２月度木曜例会（2014/02/06）
本日のゲストはおなじみMathew Allen Sawyer-Longさん。
(USA)タイトルはFrom Sea to Shining sea:Manifest destiny
and American dreams.彼は“妖怪、Heroes、The wizard of
Oz”に引き続き４度目の登場です。Dynamic actionですので
マイクは使いませんからと最初に断りを入れ、歯切れの良
いスピーチさあ始まり！！Americaに関してはいつでも話
せる、次に、次にと思っていたのですがずるずるとのびの
びに、そこで今日のテーマにしましたとの事です。
アメリカは何州ですか？50州です。面積の最大州は？アラスカ。では最小州は？ロードアイラ
ンド、大阪より小さく車で15分もあれば通り抜けられます。人口が多いのは？カリフォルニア。
では少ないのは？アラスカ、住民には助成金が出ます。カリフォルニアと日本どちらが大きい？
ほぼ同じ。有名国立公園は？ヨセミテ。国立公園を設定した大統領は？ルーズベルト。アメリカ
大陸に最初に来たヨーロッパ人は？Viking、字を持たず記録は無いがCanadaにViking townが残
っています。この様な滑り出しですが彼のメモによる本日のcontentsを記載しますので話の進行
に合わせ皆さん各自チェックしてみて下さい。
Part one Expansion
1) Expansion: How did the U.S. get so big?
1a. Early European, dreams of religious freedom self rule.
1b. A chance to own land, as opposed to be a tenant farmer. Own land, why not expand?
1c. Multicultural colony life.
2) Three stages to expansion.
Claim-(Our land on maps, but no power or people there) No Europeans. Other than
explorers and people “going on”
Territory-(People moving in, no official laws, U.S. land, but no voting right)
European settlers, looking to find land to farm, mine, or ranch. Wild West.
State-Full member of the U.S., voting rights, representation in government)
2a. How did the U.S. get the land? Lied,Cheated, stole, intimidated, killed, bought,
traded, negotiated.(mostly bloody)
2b. It is natural for the U.S. get to grow, and adopt lands close by.
3) From sea to shining sea! Mission accomplished. Now what?
Civil war survived, America to stay a single county.
Why did the U.S. buy Alaska in 1867? Hawaii 1898?
3a. Why not become a world power? Building of the cross continental railroads,
the Panama canal. Emergence as a true world power.
Part two. The American Dream and America after the WWⅡ
America is not only a world power, but THE power because of the atomic bomb.
Part three. Death of the Dream.
Civil rights, Women’s rights, Cold war, Red fear, Vietnam war. (betrayal of government)
Assassination of Kennedy, Nixon a criminal.
Loss of trust for most institution, missed education.

なにしろ 2 万年前から現在に至るまでのアメリカの歴史です。膨大ですのでどのような経過を
経て今日の強大な形になったのか、この際皆さん紐解きなおしてみては如何ですか？ここでは皆
さんがえっ！そうだったの、と言うリアクションが大きかったトレビアや、Mathew さんがこ
のポイントだけははずさないでね。と言う点をまとめて見ます。
１）1783～1853 年 Growth of the U.S.

２）本日のタイトル From Sea to Shining sea の意味
昨年３月 Colorado の Loveland 出身、James さんが Katherine Lee Bates の作った愛国歌
“America the Beautiful”について説明してくれました。From Sea to Shining sea は彼女が後に
other version として書いた歌詞の中に有ります。
Mathew さんの祖先は約 600 年前 Selam MA.に来ました。家族
の記録が残っています。どこに残されたのでしょう？Bible の
最後の箇所に生誕、没など克明に書かれていました。
３）Norman Rockwell について
また Mathew さん、アメリカの民衆を愛した画家、Rockwell
の絵画を多用していました。何点かを紹介すると右の絵は
Grandparents （ the greatest generation ） の 象 徴 、 happy
smiling family, family time and family vacations. Home,
fancy car, Sweet family image, nothing can go wrong.
Factories at full capacity, now used to make consumer goods.
TV in every home. WWⅡ後の American Dream の一面です。

White picket fence house も誰もが憧れた富の象徴でした。
左は黒人家族が隣に引っ越して来た絵です。子供たちの
あいだに走る緊張感、Social pressure to conform or fit
into image, or fake it.
黒人差別に対する当時としては痛烈な問題提起の絵で
した。
ま た 右 は Game called
because of rain. Oh No! It
looks like rain, be careful.
アメリカがいつまでも良い状態は続き
ませんよ！そろそろ注意したほうが良
いのではありませんか？警鐘を鳴らし
ています。
そして Death of the Dream. の時に突
入します。J.F.K は WASP (White Anglo-Saxon Protestant)では
なく Catholic, 富も家族も名誉もすべて手中に収めても It was
only a dream.

Society was too tight.でした。

４）Grandparents(the greatest generation)
Baby boomers_father, the lost generation
Gen X_Fuck everything, punk rock, social angst (1961~1981)
Gen Y_Need to DIY, globalistic, make own society? (1975~1989)
Millennials
Mathew さんの祖母、1955 年にイタリアに、そして 1973 年に帰国、その時のアメリカの変わ
り様に Culture shock を受けたそうです。女性のパワーが大きく変わっていました。私の時代は
こんなではなかったのに。
5）Manifest destiny(sub title)
Manifest destiny was an idea. American’s thinking. I want to go west. It is the power of God,
because down to me and I can move west. That is
manifest destiny. We must do it. It is going to Heaven.
この言葉は高校生レベルの歴史用語で一般的な言葉では
ありません。
トレビア
 1849 年 Gold rush. California の人口急増、白人黒人
メキシコ人、それに中国人。中国人のおかげで Bath
文化、Laundry 文化が根付く。アジアからボートで 1



～2 ヶ月かけて渡航、その際ライムを木のまま運び病気を予防した。
51、52 番目のアメリカの州は？maybe,maybe,maybe プエルトリコ、グアム？



女性フェミニスト運動のスタートは中流クラスの白人女性でした。

さあ、次のテーマも決まりましたね。George Chakiris 張りのダンス、good!でした。皆でお待ち
申し上げます。

