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Mukoda Kuniko Homedrama TV drama Showa Fifties  

摘要

(中) 

本研究旨在探討日本作家向田邦子的家庭劇，透過對七部主要代表作品

中的人物對白及劇情走向之分析，來探究向田家庭劇的中心思想及其定

位。 有鑑於先行研究主題習於聚焦於向田文學中的「父親」形象，且多

集中在單部作品的探討，以向田對各種人物的細膩描寫及多產創作而

言，實有未盡全貌的遺珠之憾，因此，筆者將以向田家庭劇中的整體家



庭為觀察對象，並將文本範圍擴大至創作全盛期的一系列代表作，期能

一窺向田家庭劇的完整面貌，進而解讀向田邦子的家庭觀點。 在進入本

論之前，筆者將先於第一章針對向田邦子家庭背景及創作概況做一重點

介紹，再分別於第二章及第三章以前後期家庭劇代表作品為分析文本，

深入探討人物形象變遷、人物互動、衝突癥結等主題。第四章結論部

份，在第四章總結部份，筆者將把視野擴大至昭和 50 年代的社會背景，

以及電視劇流行趨勢。在對整個大環境有概括認識之後，筆者將整理、

總結向田家庭劇在這波「辛辣風潮」之下的重要變化，並與同時期主要

作品互做對照，以突顯出向田家庭劇的風格及定位。最後，筆者總結出

向田家庭劇三大中心思想，分別為：（一）血緣及家庭的重要性、

（二）回歸家庭的必經旅程－坦白與接受、（三）向田的「家庭信

仰」。  

摘要

(英) 

The main purpose of this research is to explore Japanese writer Kuniko 

Mukoda’s home drama. By studying the dialogues and the trend of stories in 

seven main representative works, the motif and the orientation of Mukoda’s 

home drama is extensively analyzed. Due to past researches used to focus on the 

“FATHER” image of Mukoda’s literature, and most of the cases on single 

work only, the majority of the studies could not fully present the whole picture of 

Mukoda’s work, considering Mukoda’s exquisite descriptions of different 

characters and her productive creative writings. Therefore, in this article, the entire 

family of Mukoda’s home drama was taken as the main observational target, and 

the content of this study was enlarged to series of representative works of 

Mukoda’s golden age, in hope to pry about the complete features of Mukoda’s 

home drama, and furthermore, clarify Mukoda’s points of view for family. In the 

first chapter of this thesis, several focal points are made on Mukoda’s family 

background and creation profile. In the second and third chapter, the changes of 

character’s images, character’s interaction, and the controversial issues are 

intensively examined by analyzing the representative works of home drama in the 

early and late periods. As for the fourth chapter, the conclusion, the vision was 

widened to the social background of the Showa Fifties and the current trend of TV 

drama. After exclusively recognizing the whole environment, the important 

changes under this “Bitter Mood” was summarized, in contrast to other main 

contemporaneous dramas in order to outstand the style and the orientation of 

Mukoda’s home drama. Finally, the three motifs of Mukoda’s home drama 

were summed up. First, the importance of kinship and family; second, confession 

and acceptance – the only way to return back to family; third, “familial faith” 

of Mukoda.  
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