
単語　フレーズ 意味 

a majority of... 過半数の～

absentee ballot / 
absentee voting 不在者投票

acceptance 
speech 指名受託演説

advance(d) ballot 繰上げ投票

affirmative action 積極的差別是正措置

African American アフリカ系アメリカ人

airwar ラジオ、テレビ、インター
ネット広告

ANTIFA アンチファシスト。急進左
派の活動家ネットワーク

appoint 指名する

ballot 投票用紙 / 投票項目一覧表

ballot box 投票箱

ballot harvesting 投票収集

ballot initiative 住民投票

ballot rejection 投票無効

battleground 
states

激戦州。共和党と民主党
それぞれの支持率が拮
抗している州→ swing 
states

bill 下院または上院に提出さ
れた法案

大統領選挙関連
キーフレーズ

大統領選挙関連キーフレーズ

知っておくと役
に立つ



Bill of Rights

権利章典。アメリカ合衆
国憲法中の人権保障規定。
修正第 1条（Amendment 
I）から修正第 10条
（Amendment X）

Black Lives 
Matter（BLM)

ブラック・ライヴズ・マ
ター。2013年に黒人少
年が白人警官に射殺さ
れた事件に端を発して
#BlackLivesMatterと
いうハッシュタグが拡散
された。2020年、アメ
リカで黒人男性が白人の
警察官に首を圧迫されて
死亡した事件を受け、全
米に抗議デモが広がった

blue state 多数が民主党に投票する州

camp 陣営。例）Trump 
camp（トランプ陣営）

campaign finance 選挙資金集め

campaign 
promises

選挙公約。election 
promisesとも

campaign rally 選挙集会

campaign stop 遊説先

caucus 党員集会

censoring 検閲

chicanery 政治上のごまかし、言い
抜け

China Virus トランプによるコロナの
言い方

closed
予備選挙で政党登録した
有権者だけが投票できる
方式

collecting  a pay-
check every day

毎日お金をかき集めてい
る一般的なアメリカ人
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commanding 
margin 圧倒的票差

congress 議会

conservative 保守

cyber attack サイバー攻撃

debate 討論

defining moment 
in our history 歴史上の決定的な瞬間

delegate-rich 
state 多くの代議員を持つ州

Demagogue 扇動家

Democratic 
National 
Convention

民主党全国大会

Democratic 
Party 民主党

Dems 民主党の略

deregulation 規制緩和

Donkey 民主党のシンボル

Early States

予備選で、州法の規定か
ら州ごとに投票日が異な
り、早期に予備選が行わ
れるアイオワ、ニューハ
ンプシャー、ネバダ、サ
ウスカロライナの 4州

early voting 期日前投票

election day 選挙日

elector 大統領選挙人

Electoral College 選挙人団。州ごとに割り
振られた選挙人の総数

electoral vote 選挙人投票
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Electronic Voting 
System 電子的投票システム

election results 選挙結果

Elephant 共和党のシンボル

eligible to vote 選挙権がある

endorsements 支持

exceptionalism 例外主義

exit poll 出口調査

facilities 施設

Federal 連邦制の

final verdict 最後の審判

folks みなさん

foreclosure 掌握

freer trade 貿易自由化

gender gap 性差

Great 
Depression 大恐慌

green stocks 環境に優しい企業株

healthy center-
right party 健全な中道右派

hearing 公聴会

House of 
Representatives

アメリカの下院、正式には
United States House 
of Representatives

immigrant(s) 移民

Indian American
インド系アメリカ人。今 
選挙についてよく名が挙 
がり、影響力が増している

interfere 干渉する
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interference 干渉

jobs 雇用

Latino/Latina

ラテンアメリカ出身者。
Latinoは男性、Latina
は女性をさすが、男女
複数を指すときには
Latinos。性を表さない
Latinxという表現も使
われるようになっている

Latino Decisions

ボート・ラティーノ（非
営利組織）とラテン系の
政治動向を調査する調査
団体

left wing 左派

LGBTQ+ 

Lesbian,Gay,Bisexual
,Transgender,Questio
ning/Queer。LGBTだ
けでは分類できない性の
多様性を表す言葉。Qは
Question（迷っている、
わからない、決めたくな
い）、Queer（元々は「変
わった、奇妙な」の意味
だが、性的マイノリティ
を包括する言葉）、＋は
性の多様性を表している

liberal リベラル派

MAGA Make America Great 
Again

mail-in voting 郵便投票

Main Street 一般庶民

mandate 信任

大統領選挙関連キーフレーズ



market-based 市場原理にもとづいた

Medicare for All 国民皆保険

middle class 中産階級

moderator 司会者

mutual defense 
treaties 相互防衛協定

NAFTA 北米自由防衛協定

nationalism 国家主義

naysayer 否定的なことを言う人

negative 
campaign 中傷的なキャンペーン

nominee 候補者

open
予備選挙で政党登録して
いない無党派層も投票で
きる方式

oversight 監視

PAC

政治行動委員会。政治献
金の 調 達 ・ 配 分 機 関。
PACは Political Action 
Committee。資金集め
には制限がある 

Parler ソーシャルネットワーキ
ングサービス

Patient 
Protection and 
Affordable Care 
Act

通称オバマケア。2010 
年にオバマ大統領が署名
して発効した、医療保険
制度改革法

patriot 愛国者

paying a penalty つけを払う

plurality 過半数

pocketbook 
issue

解決が財源に影響する問
題、経済問題
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poll closing　 投票締め切り

