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摘要

(中) 

本篇論述係透過宮本百合子的自傳性作品『伸子』，與有島武郎以女性為

論著的作品『某個女人』，以此兩本著作中的女性形象，來探討當時女性

所面對的問題。特別是這兩位女主角伸子與葉子，在當時鼓吹「賢妻良



母」的社會環境中，可說是相當格格不入。所以在第一章就以『伸子』為

例，敘述在中產階級家庭中成長的伸子，在得天獨厚的環境下，並未依母

親的期望，選擇門當戶對的對象，而是決定與個性、背景等方面，與自己

可說是迥然不同的佃結婚，闡明她的動機、及希望從佃身上得到什麼等

等。同時也深入探討伸子對母親矛盾的感情，以及和佃的婚姻生活，理想

的幻滅、摩擦的種種，逐節予以剖析論述。接下來，在第二章深入淺出的

探討『某個女人』這本著作，著眼在富有「女人味」的「女性」??葉子，

嚮往可以不依靠男人，而能自由自在的生活，卻愛上有婦之夫的倉地那樣

很「男性」、「陽剛」的描述上。另外也闡述葉子對女兒的情感、及眷

戀，之後卻憧憬著未來，並和倉地、妹妹們過著像「普通夫妻」般的生

活，及那個時代對女性所帶來的壓迫等亦有所論述。最後第三章則從社會

性別的觀點，意識到書寫者也就是作者的性別，關注他們在各自作品中的

創作表現，並加以分析。 

摘要

(英) 

This thesis tries to explore the problems which the women faced with（in the Meiji 

and Taisho Era）, through the female images in the autobiographical 

work“Nobuko”by Miyamoto Yuriko and a woman as the main character 

work“A Certain Woman”by Arishima Takeo. Nobuko and Youko could be both 

taking of the New Woman who didn’t comply with the ideal image of females: a 

husband’s good wife and son’s tender mother ’, being circulated of that time. 

In chapter 1 I take “Nobuko” for example to clarify the motive how Nobuko 

grows up in a middle-class family given gifts of nature, fallen short of her 

mother’s expectation to decide to marry Tsukuda who greatly differs from herself 

in personality, background, etc and what her expectations toward Tsukuda. At the 

same time, make a statement by delving into her ambivalent emotion to mother, and 

the actual situation of Nobuko’s marriage life with Tsukuda. Then discuss “A 

Certain Woman” in chapter 2. Pay attention to the description that the 

‘feminine’ ‘woman’ Youko , wished she could live freely and 

unrestrainedly，not depend on men, but also adores and seeks 

the‘masculine’‘man’, then fell in love with Kurachi who has a wife. On the 

other hand, aim to make it clear from the following points, like Youko’s 

attachment toward daughter was frequently narrated, then she also cherished a hope 

about the future，tried to live a kind of life like ordinary husband and wife with 

Kurachi and her sisters, and the oppression which that era brought to women. Last 

from the point of view in gender, aware of the writer’s sex, take notice of their 

writing expression in each text, analyzed them in chapter 3. 
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