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摘要

(中) 

  在金子篠竹 512 篇的遺稿當中，她對於自己的母親，以及各種母子

關係的描寫就多達 62 篇之多。而且「當個乖孩子」這一句話也不斷地

在作品中出現。由此可看得出母親在她心目中的重要性。她終其一生都

在探討理想的母親為何。   探討其原因，這與 1910∼1930 年代當時對

於「女性」及「母性」廣泛而熱烈的探討不無關係。她的家庭背景方

面：祖母異於世俗繼任成為戶長，掌控家族。父親早逝，母親改嫁，離

她而去。這些都對她的人生觀造成很大的影響。除此之外，她的故鄉─

仙崎的風俗民情以及對生命的尊重，還有女學校（女子高中）的賢妻良

母教育等等，都可說是導致她積極探討「母性」的原因。然而，因為她



對「母性」抱持著很大的憧憬，導致她的婚姻生活不協調，最後竟以自

殺的方式結束她的一生。   本論文以金子篠竹的作品和生平為主軸，

並參照當時的時代背景，廣泛的探討她的「母性」問題。希望能藉由本

研究，對於當時女性的生活方式有所了解，以及對現今女性思想的影

響。  

摘要

(英) 

In 512 posthumous manuscripts of Kaneko Misuzu, she mentioned her mother and 

various relations between mother and her succession in more than 62 nursery 

rhymes. We can find “Good Boy” in her rhymes again and again. From here, 

we can get the consciousness that significance of mother in her mind. She was 

searching what ideal mother must be in her whole life. Investigation reveals this 

consciousness is related to the circumstances that “Femininity” and 

“Maternity” were debated widely and popularly in the age of 1910 ~1930. Her 

family occasions, such as her grandmother succeeded as householder against 

convention at that time, her Dad died when she was very young and her mother 

remarried, moved away and left her alone, had significant effect on her. Besides, 

convention of her hometown — Senzaki and respects to life, education of being 

excellent wife and mother in Zyogako (senior high school for girls), all were 

reasons lead her to hunger for “Maternity”. For she held great expectation of 

“Maternity”, her marriage was not so harmonic. As a result, she killed herself 

to end her life. This article concentrated on whole creations and life of Kaneko 

Misuzu and referred to the backgrounds of her age. From this way, I researched 

the rationalization of her “Maternity”. By this research, hope to get deep 

understanding of female life manner of that age and consequence on thought of 

female today.  
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