時間にお電話でお申し込みください。 

 

練習は主に、マンハッタン、クイーンズ、ウエストチェスター及びロングアイランドで行います。

練習するエリアは、双方向道路と一方通行道路が混在しているところ、交差点には信号機だ

けでなく、ストップサインや、その他の道路標識が整っているところを選んで行います。 

 

 

4-2 路上練習の注意点 

 

ラーナー・パーミットで運転する場合、米国の有効な運転免許を持っている、21 歳以上の人が

同乗していることが条件となります。 

 

また、ラーナー・パーミットでは以下の場所で運転できません。 

 ＊路上テストエリア内 

 ＊ニューヨーク州外 

 ＊有料の橋、トンネル 

 ＊市内の公園内の道路 

 ＊ウエストチェスター・カウンティ内のパークウエイ（Parkway） 

 

 

日本では運転していたが、米国での運転経験がない方も、テストの前に一度は路上練習をす

ることをお勧めします。右側通行や左ハンドルの車に慣れていないと、テスト中に反対車線に

入ってしまったり、ウインカーではなくワイパーを動かしてしまったり、思わぬミスを招きます。 
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5-1 テスト当日、直前練習 

 

路上テストのサービスには、テスト前の 45 分の路上練習が含まれています。 

 

テスト時間の 90 分前に、テストコースの最寄り駅でピックアップし、45 分練習をします。その

後、テストの現場に並んで、テストを待ちます。この間に、インストラクターが練習中に気が付

いたことや、最後の注意点などをお伝えします。 

 

 

5-2 路上テスト 

 

当日持参していただくもの 

□ ラーナー・パーミット 

□ 5 時間講習修了証 

□ メガネ、コンタクトレンズ（免許に R:B の記載がある方） 

□ MV-262（16 歳、17 歳の方のみ。詳細はジュニア・ライセンスの資料をご参照ください。） 

 

テストの順番が来たら、インストラクターは車から降り、DMV の試験官が乗り込みます。そこか

ら路上テストが始まります。試験官の指示に従って、テストコースを回ります。テスト時間は 10

分ぐらいです。 

 

試験は減点方式で採点されます。30 点以上減点されると不合格となります。採点項目と点数

は 14、15 ページをご参照ください。 

 

 

5-3 路上テスト後の注意点 

 

路上テストに合格すると、試験官が車から降りる前に仮ライセンス（Temporary License）が渡

されます。このライセンスは 90 日間有効です。運転する場合には、この仮ライセンスとラーナ

ー・パーミットの両方を携行してください。 

本免許証は約 2 週間以内に郵送されてきます。仮ライセンスの有効期限が切れる前に、本免

許証が届かない場合、DMV のオフィスで確認するか、以下のウエブサイトで発送状況を調べ

てください。 

http://dmv.ny.gov/driver-license/check-mailing-status 

 

不合格だった場合、すぐに当校に連絡して、次のテストの予約をしてください。3 回目のテスト

を受けるためには、追加で$10 のテスト手数料を DMV に支払う必要があります。 

https://transact2.dmv.ny.gov/skillstestpayment/ 

 

路上テスト合格から 6 か月間は、スピード違反などの交通違反を犯すと、すぐに免停になって

しまいますので、十分注意して運転してください。 
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6-1 用語集 

 

DMV (Department of Motor Vehicles)  

いわゆる「陸運局」のようなニューヨーク州の役所。免許の取得をはじめ、免許の更新、変更、

自動車やボート等の登録、交通違反の管理など、幅広い業務をカバーしています。 

 

ラーナー・パーミット（Learner Permit） 

仮免。 

本免許証と同じデザインで、プラスチックのカード。条件を満たした同乗者がいれば、公道を運

転することができます。路上テストのときに必携です。忘れるとテストは受けられません。 

 

