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摘要

(中) 

本論文以太宰文學中期的女性獨白體作品為中心，探討作中女性的幸福

感。在第一章中，首先概述太宰文學各時期的特色，並歸納整理女性獨

白體作品的特徵，透過先行研究的介紹，了解其評價。第二章即進入本

文，首先針對作品中的視線問題做探討，了解其對於作品中的女性的影

響及意義。主要以針對視線問題作出較多描寫的三部作品－『女生徒』

『燈籠』『皮膚與心』為探討重心，了解作品中與視線相關的眼鏡、眼

罩以及皮膚各自蘊涵的意義及其對於作中女性的重要性，並透過此探討

引導出其與第三章所要展開的依存概念之間的關係。在第三章中，即透

過敗戰前與敗戰後的時代劃分作品為主，再從中細分女性角色的設定，



即由未婚女性與已婚女性的設定中進一步探討女性對於此依存概念的認

知問題，從中分析其間的差異。並透過此章節的討論，進一步與第四章

的價值概念問題做連繫。而在第四章中，即探討價值與作中女性的關

係，並從作品中延伸討論貧窮要素的存在問題以及女性對於一家團圓的

渴求，透過以上的研究分析女性所懷抱的價值傾向。最後透過作品中男

女對於愛的理解中本質上的差異問題，歸納整理出作品中的女性對於幸

福感的認定。 

摘要

(英) 

This essay is mainly composed of feminine monolog of Dazai’s works in his 

medium period to treat the happiness of heroines. In the first chapter, I outlined 

the characteristics of Dazai’s literary works in his each writing period and 

generalized the features of feminine monolog. By the introduction of reference, 

we realized the value. In the second chapter, I discussed the question of sight in 

the literary works to comprehend the influence and the meanings to heroines. I 

focused on three pieces of Dazai’s works which described more the question of 

sight－「Jyoseito」、「Tourou」、「Hifu to Kokoro」. I tried to figure out 

the meanings of the glasses, the eye patch, and skin concerned with the question 

of sight and the importance to the heroines. By the discussion, I connected the 

concept of dependence sketched in the third chapter. In the third chapter, mainly 

by separating Dazai’s works before and after World War II, I departmentalized 

the arrangement of heroines. In other words, by the arrangement of married and 

unmarried female, I further studied the anatomy of dependence, and analyzed the 

difference between them. Under the discussion, I led up to the concept of value in 

the forth chapter furthermore. In the forth chapter, I explored the relationship 

between value and heroines, and extended to discuss the elements of poverty and 

female’s anxiety to family reunion. Base on the research above, I analyzed what 

value female has. At last, through the essential difference in works that heroes and 

heroines make sense of love, I concluded the identity what female thought about 

happiness.  
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