
 

 

「アメリカ 50 州の特徴：南部編パート①」 
CIR レポート３月号：アメリカ 

ティナ・サトウ 

 

1. デラウェア 

 デラウェアという名前は、バージニア植民地初代総督のデ・ラ・ワー卿にちなんで名

付けられた湾と川に由来している。 

 アメリカ合衆国憲法に署名した最初の州であったため、最初の州と呼ばれている。 

 ジョー・バイデン出身地。 

 

 

2. メリーランド 

 メリーランドは、独立戦争中に勇敢に戦った「メリーランドライン」と呼ばれる 400

人の兵士を称えるために、オールドライン州（古き戦列の州）という愛称が付けられ

た。 

 黒人奴隷をひそかに逃がした地下鉄道の女性指導者のひとり、ハリエット・タブマン

の出身地。 

 公式デザートはスミスアイランドケーキ（スポンジケーキとチョコレートアイシング

の層が９つあるケーキ）。 

 

※ 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. ウエストバージニア 

 ウエストバージニア州はアパラチア山脈地域の州であり、平均標高がミシシッピ川の

東にある他のどの州よりも高いため、山の州と呼ばれている。 

 「カントリーロード」の原曲はウエストバージニア州を舞台にしている。 

 
 

4. バージニア 

 北アメリカで最初に建設されたイギリスの植民地であるジェームズタウンは現在のバ

ージニア州に位置する。 

 1776 年に独立宣言を起草したトーマス・ジェファーソンはバージニア州出身。 

 

 

5. ノースカロライナ 

 ノースカロライナ州には、2 つの異なるタイプのバーベキュースタイルがあるため、

バーベキューに関連するいくつかの法律と法案がある。 1 つのバーベキュースタイル

はレキシントンスタイルで、もう 1 つはイースタンスタイル。レキシントンスタイル

は、豚肩肉を使用し、トマト、酢、赤唐辛子のフレークから作られた赤いディップに

付けて食べる。イースタンスタイルは、酢とペッパーソースを使った豚丸焼きスタイ

ルのバーベキュー。 

 



6. サウスカロライナ 

 1861 年に始まった南北戦争に至るまでの数年間、合衆国を最初に脱退した州。1868

年にアメリカ合衆国に復帰した。 

 サウスカロライナ州は、独立戦争中に砲弾の衝撃を吸収できるパルメットヤシの木材

で砦を建設したことにちなんで、パルメットヤシ州と呼ばれている。 

 

 

7. ジョージア 

 ジョージ 2 世にちなんで名付けられた。 

 桃の州というニックネームは、桃栽培の歴史に由来している。チェロキー族は 1700

年代半ばに桃を栽培し、今ではジョージア州は米国で 3 番目に大きな桃の産地。 

 1945 年にジョージア州は法定投票年齢を 21 歳から 18 歳に引き下げた最初の州にな

った。 

 

8. フロリダ 

 フロリダは、スペイン語で「花の場所」を意味する「ラ・フロリダ」と最初に名付けら

れた。 

 サンシャインステート（陽光の州）が愛称。 

 ヘミングウェイが 10 年間住んでいた家はキーウェストにある。 

 アメリカで最も柑橘系の果物を生産している。 

 



1. Delaware 

 The name Delaware is taken from the bay and river in its land named after Virginia’s 

governor, Lord De La Warr.  

 It is nicknamed the First State because it was the first state to sign the U.S. Constitution 

 Birthplace of Joe Biden 

 

2. Maryland 

 Maryland was given the nickname the Old Line State to honor the “Maryland Line” 

soldiers who served courageously during the Revolutionary War.  

 Birthplace of Harriet Tubman  

 The official dessert is Smith Island Cake 

 

3. West Virginia 

 West Virginia is a state in the Appalachian Mountain region and is nicknamed the 

Mountain State as its average elevation is higher than any other state east of the 

Mississippi River  

 Take me Home, Country Roads by John Denver is set in West Virginia  

 

4. Virginia 

 Virginia is home to Jamestown, the first English colony founded in North America 

 Thomas Jefferson, who wrote the Declaration of Independence in 1776 was born in 

Virginia.  

 

5. North Carolina 

 North Carolina has a few laws and bills related to BBQ because it has two distinct types 

of BBQ styles. One being Lexington Style and the other being Eastern Style. Lexington 

style uses the pork shoulder portion of the pig and seasons it with a red dip made from 

tomatoes, vinegar, and red pepper flakes. The Eastern style is a ‘whole-hog’ style BBQ 

with a vinegar and pepper sauce.  

 

6. South Carolina  

 It was the first state to leave the Union in the years leading up to the Civil War, which 

started in 1861 and rejoined the United Stated in 1868.  

 South Carolina is nicknamed the Palmetto State after its state tree sabal palmetto which 

were used to build forts during the Revolutionary War for its soft wood that could 

absorb cannonball impacts.  

 



7. Georgia  

 Named after King George II 

 The nickname Peach State comes from its history of producing peaches. The Cherokee 

people grew peaches in the mid-1700s and today Georgia is the third biggest producer 

of peaches in the United States 

 In 1945, Georgia became the first state to lower the legal voting age from 21 to 18. 

 

8. Florida  

 Florida was first named ‘La Florida’ which means “place of flowers” in Spanish.  

 Nicknamed the Sunshine State 

 Ernest Hemingway’s house which he lived in for 10 years is located in Key West.  

 Produces about the most citrus fruits in the United States.  

 

 


