（ア）から（コ）の１０個の選択肢から（

）にもっとも適当なものを選びなさい。マークシ

ートを二列ずつ使用し、回答が（エ）の場合は奇数行のｄをマークします。また、回答が（キ）
の場合は偶数行のｂをマークします。

A. 紀元前２万５千年から１万２千年頃、
（１，２）ベーリング海峡をわたりアジアから移住し、
南北アメリカ大陸に定住していた人々は、その後ヨーロッパからやってきた人々に Indians と呼
ばれた。彼らは北米では５００の部族が統一体を作らず、言語的にも同質ではなかった。
インディアンの口承詩は（３，４）日常生活に必要なものだ。病気治療のまじない、戦いにお
もむく前の先勝祈願の歌、豊作祈願や雨ごい、狩りの獲物を祈願の歌、恋人を得るためのうた、
鎮魂の歌であった。また宇宙の目に見えない霊との交流、対抗、超自然の能力を獲得するための
呪術的媒介でもあった。もっとも原初的な詩人としての（５，６）シャーマンは、超自然的ヴィ
ジョンを見る。このことはインディアンにとって成人の儀式として重要な意味を持つ。「彼らの
歌とは、人間と、宇宙の中の目に見えない存在との間に交わされる伝達の手段なのだ」鳥獣、山
川草木と人間との間の区別のない思想を（７，８）animism と呼ぶ。この思想は「自己と自愛に
満ちた環境とが同一物だという認識」
、であり、彼らは日本人と共通する思想を持っていたとい
える。また演じる芸術-performing art としての側面も近年注目される。物語の本質を変えない
範囲で、パフォーマーが創造力を発揮することが許され、
（９，１０）伝承文化が再生されつつ
継承される。
アメリカ文学のなかでのインディアンの口承詩は長らく認められなかった。原因は白人のイン
ディアンへの残虐行為への罪の意識がはたらいたことと、文字のない口承文学への蔑視が考えら
れる。アメリカ政府は独立以来、先住民に対して残虐な行為を繰り返してきた。国民に土地を開
放する方策として、公有地条例（１７８５年）が施行され、北西部の土地をインディアンの存在
を無視して（１１，１２）白人入植者へ切り売りし始めた。米英戦争（１８１２年）後は、南東
部諸州は入植者からの先住民保有地の獲得要求に応じて、先住民から土地を奪取した。さらにイ
ンディアン強制移住法（１８３０年）により、（１３，１４）東部先住民をミシシッピ川以西に
排除した。このようなことが、1890 年、ｳｰﾝﾃﾞｯﾄﾞニー虐殺事件まで続き、合衆国政府による先
住民平定は完了する。
この間、先住民文明化もすすんだ。福音主義プロテスタント伝道協会は、１８世紀末から先住
民へ布教を開始した。彼らの思想背景には、
（１５，１６）先住民を道徳的劣等者とみる傾向が
あった。白人への土地割譲への対策として、農業、手工業教育により、先住狩猟民へ食べていく
手段を先住民に与えた。
一方、先住民も伝統の改変を回避し、文化の多様性を守るため、居留地からの逃亡により伝統
的生活を守ろうとした。政治機構を作り、憲法を制定、文字を開発し新聞発行し、白人勢力に対

抗することもあった。
１６０７年、
（１７，１８）GOLD を求めて、イギリスからやってきて Jamestown を建設した人々
は、悲惨な植民生活を送り始めた。彼らを全滅から救ったのは近くに住む友好的なインディアン
の協力があったからだ。この（１９，２０）Virginia 植民地では、インディアンに教えられた
tobacco 栽培で莫大な利益を上げることになった。こうしてイギリス本国経済政策の一環として
利益追求型の植民地が創設された。

ア：Virginia 植民地、イ：GOLD、ウ：先住民を道徳的劣等者とみる、
エ：白人入植者へ切り売りし始めた、オ：伝承文化、カ：日常生活、キ：animism、
ク：シャーマン、ケ：ベーリング海峡、コ：東部先住民をミシシッピ川以西に排除した、

