
 

「知ってビックリ！アメリカの１０の事」 
CIR レポート 7 月号：アメリカ 

ティナ・サトウ 

1. 現在使われている旗は、当時高校２年生であっ

たロバート・G・へフトによってデザインされ

ました。 1958 年に学校の宿題として出され、

B-（5 段階中４）の成績を付けられましたが、

彼の教師は、もし合衆国議会に彼のデザインが

選ばれたら、成績を再考することを約束しまし

た。見事に彼のデザインは選ばれ、1959 年には

正式なアメリカの旗として起用されました。 

2. アメリカ人の 8 人に 1 人はマクドナルドで働く経験を持つと言われています。したがっ

て、有名になる前の芸能人を雇っていたことは珍しくありません。 

3. 一番最近アメリカの州として加わったのがハワイです。1959 年 8 月 21 日に 50 番目の

州となりました。 

4. アイダホ、アイオワ、カンザス、モンタナ、ネブラスカ、ノースダコタ、オクラホマ、

サウスダコタ、ワイオミングの九つの州では人間よりも牛が多いです。 

5. ホワイトハウスに住んだ最初の大統領は、アメリカの最初の大統領、ジョージ・ワシン

トンではありません。ワシントンはホワイトハウスの建設を見守りましたが、アメリカ

の 2 番目の大統領であるジョン・アダムスと彼の妻アビゲイルが最初に居住しました。 

6. 統計上、アメリカで最も危険な仕事は大統領です。 45 人中 4 人（エイブラハム・リン

カーン、ジョン・F・ケネディ、ジェームズ・ガーフィールド、ウィリアム・マッキンリ

ー）が暗殺され、4 人が自然死（ウィリアム・ハリソン、ザカリー・テイラー、ウォレ

ン・ハーディング、フランクリン・ルーズベルト）しました。約 18 パーセント、5 人に

1 人が大統領として働いているときに亡くなっています。 

7. 毎日およそ 6.4 億キロのゴミが捨てられています。  

8. アラスカは 1867 年にロシアからおよそ 7.5 億円で購入されました。アメリカ 50 年で

7.5 億円の利益を上げ、良い買い物となりました。 

9. アメリカでは毎日約 40 万㎡（東京ドーム 1 個分）のピザが食べられています。そして、

宅配ピザの売り上げが一番伸びるのがスーパーボウルの時期です。 

10. 公用語はありません。 

 

画像出典：pixabay.com 

※ Facebook でレポートに関するアンケートを実施しています 

 ので、ご協力お願いします。 

https://ja-jp.facebook.com/cir.yamaguchi/ 



10 interesting facts about America 

 

1. The current US flag was designed by Robert G. Heft, who at the time was a junior in high 

school. It was for a school project in 1958, which was scored a B-. His teacher promised 

to reconsider his grade if the United States Congress was to accept the design – and they 

did! 

2. At some point, 1 out of every 8 Americans will work for McDonald’s. Therefore, it isn’t 

uncommon for them to have employed celebrities before their fame.  

3. Hawaii is the most recent state to join the US. It became the 50th state in August 21, 1959. 

4. In these 9 states; Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, 

South Dakota, and Wyoming have more cattle than humans.  

5. The first president to live in the White House was not the first president of America, 

George Washington. Although Washington did oversee the construction of the house, the 

second president of America John Adams and his wife Abigail were the first to reside there.  

6. Statistically, the deadliest job in America is the president. 45 men have held the title. Four 

of those men were assassinated in office (Abraham Lincoln, John F. Kennedy, James A. 

Garfield, and William McKinley), while four died of natural causes (William Henry 

Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding, and Franklin Delano Roosevelt). That's a rate 

of almost 18 percent, or nearly 1 out of 5 who died on the job.  

7. Around 1.4 billion pounds of trash gets thrown out in the United States every.  

8. Alaska was purchased from Russia in 1867 for $7.2 million. America made their money 

back in the 50 years that followed, making it a good buy. 

9. About 100 acres of pizza is consumed in America every single day. And the biggest spike 

in delivery sales of pizza occurs around the Super Bowl.  

10. There is no official language  

 

 

 

 

 

 

 


