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摘

要

(中) 

主婦作家大庭美奈子的文學世界中，創作出許多在家庭中對婚姻生活感到

焦躁難耐與孤獨空虛的妻子形象。本論文就以其中六篇作品為文本，探討

封閉在家庭與婚姻生活中的主婦其孤獨的樣貌，進而發現這些女主角都是

由於受制於社會性別角色，感到人際疏離（尤其是夫婦疏離），因而在家

中找不到自我確認的方式及存在感。接著依女主人公面對自我孤獨空虛所

做出的反應與處理方式，將其分為具批判精神的反逆女性與家庭天使型的

賢妻良母。考察這兩類女性以不同生活方式尋找出口及自我確認感的過程

與結果，進而分析找不到出口的內、外在因素。 最後，再從中究明作家所

暗示的出口及女性自立方向，探求主婦/女性從孤獨中解放的可能性。透過

這些作品，我們看到了對現代許多制度的不合理性及虛妄人際關係之作家

批判，但同時也展現出作者對人類的真切關心、對兩性/人際新關係的期

待，以及從孤獨中解放的希望。  
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