インテリム・パーミット（Interim Permit） 

ラーナー・パーミットが届くまでの、紙のパーミット。運転の練習はラーナー・パーミットと同様に

できますが、これでは路上テストは受けられません。 

 

テンポラリー・ビジター（Temporary Visitor） 

米国民、及び永住権保持者以外の米国居住者。有効なビザを持って滞在している人。 

免許の申請には、11 ヶ月以上の有効期間が残っているほうが望ましいといわれていますが、

DMV のウエブサイトでは、明確に定義していません。ただ、路上テストに受かっても、有効期

限が短いと、本免許が発行されなかった例もあります。 

ビザを更新したり、I-94 の滞在期限が変更になったときは、すぐに DMV に届け出ることをお

勧めします。 
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6-2 路上テストで使われる英語 

 

和製英語と英語の違い 

 

ウィンカー シグナル (signal) 

ハンドル ステアリング (Steering wheel) 

アクセル ガスペダル (gas pedal) 

クラクション ホーン (horn) 

 

 

試験官の指示に出る英語表現 

 

turn right / make a right 右に曲がってください 

turn left / make a left 左に曲がってください 

come to a stop 完全停止してください。 

park it 駐車してください 

back (it) up 後ろに下がってください 

double park 二重駐車してください 

parallel park 縦列駐車してください。 

turn off the engine / cut the engine / cut the ignition 

  エンジンを切ってください。 

pull out / leave the curb 車を出してください 

pull (it) over  脇に寄せて止めてください 

(get) behind the wheel 運転席についてください 

straighten your tires タイヤをまっすぐにしてください 

keep going そのまま走ってください 

whenever you’re ready 用意ができたときに 

make a 3-point turn 3 ポイントターンをしてください 

put it in 止まってください 

yield (to other drivers) 他の車に道を譲ってください 

crosswalk 横断歩道 

pedestrian 歩行者 

pull up behind that car あの車の後ろにつけてください 

the shoulder 路肩 

curb 縁石 

right of way 優先権 
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6-3 DMV オフィスの所在地一覧 

 

 オフィス名 住     所   筆記試験 日本語 
     の有無 対応 

 

マンハッタン      

 ミッドタウン 366 West 31st St  New York 10001 〇 〇 

 ライセンス・エックスプレス 145 West 30th St New York 10001 ×  

 ロウワー・マンハッタン 11 Greenwich St New York 10004 〇 〇 

 ハーレム 159 East 125th St New York 10035 〇    

 

クイーンズ       

 カレッジ・ポイント 30-56 Whitestone Exp Flushing 11354 〇  

 ジャマイカ 168-46 91st Ave Jamaica 11432 ×  

 スプリングフィールド・ガーデン 168-35 Rockaway Blvd Jamaica 11434 〇 〇 

 

ブルックリン       

 アトランティック・センター 625 Atlantic Ave 2Fl Brooklyn 11217 〇  

 コニーアイランド 2875 W 8th St  Brooklyn 11224 〇  

      

ブロンクス       

 レジストレーション・センター 696 East Fordham Rd Bronx 10458 ×  

 ライセンス・センター 1350 Commerce Ave Bronx 10461 〇  

       

ウエストチェスター       

 ヨンカース 1 Larkin Plaza Yonkers 10701 〇 〇 

 ホワイトプレインズ 200 Hamilton Ave White Plains 10601 ×  

 ピークスキル 1045 Park St Peekskill 10566 〇 〇 

       

ロックランドカウンティ―       

 ウエスト・ハバーストロー 50 Samsondale Plaza Rt9W W. Haverstraw 10993 〇  

       

ナッソー       

 ガーデンシティ 801 Axinn Avenue  Garden City 11530 ×  

 ベスページ 4031 Hempstead Turnpike  Bethpage 11714 〇  

 マサピクア 927 Carmans Road  Massapequa 11758 〇  

       

サフォーク       

 ハンティントン 813 New York Avenue  Huntington 11743 ×  

 ハーパーグ 250 Veterans Memorial Hwy  Hauppauge 11788 〇  
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6-4 路上テストの採点項目 

