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第三回帝京外国語学会

水　口　紀勢子

第三回帝京外国語学会が2009年12月7日（月曜）に帝京大学八王子キャ

ンパスの7号館791教室において16時30分から開催された。米英言語文化学

科と国際文化学科との合併によりスタートした外国語学部外国語学科は、

順調に3年目を終えようとしている。

今回は岩切正介先生とGeorge Hegarty先生の二名の会員の発表を、例年

とおりに水口が司会させていただいた。なかでもHegarty先生については、

間際の交渉のあとに幾度かメールを繰り返して漕ぎ着けたプレゼンテイシ

ョンである。その上に、構内ではいくつかの会合が重なったために、参加

者に関しても非常に気をもまされた。

結果的には、それぞれのご研鑽を垣間見せていただける、心地よく有意

義なプレゼンテイションが実現した。院生も4名ほど加わり参加は20数名

であった。先生がたの反応も活発であった。場を移しての従来の懇親会も、

和気あいあいと親交を深めることができた。掲載写真から当日の会場風景

をシェアーしていただけたら幸いである。

以下に学会当日の模様を簡略に報告させていただきたい。

16時30分　開会の辞　佐野昭子　学科長

「イギリス現代庭園の父ロビンソンとグレイヴタイ・マナー」

岩切正介　会員

質疑応答

休憩

The Three Seminal American Values and American  Literature

Hegarty, George 会員
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質疑応答

閉会の辞

参加者全員の写真撮影

18時30分　蔦友館1階にて懇親会

それぞれのスピーカーによる要旨を掲載する。

イギリス現代庭園の父ロビンソンとグレイヴタイ・マナー

岩　切　正　介

グレイヴタイ・マナー Gravetye Manor は、ロ

ビンソンWilliam Robinson 1838-1935 が南イング

ランドに購入した古い領主屋敷と農園で、全体

を「風景造園」landscape gardening の考えで修景

美化したところである。現在は、ホテルになっ

ているが、花の庭（整形庭園）、自然の庭、アル

パイン・メドー（牧草地）、菜園、東の庭、森の

庭など、主なところが保存されている。

ロビンソンは、一年草を使った三原色中心で、

整形設計というヴィクトリア時代の単調な庭作

りに反対し、整形庭園にこだわらない、多年草を使う、自然風の庭作りを
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提唱し、アプローチ・路傍・石壁・塀・門扉・家壁・川辺・湖岸や湖面・

牧草地（メドー）・森にも花を植えて、風景を美化することを訴えた。こ

の考え方が、イギリス現代庭園を誕生させる。

ロビンソンは、アイルランドに生まれ、ダブリン近郊のグラースネヴィ

ンにあるアイルランド国立植物園で学び、ロンドンの王室植物園（リージ

ェンツ・パーク）で、宿根草部門の責任者となるが、28歳で独立し、英仏

の植物園や庭、アルプスの牧草地を見て回るとともに、新聞への寄稿、園

芸雑誌出版、著作で、新しい庭作りを提唱し、使うべき植物を精力的に紹

介した。その後、グレイヴタイ・マナーを購入し、およそ25年間、実践に

精力を傾けた。

The Three Seminal American Values and American Literature

George Hegarty

It is my theory that there are only three

“SEMINAL AMERICAN VALUES”―the seeds or

semen of all other American values or characteristics.

Furthermore, each of these least denominator values

is interrelated and they originated in a specific order:

the first value led to the second and the first two

values led to the third. It is the interaction of these

root values that makes American culture what it is.

Given the highly diverse nature of the American

population, not all Americans represent each of these

values. And even those who hold these values do not necessarily follow them all

the time. Often these values represent more ideals than everyday actions.

Nonetheless, they represent the basic underlying assumptions in American culture
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for mainstream Americans, who are often unaware of the validity of other values

in the world. To understand these three seminal American values is to understand

the essence of American culture. The combination of these three values started to

create a unique country a few centuries ago that separated the US from the history

of the world and the way societies have worked worldwide for millennia. For

better or for worse, American culture is the most dominant culture in today’s

world, influencing countries worldwide. American culture is a preview of what

much of the world is becoming.

The three seminal American values are EQUALITY, INDIVIDUALISM, AND

PRAGMATISM. In the presentation, each of these is defined.  The origin and

evolution of these three values is explained in relationship to the history and

geography of the United States.  Examples of how Americans reflect these values

are given. Numerous sub-values, for example freedom and self-reliance, which

stem from these seminal values, are mentioned. Provided are implications as to

how each value may affect communication with Americans―for pleasure,

business, tourism, or otherwise.  Finally, numerous examples of works of

American literature that relate to these values are presented.

Earlier American literature often praised and helped to define American values.

However, much American literature since the second half of the nineteenth

century has explored the negative side of those seeking the American dream.

Many American writers have written about the theme of equality (usually defined

as equality of opportunity)―often how it has not yet been achieved, especially for

minority groups. There are also many literary works that deal with Individualism.

Some of these could just as well be placed under literature related to equality.

Often these literary works emphasize man versus society or man versus nature. In

the literary period of Romanticism, in particular, there are many major works of

literature emphasizing individualism and equality. Perhaps the majority of all
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major American novels of all periods are the stories of protagonists who are

loners. Works of literature that serve as examples of pragmatism could just as well

be seen as examples relating to individualism.

前者については、日本庭園との差異やフランス庭園との関与、後者につ

いては、自由は三大価値のどこに位置図付けられるのか、植民地時代のネ

イティヴ侵略、プラグマティズムの教育法などについて質問、コメント、

応答が交わされて時間切れとなった。

文責　紀要委員　水口紀勢子
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