polls 世論調査

popular vote 一般投票

powers to 
enforce 強制力

presidential 
debate 大統領候補者討論

primary 予備選挙

proportional 比例配分方式

protectionism 保護主義

Proud Boys 極右グループ

purple state

共和党と民主党それぞ
れの支持率が拮抗して
いる州→ battleground 
states、swing states

QAnon

Qアノン。トランプ大統
領を「悪と戦う救世主」
とする陰謀論者。SNS
などで急速に拡散してい
る

rally 集会

razor-thin win　
僅差での勝利。「僅差
で勝つ」はwin by a 
razor-thin margin

RDD（Random 
Digit Dialing）

選挙に関する世論調査
で、コンピュータで無作
為に固定電話や携帯電話
の番号を作り出し、コー
ルセンターの調査員が直
接電話をかけて回答を依
頼する方法

recount
再集計。hand(manual) 
recountとmachine 
recountがある
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red state 多数が共和党に投票する州

reduce taxes 税金を軽減する

Representative 下院議員

Republican Party 共和党

resident スパイ

resounding 
victory

圧勝。「圧勝する」は
achieve a resounding 
victory

rig 不正操作する

right wing 右派

running mate

大統領選における副大統
領のように、ペアになっ
た候補者のうち下位の候
補者を指す

Rust Belt

ラストベルト。ミシガン
州、ウィスコンシン州、
ペンシルベニア州などの
鉄鋼や石炭、自動車など
の主要産業が衰退した五
大湖の周辺に位置する旧
工業地帯

silent voters 
(supporter) 隠れトランプ支持者　

Sen. Senatorの短縮形

Senator 上院議員

Sleepy Joe
寝ぼけたジョー。トラン
プがバイデンを指す言い
方

Social Media 
Influencers インフルエンサー

socialist 社会主義者
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Speaker of the 
United States 
House of 
Representatives

下院議長

Super PAC

特別政治行動（活動）委
員会。アメリカの政治資
金管理団体。無制限に
資金を集めることがで
きる。PACは Political 
Action Committee

Super Tuesday
大統領選挙の候補者指名
争いでヤマ場となる火曜
日のこと

superdelegate(s)

特別代議員。米大統領選
の公認候補を選ぶ全国党
大会で、候補決定の投票
を行う代表。各地の予備
選・党員集会で選出され、
その結果に拘束される一
般代議員と、議員や党幹
部から成る特別代議員で
構成されている

superspreader

超拡散人、他人に対して
強力な感染源となる患者。
ホワイトハウスの職員や
式典の出席者の間で新型
コロナウイルスの感染が
続々と確認され、感染者
は 10月 7日時点で 22
人になった。単なるクラ
スター感染ではなく、普
通より大量にウイルスを
ばらまかれたことが原因
で、トランプ大統領がそ
のスーパースプレッダー
ではないかと疑われた。
フェイクニュースの超拡
散人とも言われる

Supreme Court 最高裁

Sun Belt
サンベルト。アリゾナ州、
フロリダ州、ノースキャロ
ライナ州などの南部の州
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swing states

激戦州。過去の選挙の例
を見ても、民主党の共和
党と民主党それぞれの支
持率が拮抗している州。
よく言われるのが、フロ
リダ、ミシガン、ペンシ
ルベニア、オハイオだ
が、情勢によって変化
する。purple states、
battleground statesと
も言う

swing vote 浮動票。swing voterは
浮動票の層の人 

tax payer 納税者 

tax policies that 
are directed 
primarily at those 
who are doing well

主として成功を収めてい
る人たちに向けられてい
る税制

term 任期

testifying 
in front of a 
congressional 
committee

議会の委員会の前で証言
する

townhall meeting 市民との対話集会

turnout 投票者総数

two-party 
system 二大政党制

U.S police union 全米警察官組合

UAW 
(United Automobile 
Workers)

全米自動車労組

undervote 無効票

undocumented 
immigrant(s)

非合法移民。最近、
illegal（不法）よりも
undocumentedのほう
が使われる傾向がある 
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unilateralism 一国主義、単独行動主義

United States 
Senate

合衆国上院。上院議
長（President of the 
Senate）は副大統領が
兼任する。

veto 拒否、不承認

victory 
declaration 勝利宣言

victory speech 勝利演説

vote 投票（する）

vote counting 開票

voter fraud 不正投票

vote recount 票の再集計

voter registration 有権者登録

voter 
suppression

ライバル陣営の支持者が
投票に行かないよう誘導
すること

voting right 選挙権

We’re X days 
away from 
Election Day

選挙まで X日

white supremacy 白人優越主義

will be off 暮らしがよくなる

winner-take-all 
(system) 勝者総取り (方式）

woke 社会・政治性を意識して
いること

wokeness 社会意識の初心者的暴走。
からかいの意味を含む

working families 勤労者世帯
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