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摘要

(中) 

本論文的第一章，作者介紹了武者小路實篤的人與文學，以及其他研究者

對武者小路實篤文學研究的對象與方法所做的一般性的評價。第二章是以

第一部青春小說『天真的人』為研究範本，呈現出武者小路實篤受到托爾



斯泰及梅特林克的影響。同時突顯從明治時代的自我形成，到其初期文學

作品帶有明顯利己主義，這一段時間內武者小路思想轉換及自我確定的過

程。第三章則是以第二部青春小說『友情』為研究範本，研究武者小路在

「自然」的理念下，包括建設「新村」的理想在內，其轉向人道主義者的

原因。此外也接續上一章探討的部分，定義出武者小路的個人主義，並找

出武者小路在利己主義與人道主義之間，取得平衡的方法。第四章則是以

第三部青春小說『愛與死』為研究範本，主要是以小說題目為研究方向的

契機，探討整理武者小路進入老年之後的人生觀。另外，也想藉此釐清身

為人道主義者的武者小路，在昭和時代對戰爭的態度，從反對轉變成支持

的原因。最後的第五章是本論文的結論，包括今後研究武者小路的課題及

方向。簡單的說，就是藉著對照三本跨越明治、大正、昭和三個時代的青

春小說『天真的人』『友情』及『愛與死』，來研究武者小路的文學及思

想。以收集比較其他領域人士對於武者小路相關評論或人生論的方法，去

印證武者小路實篤的思想及主義。從早期創刊「白樺」雜誌，接著脫離強

調自我犧牲的托爾斯泰主義、傾向利己主義、順應自然、調和利己及利

他，到成為白樺派人道主義者這一長時期的過程，武者小路無疑地一直都

秉持著「善用自我」的理念。 

摘要

(英) 

In the first chapter of this dissertation, I briefly introduce Saneatsu 

Musyanokouji’s characters, his literature, and generally evaluation from other 

researchers focusing on the belletristic subject and method of his Literature 

Research. In the second chapter, I intend to present the influence on Saneatsu 

Musyanokouji by Tolstoy and Maeterlinck from the first youth novel

『omedetakihito（A Naïve Person）』. Meanwhile, I also emphasize on the 

process that Saneatu Musyanokouzi changed his thinking and established self-

identity from the formation of his ego in the Meiji period, to the early works of 

literature, which are obviously egoistic.In the third chapter, I intend to figure out the 

reasons, from the second youth novel 『yuujou（Friendship）』, why Saneatsu 

Musyanokouji turn to a humanitarian under the concept of「nature」, which is 

including the ideal of building a 「atarashikimura（new village）」. Besides, 

continuing the discussion in the preceding chapter, I try to define Saneatsu 

Musyanokouji’s individualism, and to find out his method of maintaining the 

equilibrium between egoism and humanitarianism.In the fourth chapter, I regard the 

third youth novel’s name--『aitoshi （Love and Death）』as an important key of 

my study, I intend to tidy up Saneatsu Musyanokouji’s philosophy of life in his 

old age. Besides, I try to find out the reasons why Saneatsu Musyanokouji, who was 

a humanitarian, changed his attitude toward the war in Syouwa period from 

opposition to support.The last chapter is the conclusion of this dissertation, 

including the subject and the direction of researching on Saneatu Musyanokouzi in 

future . To be brief, I studied the literature and thought of Saneatu Musyanokouzi by 

a comparison with his three youth novels 『omedetakihito（A Naïve Person）』,

『yuuzyou（Friendship）』and『aitosi （Love and Death）』which passed 

through the Meiji period, the Taisyou period and the Syouwa period.The chapter is 

to prove Saneatsu Musyanokouji’s thought and ism by collecting the related 

researches and comparing those commentaries or compositions written by the 



authors from other sectors.From early year of publishing the magazine of 

『shirakaba』, then escaping from the Tolstoyism which emphasize self-sacrifice, 

leaning to egoism, adjusting the nature, harmonizing with egoism and altruism, and 

finally to be a humanitarian of「shirakabaha」, Saneatsu Musyanokouji keep up 

the idea of making good use of one’s own life without a doubt. 
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