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摘要

(中) 

本論文的研究目的是探討芥川兒童文學的特色。首先從原典比較，篩出

芥川兒童文學別於原典之創作要點，再由創作要點析出三項母題做基

軸，探討芥川兒童文學的特色；同時結合芥川的成長歷程、創作背景、

社會背景，探討他的內心世界；最後以「童心」的視點和芥川內心世界

相結合，探討他和兒童文學的關連性、他的童心及創作態度。 本論含終



章計 5 章。第一章「和原典之比較」。 第二章「宗教相關之母題―以救

贖?悟為中心―」。首先分析作品中救贖的特徵及悟的意思，同時藉由救

贖及悟的分析過程，一併探討芥川的人生觀。 第三章「武士道」。首先

解讀作品中的武士道精神及其變化，再配合當時時局、芥川的相關背

景，探討時代糾葛裡芥川對武士道的看法。 第四章「母性意識」。以

「母性意識」之視點看作品的世界和作者的人生。首先解析作品中的母

性象徵，並和芥川母性意識形成的關連性一同探討；其次探究母親的造

型對芥川的人生意義。 終章「芥川和兒童文學」。以童心的視點，配合

前面的分析，探討「對芥川而言，他的兒童文學定位在那裡」「對芥川

而言，他的兒童文學是什麼」「芥川的童心」「芥川於童心之所求」。 

本論文提出芥川兒童文學三項特色〈自力救贖〉〈勇氣〉〈擁抱孩子的

慈母〉。  

摘要

(英) 

The research purpose of this study is mainly focused on the features of Ryunosuke 

Akutagawa''s literature for children. I first make a comparison with the original text 

to elicit the points that are different from the original text. Then I base the study on 

the three main topics to explore the features of Ryunosuke Akutagawa''s literature 

for children. I also include Ryunosuke Akutagawa''s personal, writing, and social 

background to explore his mind; finally I incorporate the viewpoint of chind''s mind 

in Ryunosuke Akutagawa''s personal mind to explore the connections among him 

and his children''s literature, his child mind, and his attitude when composing his 

works. This thesis can be separated into five chapters. Chapter I is a comparison 

with the original text. Chapter II— The Main Topic Related to Religion: Centered 

on Salvation and Awakening. I first analyze the features of salvation and meaning 

of “awakening.” Also I explore Ryunosuke Akutagawa''s life philosophy in the 

process of analyzing. Chapter III: Bushido. I first decode the Bushido spirit and its 

transformation in Ryunosuke Akutagawa''s works and then explore Ryunosuke 

Akutagawa''s viewpoints according to the social status and Ryunosuke Akutagawa''s 

background in the entangled time. Chapter IV: Maternal Consciousness. I examine 

the literature work and life of the writer from the viewpoint of maternal 

consciousness. I first analyze the maternal symbols in the literature works and later 

discuss them with the formation of connection between maternal consciousnesses. 

Secondly, I explore the meaning of “maternal image” in Ryunosuke 

Akutagawa''s life. Final Chapter: Ryunosuke Akutagawa and literature. I start with 

the viewpoint of children''s mind, incorporated with the former analyses, to explore 

“Ryunosuke Akutagawa''s personal positioning of his literature for children”, 

“What does Ryunosuke Akutagawa''s literature for children mean to him”, “the 

child''s mind in Ryunosuke Akutagawa”, and “ the expectation in Ryunosuke 

Akutagawa''s child''s mind.” This thesis proposed the three characteristics of 

Ryunosuke Akutagawa''s literature for children: self-salvation, courage, and a kind 

mother embracing the kid  
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之介 人と作品』 東京：翰林書房 1998・4） 38、森啓祐「龍之介の出生



前後」（『芥川龍之介の父』 東京：楓社 1974・2） 39、弥吉菅一「芥

川龍之介論」（福田清人ら編『児童文学概論』 東 京：牧書店 1965・

5） 40､吉田精一「蜘蛛の糸?杜子春について」（芥川龍之介『蜘蛛の糸
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