
 

 

「アメリカ 50 州の特徴：北東部編」 
CIR レポート 12 月号：アメリカ 

ティナ・サトウ 

 

 

1． ニューヨーク 

 ニューヨークはイギリスのヨーク公にちなんで名付けられた。多くの専門家は、ジ

ョージワシントンがニューヨークを「帝国の本拠地」と呼んだことから、この州は

エンパイアステート（帝国の州）と呼ばれていると信じられている。 

 トム・クルーズの出身地。 

 

 

2． ニュージャージー 

 ニュージャージーは、1876 年に大量の食料が栽培されていたため、ガーデンステ

ート（庭の州）と呼ばれている。 

 500 以上のダイナー（大衆食堂）があることからダイナーの都と呼ばれている。 

 大ヒット映画「ジョーズ」はニュージャージーの浜で実際に起きた 1916 年のサメ

事件に着想を得た話だと言われている。 

 ホイットニー・ヒューストンの出身地。 

 

※ 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． ペンシルベニア 

 ペンシルベニアはラテン語の組み合わせで、「ペンの森」を意味する。名前は彼の父

を称えるためにウィリアム・ペンによって名付けられた。 

 炒めた肉と溶かしたチーズを挟むフィラデルフィアチーズステーキの発祥の地。 

 リンカーンが「人民による政治」の有名なゲティスバーグ演説を行った場所。 

 

 

4． メイン 

 メイン州は、米国で最大の東部針葉樹である多くの白い松の木に敬意を表して、松

の木州というニックネームが付けられた。 

 「人生ゲーム」の原型を作ったミルトン・ブラッドレーの出身地。 

 海産物、特にロブスターが有名。 

 

 

5． ニューハンプシャー 

 イギリス人のジョンメイソンは、彼が少年の頃住んでいたイギリスのハンプシャー

郡にちなんでニューハンプシャーと名付けた。彼は土地の開発に投資したが、ニュ

ーハンプシャーに行くことはなかった。 

 消費税ゼロで買い物が楽しめる。しかし、燃料税や資産税等があり、住民の税負担

はそれなりにある。 

 同性婚を早期に認めた州。 



 

 

6． バーモント 

 バーモントの名前は、「緑」を意味する vert と「山」を意味する mont の 2 つのフ

ランス語から来ている。 

 アメリカの 50 州で唯一マクドナルドがない。 

 環境保護の点から道沿いに広告看板を設置することを 1968 年から法律で禁止され

ている。 

 バーニー・サンダースの出身地。 

 

 

7． マサチューセッツ 

 州のニックネームである「入り江の州」は、その多くの入り江または、土地を植民地化

するために勅許状を与えられたマサチューセッツ入り江会社から由来すると言われて

いる。 

 チョコレートチップクッキーの発祥地。 

 年に一度はニュースで「穴だらけの道問題」が取り上げられる。 

 ベンジャミン・フランクリンやジョン・F・ケネディの出身地。 



 

8． ロードアイランド 

 ロードアイランドは、640 ㎞以上の海岸線があるため、オーシャンステート（海洋

の州）と呼ばれている。州内の誰もが海まで車で 30 分以内に住んでいる。 

 インスタントコーヒー、砂糖、コーンシロップと牛乳を混ぜた「コーヒーシロップ」

がロードアイランドのソール・ドリンク 

 

 

9． コネチカット 

 「コネチカット」という名前は、ネイティブアメリカンの言葉である「quinatucquet」

に由来し、大まかに「長い感潮河川のそば」を意味する。これは、州の中央を流れ

るコネチカット川を指す。 

 アメリカの州の中で世帯収入の高さがトップクラス。コネチカットから職場のニュ

ーヨークに通うのが高収入の人のステータスである。 

 

 

 



Characteristics of the 50 states：Northeastern Edition 

 

1. New York 

 Named after the British Duke of York. Experts believe it’s nicknamed the Empire 

State because George Washington called New York “the seat of the Empire.” 

 The birth place of Tom Cruise.  

 

 

2. New Jersey  

 In 1876, New Jersey was nicknamed the Garden State for the huge amount of food 

grown there during that time. 

 It is called a diner state because there are over 500 diners.  

 The movie Jaws is said to have been inspired by an actual shark accident that occurred 

in 1916 along the cost of New Jersey.  

 The birthplace of Whitney Huston.  

 

3. Pennsylvania  

 The name Pennsylvania combines the Latin words that together mean “Penn’s 

woods.” The name was created by William Penn to honor his father. 

 It is the home of the Philly Cheese Steak which is a sandwich with grilled meet and 

melted cheese. 

 The state where the Gettysburg address by Abraham Lincoln took place. 



 

 

4. Maine 

 Maine was nickenamed the Pine Tree State to honor its many white pine trees, which 

are the biggest eastern conifers in the United States. 

 The birthplace of Milton Bradley who made the very first model of the boardgame, 

The Game of Life.  

 Famous for sea food, especially lobster.  

 

 

5. New Hampshire 

 John Mason, an Englishman named New Hampshire after Hampshire county in 

England where he’d lived as a boy. He invested in building on the land, but never 

went to see it.  

 Enjoy shopping at 0% sales tax. However, there is still fuel tax and property tax for 

the residents.  

 One of the first states to approve same-sex marriage.  



 

 

6. Vermont 

 Vermont’s name comes from two French words: vert, which means “green,” and mont, 

which means “mountain.” 

 The only state without a McDonalds. 

 Banned billboards along the road to protect the environment. This has been set since 

1968.  

 The birthplace of Bernie Sanders.  

 

 

7. Massachusetts 

 The state’s nickname the Bay State may originate from its many bays, or it might 

refer to the Massachusetts Bay Company, which was given a royal charter to colonize 

the land. 

 The home of the chocolate chip cookie 

 At least once a year, the news picks up how the roads are terrible and full of holes.  

 The birthplace of Benjamin Franklin and John F. Kennedy.  



 

8. Rhode Island 

 Rhode Island is nicknamed the Ocean State because it has more than 400 miles of 

coastline. Everyone in the state lives within a half-hour drive to the sea. 

 The coffee syrup, is a traditional Rhode Island drink made with instant coffee, sugar, 

coffee syrup, and milk.   

 

 

9. Connecticut  

 The name "Connecticut" comes from a Native American word, quinatucquet, roughly 

meaning "beside the long tidal river." It refers to the Connecticut River, which cuts 

through the middle of the state.                                                    

 One of the richest states. It is considered a status of wealth for the rich to go to work 

to New York from Connecticut.  

 

 

 

 