B. １６２０年、（２１，２２）GOD を求めて Plymouth に（２３，２４）Pilgrim Fathers と呼
ばれる Puritans が到着した。彼らはイギリスで King James I の圧制下で理想実現のため別天地
を求めた人々で、分離派 Separatist と呼ばれる。
後に、彼らを吸収しマサチューセッツ植民地を開いた John Winthrop を指導者とする一団はイ
ギリス国教会の中にとどまった正当派ピューリタンであった。正当派ピューリタンたちは
（２５，
２６）厳格な政教一致の政治システムを敷き、他派を迫害した。この指導者の書いた『キリスト
教の慈愛の模範』
には、
（２７，
２８）
世界から仰ぎ見られる理想の社会、
the City upon the Hill、
を建設しようとしたことが記されている。一方で、激しい思想統制を行い、異教徒を追放した。
彼らはイギリス国教会内にとどまった anti-separatist だった。（２９，３０）The Half-way
Covenant(１６６２年)により、教会員の子どもたちが 悔悛の経験を持たなくても、 教会員たる
資格と彼らの子どもの洗礼を許可する妥協案を取り入れたことで、ピューリタニズムは衰退し始
めた。
ピューリタニズム衰退の原因は、経済面での発展もあげられる。人口増加に伴い、北部の貿易
商業主義、南部での黒人奴隷を使ったプランテーション農業がそれぞれ発展した。裕福になり始
めるとともに、
（３１，３２）社会に世俗的傾向が強まったのだ。
また、思想面では、１７世紀末から１８世紀にかけて、世界を合理的に観察し、自然現象を科
学的に解釈する傾向が強くなったことも原因として考えられる。Issac Newton の物理学と John
Locke の経験哲学を柱とする（３３，３４）啓蒙思想が、絶対的な神の主権を主張する（３５，
３６）カルビン主義思想を弱体化したからだ。そしてキリスト教から人間の理性で理解できない
自然現象を排除し、世界を神の創造した完璧な機械と考えるようになる。ピューリタニズム衰退
を決定づけた事件は、１６９２年、Salem での（３７，３８）魔女狩り裁判 Witchcraft Trial
である。

この衰退に待ったをかけようとしたのは、Jonathan Edwards だ。１７３４ー３５、１７４０
ー４３年にかけて、カルビニズム復活を目標として行った彼の運動は大覚醒, Great Awakening
と呼ばれる。神との甘美な一体感を説く。”an angry God”の御手のなかに、信仰心の薄いものの
運命はゆだねられていると主張。神の恐ろしさ、地獄を見せることによりニューイングランドの
人々の信仰心を目覚めさせようとした。
恐怖と美を一体化させた彼の著作は、後に Wieland; Or The Transformation の作家、（３９，
４０）Charles Brockden Brown に影響を与えた。

ア：Charles Brockden Brown、イ：魔女狩り裁判 Witchcraft Trial、
ウ：社会に世俗的傾向が強まった、エ：厳格な政教一致の政治システム、
オ：世界から仰ぎ見られる理想の社会、カ：The Half-way Covenant(１６６２年)、
キ：カルビン主義思想、ク：Pilgrim Fathers、ケ：GOD、コ：啓蒙思想、

C.

彼はアメリカ独自の題材を用いて（４１，４２）Gothic Romance を書いた。このジャンル

は人間の心の暗黒部に光を当て、独特の Sublime(崇高)というイマジネーションをアメリカ文化
に根付かせることになった。Sublime とは、安全な状態で危険や無限性を知覚するとき感じられ
る感情だ。快と苦をともに感じるときの悦楽で、サド・マゾに通じるものがある。アメリカ最初
の職業的小説家として後のポーやホーソンの先駆となった。彼の小説は、異常心理、暗い感情の
緊張、恐怖、殺人などの犯罪、そのほか異常なできごとの写実的描写を特色とする
1706-90 年の間の（４３，４４）宗教の世俗化と啓蒙主義の台頭をもっともよくあらわす人物
は、理性を重視した Benjamin Franklin である。”the most acceptable service of God was the
doing good to man; that our souls are immortal; and that all crimes will be punished, and
virtue rewarded, either here or hereafter.”と『自伝』の中に述べた。そして、彼はピュー
リタン精神の中の勤勉や節約という（４５，４６）精神主義と、啓蒙思想の中の合理主義を合体
させたアメリカ独自の価値観の誕生に寄与した。彼の思想をもっともよく表現した著書は Poor

Richard’s Almanac である。
この時期のアメリカ文学を代表するのは、最初の女性詩人（４７，４８）Anne Bradstreet が
あげられる。厳格なピューリタンの家系出身で、アメリカで牧師と結婚し、８人の子供を育てな
がら、詩を書いた。彼女の作品には、日常生活、個人的な感情と、ピューリタン的信仰心が現れ
ている。
英国は、1763 年にフランスとのフレンチ・インディアン戦争（７年戦争）に勝利し、カナダ
からフロリダにいたるミシシッピ川以東を獲得。軍隊を植民地に常駐させ広大な領土の統治にの
りだす。本国は統治に必要な経費捻出を目的とし、植民地に様々な課税をした。これを不服とし

