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摘要

(中) 

太宰治自從躍上日本文壇後，其獨特的文風與紛亂的私生活始終無法見

容於當時社會，人們的注意力總是集中在他的生活層面，而非作品上。

為此，太宰深感創作生涯遇上了瓶頸，因此決心改變。昭和 12 年的

「燈籠」是他採用女性獨白體創作的第一部作品，也可說是向文壇宣示

轉變的代表作。女性獨白體，是太宰相當引以為傲的創作手法，展現其

在女性描寫上精湛的天份。其創作中期的獨白作品多半是以少女的角色

為主，作風較為樸實、平民化，且有著明亮、溫馨的味道。到了後期，

角色多半以妻子為主，作品的批判性也較為強烈。本論的內容簡介如

下。 第一章主要針對獨白體中的語體及文體表現作研究。除了說明太宰



思考的變化外，也將女性獨白體出現的原因及太宰的動機作陳述，最後

也將太宰的女性書寫在文體上呈現的意涵加以說明。接著第二章則是以

『女生徒』中的少女的角色為中心，陳述少女們的＜少女性＞。包含了

少女們的意識特性、與家父長制的關係以及少女處於「看／被看」關係

中的心理解析。第三章中則是以『維揚之妻』一文為主，討論獨白作品

中妻子的角色。太宰筆下的妻子們都曾面臨心理轉換的過程，由此共同

特色進一步探討其心中理想母性像的特性，並藉由夫妻間的關係推敲作

者本身的意識形態與處世態度。最後的第四章則是跳脫作品內容的框

架，針對女性角色與太宰意識間的關係作研究。  

摘要

(英) 

Dazai Osamu found himself was hard to be accepted by then society as he first 

appeared on the literary arena, not only because of his unique genre but also his 

tangled personal lifestyle. People’s attentions were always drawn to his life 

instead of works. Due to this, Dazai Osamu encountered great obstacles, and then 

determined to turn the tide. Lantern, on 1937, “Tourou” was his first work 

written in feminine monologue and also the masterpiece which strongly 

demonstrate his own transition. Feminine monologue, fully illuminate his 

exquisite talent on the feminine depiction? makes him proud. In the medium 

phase, the main characters in his monologue were mostly adolescent girls. The 

works were unsophisticated and down-to-earth, with a sense of brightness and 

warmness. In the later period, the characters were mainly wives. The pieces 

became more judgmental and critical. The summary of my thesis will be shown as 

below. In first chapter, I aim to study the narration and style representation of 

monologue. Besides to indicate the transition on Dazai Osamu’s thought, I also 

state the reason and motive that originated him to create the feminine monologue. 

Finally, I further explain the purport that woman depiction presents in his 

literature. In chapter 2, I highlight the adolescent girl character in “Jyoseito” 

and illustrate their girl’s traits, including their ideologies, the relationships with 

their fathers under patriarchy, and analyze girls’ mindset as they watch and be 

watched. Chapter 3, I focus on “Vuiyon no Tsuma” to discuss what does the 

wife character present in monologue. All of the wife-characters in Dazai 

Osamu’s works have gone through the similar mental struggles. I, based on that 

similarity, try to figure out what would be the ideal mother figure for him and, 

further, infer his ideologies and attitudes toward life. In last chapter, I jump out of 

the frame to examine the connection between feminine images and Dazai 

Osamu’s own thoughts.  
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