A. LEAVING CURB（出発） 

01.Fails to observe（確認なし）     10pt 

02.Fails to signal（ウィンカーなし）    5pt 

03.Uses mirror only/fails to check blind spot（ミラーのみでの確認/死角の確認忘れ）  5pt 

 

B. TURNING & INTERSECTIONS（交差点と曲がり角） 

04.Poor judgment approaching or at intersections（交差点または交差点前での判断不足） 

  □ Speed（スピード）□ Turning（角の曲がり）□ Stopping（停車）□ Observing（安全確認）□ Signal（ウィンカー） 10pt 

05.Fails to stop near center of intersection when waiting to make left turn 

  （左折待ちのための交差点中央付近での止まり忘れ）     10pt 

06.Turns wide - short right（左折時のふくらみ/右側に寄り過ぎ） 5pt 

07.Turns wide - short left（右折時のふくらみ/左側に寄り過ぎ） 5pt 

08.Inattentive to traffic:（他の交通への不配慮） 

  □ Signs（標識）□ Signals（ウィンカー）□ Lane Marking（車線表示）  10pt 

 

C. PARKING, BACKING & U-TURN（駐車、バックと U ターン） 

09.Fails to Signal（ウィンカーなし）   5pt 

10.Fails to adequately observe/use caution（適当な確認/注意の欠如） 10pt 

11.Unable to park properly（正しく駐車ができない）   15pt 

12.Unable to make a 3 point turn（3 ポイントターンができない） 15pt 

13.Excessive space for parking/too far from curb（駐車時の過度なスペース/縁石から遠過ぎる） 5pt 

14.Excessive maneuvers in:（適度な切り返し）  

  □ 3 point turn（3 ポイントターン）□ Parking（駐車）    5pt 

 

D. DRIVING IN TRAFFIC（他の交通との運転） 

15.Fails to keep right（右側に沿って走らない）     10pt 

16.Improper lane of traffic（不適当な車線選択）   10pt 

17.Follows too closely（前方を走る車に近寄り過ぎ）    10pt 

18.Speed excessive for conditions:（状況下でのスピードの出し過ぎ） 

  □ Traffic（交通量）□ Weather（天候）□ Road（道路状況）   15pt 

19.Too slow/impedes traffic flow（遅すぎ/交通の流れの妨害） 15pt 

20.Fails to yield right-of-way to:（優先権の侵害）□ Pedestrians（歩行者）□ Other（その他） 15pt 

21.Poor judgment in traffic（路上での判断不足）   10pt 

22.When changing lanes fails to:（車線変更時に） 

  □ Observe（確認なし）□ Signals（ウィンカーなし）□ Use Caution（注意なし） 10pt 

23.Fails to anticipate actions of:（行動の先読みができない） 

  □ Pedestrians（歩行者に対して）□ Other（他に対して）   10pt 

24. Fails to anticipate potential hazards（危険な要因に対しての予測ができない） 10pt 
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E. VEHICLE CONTROL（車両のコントロール） 

25.Repeated stalling（エンストの繰り返し） 10pt 

26.Poor engine control/acceleration（未熟なエンジンコントロール/アクセル） 10pt 

27.Poor steering control:（未熟なハンドル操作） 

  □ Turning（曲がる時）□ Straight driving（まっすぐ運転するとき） 

  □ Maneuver（不必要な切り返し、無駄な動きが多過ぎる） 15pt 

28.Delayed braking/abrupt braking（遅いブレーキ/きついブレーキ） 10pt 

29.Poor use of gears:（未熟なギア操作） 

  □ Automatic（オートマチック）□ Manual（マニュアル） 10pt 

30.Poor clutch control（未熟なクラッチ操作） 5pt 

31.Poor reactions to emergencies（未熟な緊急事態への対応） 10pt 
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