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御伽草子 女性像 室町時代 娘 妻 母 啟示 

關鍵

字(英)  

摘要

(中) 

本論文以涉川版《御伽草子》中出現的女性人物為中心，從女性人生的

三階段，即女兒、妻子、母親三種角度分析討論她們的行為與思想，並

且探出當代的女性在家庭中的地位與角色。23 篇故事不論是否以女性為

主角，作品中都會有舉足輕重的女性角色，她們的出現不但為故事增添

趣味性，也突顯出男性主角之「女性不可缺」的一面，在《御伽草子》

中的女性可說是操控男主人翁命運的關鍵人物。整理過去《御伽草子》

的研究，發現多數論文以個別的作品研究為主，從各角度、各領域作考

察，不過以《御伽草子》女性角色為對象討論的文學資料並不多，既然

《御伽草子》是放入女性出嫁的嫁妝箱，賦有教化女性成為好妻子的功



能，於是，談到《御伽草子》就不該忽略作品中的女性像，並且應該藉

由閱讀《御伽草子》發現當代對女性的理想形象、當代女性在家庭裡的

定位以及作品給予女性讀者的啟示。 《御伽草子》隱含的啟示無非期許

女性讀者們在家庭這個舞台上盡情發揮，作個不違背自我的理想好女

人。從「父親的可愛女兒」變成「丈夫的良妻」最後作個「兒子們的溫

柔母親」。以女性成就男人這一點，可以視其為「發揮女人的力量」，

聰明的女人幫助男人成功，在故事中屢屢證明女人是有能力的。她們雖

為男人犧牲奉獻，卻是自己自主的選擇，自己主宰命運，而非男人的附

屬。  

摘要

(英) 

This dissertation focuses on the female characters in Otogizoushi. Its aim is to 

analyze the female’s behavior and thoughts from the three stages of the 

females’ life─as a daughter, as a wife and as a mother, and to find out the 

contemporary females’ roles and status in family. No matter whether the 

females are the main characters in those twenty-three stories, there must be some 

decisive female roles. Their existence not only adds interests for the stories, but 

also indicates the “female-indispensability” in male roles.In Otogizoushi, 

females are the key characters who control the destiny of the males. In the 

previous study of Otogizoushi, most dissertation focused on the individual works 

from various angles in various areas. However, the literary information about the 

discussion on the female roles in Otogizoushi is not abundant. Since Otogizoushi 

is a necessity in the wedding chest and serves as an important function in 

educating girls to become good wives, the female roles in Otogizoushi should not 

be neglected. Moreover, through Otogizoushi, the ideal images of females at that 

time, contemporary females’ positions in family and the inspiration for female 

readers are deeply revealed.In Otogizoushi, the description of the females in three 

stages is noticeable. Although females are in different positions, they have 

something in common─they are very beautiful. The representatives of beauties 

include “Princess Yang” and “Lady Li” in ancient China. Or we would 

describe a beauty as Buddha with thirty-two kinds of pretty looks and eighty 

pleasing appearances. These two literary treatments seem to become a fixed 

element in Otogizoushi─what to say in what situation, and how to be 

metaphorical have their own format, which is also a specialty in Otogizoushi. It 

cannot be denied that many scholars have been criticizing that it lacks creativity to 

use stereotyped and monotonous character description, which would lead to low 

literary value. Nevertheless, that description is a major method to attract readers’ 

attention. It not only aids readers to absorb knowledge but, via literature, enhances 

the power of lower classes as well.In words and deeds, these females’ bravery, 

candid talks, autonomous actions, and active philosophy are so different from the 

women in the past. They gain power in this “low-against-high” trend to 

challenge other people’s opinions and resist authority. They are also not afraid 

of the threat from the forced because they know that only through autonomy, 

independence, and free from parents’ protection can they bring themselves 

happiness which may be merely the fact that one can do what he wants to do.The 

apocalypse in Otogizoushi is expecting female readers to perform heartily in the 



stage of family and to be ideal nice women who would not violate their ego. From 

the “father’s cute daughter,” “husband’s good wife,” to “sons’ tender 

mother,” it can be proved in the stories that females have power and 

abilities─smart women elaborate their power and abilities to help men succeed. 

Although women devote themselves for men, this devotion is their own choice. 

They govern their own destiny. They definitely are not appendages to men. 

論文

目次 

本研究の構成は、次のようである。 第一章は序論であり、研究動機、

研究目的、研究方法と先行研究について述べる。 第二章では、『御伽

草子』の概要を述べる。そして、作品の成立背景である「室町時代」

を紹介する。 第三章では、『御伽草子』は女性をどのように描写して

いるのか、女性描写の整理を通して、当時の理想女性像について明ら

かにしたい。 第四章では、『御伽草子』に登場した女性人物を

「娘」、「妻」、「母」という三種類に分類し、それらの人物の行動

や思惟表現から当時の女性像を見出す。「娘」とは、まだ結婚してい

ない女子で、ここでは「結婚相手への憧れ／決定」、「男尊女卑」な

どについて考察する。「妻」は、すでに結婚した女性で、当時の「婚

姻制度」、「夫婦関係」を主に見ていく。「母」は子どもを生んだ女

性で、「母子関係」、「母性尊重」に重点を置く。その上で、室町時

代の女性が家庭内・社会における地位を考察していく。 第五章では、

『御伽草子』は読者の女性にどのような啓示を伝えようとしていたの

か、ということについて考察する。第三章と同じように、「娘」、

「妻」、「母」、三段階に分けて、各役割における読者へのメッセー

ジをまとめる。 第六章は、結論であり、以上の考察結果をまとめて述

べる。また、今後に残される課題についてもこの章で述べたい。  
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