
 

 

「アメリカ 50 州の特徴：南部編パート②」 
CIR レポート 6 月号：アメリカ 

ティナ・サトウ 

 

1. ケンタッキー 

 ケンタッキー州のニックネームは「ブルーグラス州」です。これは、ブルーグラ

スが州全体の多くの芝生や牧草地（レキシントンとルイビルの大都市圏を含むケ

ンタッキー州北部）で見られることに基づいています。 

 バーボンウィスキーの発祥地 

 

 

2. テネシー 

 いくつかの印象的なボランティア活動から「ボランティア州」というニックネー

ムがつけられました。 1812 年の米英戦争中、推定 2 万人の軍隊が自発的に戦

い、1846 年には、3 万人のテネシー人が米墨戦争に参加しました。 

 州の動物はアライグマです。 

 

※ 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/ 



 

3. アラバマ 

 アラバマ州モンゴメリーが最初の南軍の首都だったため、アラバマ州は「南部の

中心の州」と呼ばれています。 

 1950 年代と 60 年代には、公民権運動の中心でした。ローザ・パークスがバスの

座席をモンゴメリーの白人男性に譲ることを拒否したのを始まりに人種的分離に

対する多くの抗議が続きました。この多くをキング牧師が指導しました。 

 ヘレンケラーの生誕地 

 

 

4. ミシシッピ 

 ミシシッピ州はミシシッピ川にちなんで名付けられました。ミシシッピは「大き

な川」を意味する先住民のオジブウェ語に由来しますが、オジブウェの人々はこ

の地域の出身ではありません。オジブウェの人々は川が始まるミネソタ州北部に

住んでいました。 

 ロックの王様、エルビス・プレスリーはミシシッピ州で生まれました。 

 



 
5. アーカンソー 

 アーカンソー州は、その美しい湖、川、山、そして野生生物にちなんで、「自然の

州」と呼ばれています。 

 アーカンソーのクレーター・オブ・ダイヤモンドは一般の人が火山起源の場所で

本物のダイヤモンドを採掘できる数少ない場所の 1 つです。ちなみに、2015 年に

は 8.52 カラットのダイヤモンドが見つかりました。 

 

     

6. ルイジアナ 

 ルイジアナは、1862 年にフランスの土地と主張するため、ルイ 14 世にちなんで

名付けられました。 

 ニューオーリンズの街は 1718 年に設立された数年後、多くのアフリカ人が奴隷と

して街に連れてこられました。アフリカ、フランス、スペインの影響が混ざり合

って、ルイジアナ、特にニューオーリンズの街では独特の文化が生まれました。 

 



 

7. オクラホマ 

 1830 年代、多くのネイティブアメリカンは、東部の故郷を離れ、現在のオクラホ

マ州に移住することを余儀なくされました。 

 1889 年、入植者はオクラホマの一部を、自分の土地として主張することが許可さ

れました。しかし、領土が正式に開放される前に、抜け駆けしてその場所にたど

り着くことができた人もいました。彼らは「Sooners（抜け駆け移住者）」と呼ば

れ、州のニックネームである「Sooner の州」の由来になりました。 

 ショッピングカートはオクラホマで発明されたと言われています。 

 

 

8. テキサス  

 テキサスは、1836 年にテキサス共和国がメキシコからの独立国であると宣言した

ときに、星が 1 つ付いた旗を掲げたため、「ひとつ星の州」と呼ばれています。 

1845 年に 28 番目のアメリカの州として合衆国に加わりました。 

 ビヨンセの出身地。 

 

 



50 States of America: Southern States Part 2 

 

1. Kentucky  

 Kentucky's nickname is The Bluegrass State. This is because bluegrass is found in 

many of the lawns and pastures throughout the state (particularly in the northern 

part of Kentucky - including the metropolitan areas of Lexington and Louisville). 

 Birthplace of Bourbon 

 

2. Tennessee  

 The nickname Volunteer State comes from the impressive volunteer work during 

the War of 1812 (an estimated 20,000 troops volunteered to fight), and in the 

Mexican-American War of 1846 (30,000 Tennesseans enlisted). 

 

3. Alabama  

 Called the Heart of Dixie because Montgomery, Alabama, was the first Confederate 

capital. 

 In the 1950s and 60s, Alabama was at the center of the civil rights movement. Rosa 

Parks, remembered for the important role she played in the civil rights movement, 

refused to give up her seat on a bus to a white man in Montgomery sparking many 

protests against segregation. These protests were often led by Martin Luther King, 

Jr. 

 Birthplace of Helen Keller. 

 

4. Mississippi  

 Mississippi, meaning “big river,” comes from the Ojibwe language. The state is 

named after the Mississippi River, and the Ojibway lived in northern Minnesota 

where the river begins. 

 The King of Rock, Elvis Presley was born in Mississippi 

 

5. Arkansas  

 Arkansas is nicknamed the Natural State because of its beautiful lakes, rivers, 

mountains, and wildlife. 

 Crater of Diamonds is one of the only places in the world where the public can 

search for real diamonds in their original volcanic source. A recent notable find was 

a 8.52-carat diamond found in 2015. 

 



6. Louisiana  

 Louisiana was named after King Louis XIV when the land was claimed for France in 

1862. 

 The city of New Orleans was founded in 1718, and just a few years later many 

African people were brought to the city as slaves. The mix of African, French, and 

Spanish influences gave Louisiana, and particularly the city of New Orleans, a 

unique culture. 

 

7. Oklahoma  

 Many Native Americans were forced to leave their homelands in the eastern United 

States and relocate to present day Oklahoma in 1830. 

 The state’s nickname, Sooner State comes from the name given to the settlers that 

raced into parts of Oklahoma when they were allowed to claim land for themselves 

in 1889 before the territory was officially open to them.  

 The first shopping cart was invented in Oklahoma 

 

8. Texas  

 Texas is nicknamed the Lone Star State because in 1836, when the Republic of Texas 

declared itself an independent nation from Mexico, it flew a flag with a single star on 

it. Texas became the 28th state of America in 1845. 

 Birthplace of Beyoncé  

 


