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１．ミシガン州 

 5 大湖のうちの４つと接し、沿岸は 5,260 キロに及ぶことから「5 大湖の州」の愛称

がある。 

 1900 年の直前、自動車メーカーのランサム E.オールズとヘンリー・フォードがデト

ロイトで車をたくさん製造していたことから、今でもミシガン州デトロイト市は「モ

ーターシティ」と呼ばれている。 

 

２．オハイオ州 

 州木のトチノキの実の異名である牡鹿（Buck）の目（Eye）から「バックアイの州」

と呼ばれている。 

 １７世紀、ビーバーの毛皮を巡って、先住民とフランスの間で争いが起こった歴史が

あり、史上最も残虐な戦闘といわれた。 



 

３．インディアナ州 

 ニックネームの「フージアの州」の由来は諸説あり、1820 年代にインディアナの丘陵

地帯に住む人々を表すために使われていたと言われ、田舎者や働き者など複数の意味

を持つ。 

 インディアナは、ヨーロッパ人が到着したときにそこに住んでいたインディアンと呼

ばれるアメリカの先住民にちなんで名付けられた。 

 マイケルジャクソンの出身地 

 

 

 

４．イリノイ州 

 州内のほとんどがプレーリーと呼ばれる豊かな平原のため「平原の州」と呼ばれてい

る。 

 ウォルト・ディズニーの出身地。 

 イリノイ州シカゴ市で 1871 年に大火事の災害が発生した。しかし、シカゴ大火の後

の再開発により、シカゴは世界初の高層ビルを含む近代的な都市になった。 



 

５．ウィスコンシン州 

 「穴熊の州」の愛称で呼ばれているが、これは州全体に住んでいる、穴熊にちなんで

名付けられたものではない。実は、19 世紀にウィスコンシンの丘に切り込みを入れて

鉛を見つけ、洞窟で眠った鉱山労働者の行動が、穴熊が巣穴を掘る行動と同じことか

らつけられた愛称だった。 

 

 

 

 

６．ミネソタ州 

 ミネソタの愛称「北極星の州」は、1861 年に採用された州のモットーである「北の

星」を意味するフランス語の「L’Etoile du Nord」に由来している。 

 最も信頼できる医療機関といわれ大統領や資産家が通うメイヨー・クリニックはイギ

リス人医師のメイヨー親子が１９世紀にミネソタ州ロスチェスター市で開設。 

 

 

 

 

 



１．Michigan  

 It is called the "Great Lakes State" because it borders on four of the Great Lakes and the 

coastline stretches for about 5,260 kilometers. 

 Just before 1900, automakers Ransom E. Olds and Henry Ford built many cars in 

Detroit, so it is still called "Motor City". 

 

２．Ohio 

 It is called the "Buckeye State" because of prevalence of buckeye trees within its 

borders.  

 In the 17th century, there was a conflict between the Native Americans and France over 

beaver fur, and it was said to be the most brutal battles in their history. 

 

３．Indiana 

 There are various theories about the origin of the nickname “Hoosier State”, and it 

seems that it was used to describe people living in the hills of India in the 1820s 

 Indiana was named after the American Indian tribes who lived there when Europeans 

arrived. 

 Birthplace of Michael Jackson 

 

４．Illinois  

 It is called the "Prairie State" because of its abundant prairie grass. 

 Birthplace of Walt Disney 

 A disaster struck in 1871, when a major fire broke out in Chicago, Illinois. However, the 

reconstruction following the Great Chicago Fire made Chicago into a modern city, as it 

became the home of the world's first skyscrapers. 

 

５．Wisconsin  

 Though badgers live throughout Wisconsin, the animal isn’t the reason for the 

nickname "The Badger State". It got its’ nickname for the behavior of the 19th century 

miners who cut a into the hill of Wisconsin in the to find lead and slept in caves they 

dug nearby- just the way badgers burrow to create dens. 

 

６．Minnesota  

 Minnesota's nickname, "The North Star State," is derived from the French motto 

"L'Etoile du Nord," meaning “the star of the north.” 



 The Mayo Clinic, which is said to be the most reliable medical institution in America, 

was established in Rochester, Minnesota in the 19th century by British doctors, the 

Mayo family.  