た植民地人は「代表なしには課税なし」と、（４９，５０）Boston Tea Party（1773）をきっか
けに、植民地議会を成立させる（1774）。Thomas Jefferson（後の第三代大統領）を中心に「独
立宣言 The Declaration of Independence」を 1776 年 7 月 4 日に発表、アメリカ革命開始のは
じまりである。対英戦争に勝利し（1783）新国家誕生。人民主権と三権分立を軸とする合衆国憲
法を 1788 年発布し、議会を招集、（５１，５２）George Washington を初代大統領に選出した。
このとき、植民地人は王党派、改革派、中立派に分かれていた。独立の機運を一気に高めたのは、
Thomas Paine の著作（５３，５４）Common Sense だった。彼は著書で平明な文体で自由こそア
メリカが選択すべき唯一の道だとき、一般大衆に独立の意義を浸透させた。
ジェファソンがルイジアナをフランスより購入。ミシシッピ川以西への領土拡張が始まる。以
降、自然法にかない、なおかつ阻止してはならないとされた（５５，５６）
「Manifest Destiny
（明白な宿命）」を掲げ、イギリス、スペイン、メキシコからの割譲、併合、購入を繰り返し、
アリゾナ・メキシコ国境地帯購入（1853 年）まで北米大陸での領土拡張を続ける原動力とした。
Philip Freneau は、ロマン派の先駆けとなるこの時代の詩人だ。独立戦争、前後に愛国的詩
を書いて、（５７，５８）「アメリカ革命の詩人」と称された。
The Legend of Sleepy Hollow で有名な（５９，６０）Washington Irving や（次へ続く）

ア：Washington Irving、イ：Common

Sense、ウ：George Washington、

エ：Gothic Romance、オ：
「アメリカ革命の詩人」
、カ：宗教の世俗化と啓蒙主義の台頭、
キ：Boston Tea Party（1773）
、ク：精神主義、
ケ：
「Manifest Destiny（明白な宿命）」、コ：Anne Bradstreet、

D. The Last of the Mohicans を初めとする毛皮猟師とインディアンの友情を中心にした物語を
書いた（６１，６２）James Fenimore Cooper は、独立期のアメリカ独自の文学を作り上げる役
目を果たした。後者はヨーロッパで初めて認められたアメリカ人作家であった。前者のもう一つ
の作品 Rip Van Winkle は、２０年間 Catskill 山中で眠りこけた男の物語だ。主人公は現実世界
で、女房の尻に敷かれ、山の中へ逃げ出した。そこで男同士の遊びを経験し、２０年間夢うつつ
の時間を経験する。村に戻ると、彼の時代とともに苦難も終わりを告げている。この作品は、自
然を（６３，６４）アメリカ男性が自由に振る舞えるワンダーランドとして描いた初期の作品で
ある。
つづいて自然の中の男を描いた作家が後者だ。Leather-Stocking Tales の主人公、（６５，６
６）Natty Bumpo は、インディアンの相棒、Chingachgook と広大な森に生活する。彼らの領域に
開拓者が迫り、森林を伐採し農地を作り出すと、
（６７，６８）西に広がる奥深くの森へと逃げ
てゆく。文明にとらわれるのを嫌い、女性からの求婚からも逃れる。彼らは子孫を残すことはな

いが、文学的な意味での跡継ぎを残した。Mark Twain の Huckleberry Finn や Herman Melville
の Ishmael などが後継者である。彼らは広大な自然の中で永遠に生き続け、自己の本質的生き方
を貫くのだ。Chingachgook は、インディアンを Noble Savage として描いた最初の例でもある。
また、この作家がアメリカの自然を picturesque に描いた点も重要だ。この１８世紀末のイギリ
スで隆盛した美的態度は、崇高と美を融合し、荒々しさ、不規則性、突然の変化、想像力を刺激
する力などに特質があると定義されている。このように描かれた白紙としての西部は、（６９，
７０）アメリカの夢である無垢の神話をゆだねる場としてアメリカ人に理解されるようになる発
見された。
1783 年の対英戦争は少数の愛国者により戦われたが、1812ー14 年の第二次対英戦争は大多数
の国民が支持した。この戦争での勝利により、国民は英国に対する長年のコンプレックスを払拭
し、自信をつけた。経済的に自立し、連邦政府の権威を安定させ、独自の文化を主張する気風を
生んだ。南北戦争前の 30 年間はアメリカが繁栄と進歩に酔いしれ、自信に満ちて未来へ向かっ
ていた時代だ。
1829 年に Andrew Jackson が
（７１，
７２）西部出身者ではじめて大統領に当選する。
Jacksonian
Democracy は、この民主党の第 7 代大統領の、南北戦争までの治世や、その時代思潮をさす。こ
の時代、農民と労働者を地盤として、民衆の力が大きくなり、自由と平等が謳歌される。産業革
命と西部開拓の進展により、民主主義国家としての自信をつけた 1820 年代 30 年代に、
Transcendentalism のような、アメリカ独自の思想と文化を生み出す素地が整う。
（７３，７４）Ralf Waldo Emerson は著書「アメリカの学者」により、超絶主義を提唱した。
身の回りの物質界と精神界を超越し、あらゆる束縛を逃れた、自由な個人の魂を獲得し、直感的
に神や万物の真理の認識へ到達することを希求する。”Standing on the bare ground,--my head
bathed by the blithe air and uplifted into infinite space, --all mean egotism vanishes.
I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the currents of the Universal
Being circulate through me.”という一節には、
（７５，７６）自然と人間が一体となる境地が
表現されている。
超絶主義は、宗教の枠組みを越えた、人間主義的な理想主義や人生態度をさす。当時物質的に
なり金銭が支配する世界で、
人々の趣味は低俗化の一途をたどり人間存在の空虚感が社会に漂っ
ていた。超絶主義はそういった社会を改良する運動へも展開し、禁酒、奴隷解放、平和運動など
へ結びつく。また自分が絶対的な権威者となることで個人主義へとつらなり、全ての人がそれを
実践すれば（７７，７８）平等主義へと帰結する。
超絶主義者の一人（７９，８０）Margaret Fuller は、女性を対等に扱えば、知、情、意にお
いて男性におとらないと主張した。女性が成長し、知性が識別カを獲得し、魂の自由が妨げられ
ない条件を要求した。これは女性開放に先立つ女性の意識改革として意義深い思想だ。

ア：Margaret Fuller、イ：西部出身者ではじめて大統領に当選、
ウ：平等主義、エ：西に広がる奥深くの森へと逃げてゆく、オ：Natty Bumpo、
カ：James Fenimore Cooper、キ：アメリカの夢である無垢の神話をゆだねる場、
ク：Ralf Waldo Emerson、
ケ：アメリカ男性が自由に振る舞えるワンダーランドとして描いた、
コ：自然と人間が一体となる境地、

E. 彼女の思想に続くように Feminism 第一の波が、１８４８年、（８１，８２）Seneca Falls
Conference より始まった。初期の女性運動には二つの源流があった。一つは、
（８３，８４）奴
隷解放運動から女性解放運動へ向かったグループだ。「女性が平等な権利を得るには、黒人男性
の参政権獲得が先決である」と考えて、アメリカ婦人参政権協会を設立する。もう一方は、
（８
５，８６）禁酒運動から参政権運動へ向かった。女性キリスト教禁酒同盟 (WCTU)を創設した。
１８９０年、両組織は合併し、全米婦人参政権協会（NAWSA)へと発展した。政治を変えるための
参政権、投票権 women’s suffrage を得るべきと考えた。これらの運動の成果により１９２０年
に（８７，８８）婦人参政権が認められた。
（８９，９０）Henry David Thoreau は二年間の Walden Pond の畔でのシンプルな自然生活で、
人生でないものを追い払い、人生を最低の条件にまで引き下げ、そのうえで人生の可能性を見極
めようとした。彼の著書（９１，９２）Walden のテーマは再生で、静かな絶望の生活から、詩
的なもしくは神聖な生活への目覚め、節制、清浄化などの（９３，９４）simplicity を追求し
たのだ。この池は自然と文明の接点、人生の生の原点をなす場である。
また、合衆国政府がメキシコへの侵略戦争を開始したとき、彼はこれに抗議して税の不払い運
動をたった一人で行った。そのため投獄されてしまう。あるいは、奴隷制度撤廃を訴えて、政府
の武器倉庫を襲撃し、武装蜂起した（９５，９６）John Brown 大尉の行動を支持する講演を行
った。これら一連の活動は、為政者の不正な行動に異議申し立てを行うのは国民としての義務か
つ権利であるという、建国の思想に基づいている。あまりにも実直な彼の思想は、１９６０年代
に、公民権運動の指導者（９７，９８）Martin Luther King Jr.や自然運動家やカウンターカル
チャーの若者に受け継がれた。
理想主義的な機運はアメリカ文化の中に常に存在する。それはピューリタンが宗教的自由を求
めて新大陸へ渡り、自分たちの理想とする社会を建設しようとしたことが原因である。１８００
年代前半に様々な理想を抱いた人々によりユートピア的共同体社会が生み出された。
（９９，１
００）Brook Farm はその一つであるが、経済的基盤を確立出来なかったため存続出来なかった。
ア：Brook Farm、イ：simplicity、

ウ：奴隷解放運動から女性解放運動、エ：Seneca Falls Conference、オ：John Brown、カ：

Walden、キ：禁酒運動から参政権運動、ク：婦人参政権、ケ：Henry David Thoreau、コ：Martin
Luther King Jr.、

