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摘要

(中) 

本論文回顧日本近代兒童文學史，發現未明童話中的能量跟有無對兒童

的關心為問題點，接著以「金環」、「紅蠟燭與人魚」、「野薔薇」三

個作品為中心考察作品中共同的要素，並進而探索未明童話的特徵。 第

一章進行「金環」文本分析，分析圍繞兒童的死所傳達出的訊息。第二

章「紅蠟燭與人魚」中藉由人魚的女兒而在人類世界受到剝削及物化，

批判被物質文明所迷惑的社會價值觀。第三章「野薔薇」則藉由身處國

境的老人與青年士兵間充滿友愛的平和世界，對比出戰爭的殘酷及造成

的悲傷。人類對物質無止境的欲求破壞人類人道的一面，這可所是由紅

蠟燭與人魚的延長上所發展出來的。 未明童話初期，經常出現「死



亡」、「孤獨」等描寫，使作品充滿悲傷的氣氛。並且由於受到故鄉越

後的影響，作品中的自然描寫呈現一種“哀愁”、“孤寂”的陰暗色

調，整體略顯沉重。三個作品各別是兒童的死亡、城鎮被毀滅、花草枯

萎的結局，但其中包含著未明正面的思想，「正義」與「良心」這樣的

正面力量貫穿了所有作品，也從這裡看出他對兒童和人類社會的關心。 

摘要

(英) 

The main topic of this paper looks back at the history of Japanese Children's 

Literature. Within the discussion about Mimei’s main focus in his fairytales a 

particular topic is the energy of Mimei's fairytales and whether there is an actual 

concern for children in said fairytales. By comparing historic Japanese 

children’s literature with modern day children’s literature this paper can focus 

on Mimei’s views of children and society. Following this, this paper hopes to 

delve and explore the ideas from Mimei regarding children and society. On one 

hand the written text tends to project a dark and tragic scene of children and 

society, but underneath, hidden in the context, Mimei’s positivity found in his 

sense of justice and goodness can be explored. The research primarily focuses on 

three particular fairytales by Mimei, “Kin no Wa,” “Akai Rousoku to 

Ningyo,” and “Nobara.” By taking into consideration similarities between all 

three tales this paper intends to reveal commonly used motifs, and furthermore 

utilizing the motifs and similarities to explore in depth certain characteristics of 

the fairytales employed and beyond. Themes involved in Mimei's fairytales are 

solitude and loneliness, which can be said to be common trends found among 

Mimei’s fairytales, and following this, human feelings of uneasiness, anxiety, 

betrayal, and at times fear, are used to great effect in amplifying said trends. 

Within the three mentioned fairytales many children die and villages are brought 

to ruin. Much like roses that come to wither, there is a sense of death as well as 

despair in that beauty and innocence is lost. A frigid loneliness accompanies a 

naturally depicted darkness and this frequently leads to a tragic ending; by 

employing that kind of setting Mimei condemns the dark side of human beings 

and their societies. The destruction of societies and their villages, as well as the 

death of children, further exemplify cases of human darkness and illustrates how 

easy it is to fall into darkness. Upon digging deeper the flip side can be seen, that 

is, Mimei’s sense of justice and conscience. The energy mentioned above can be 

felt, and this energy is positive. The energy found within the subtext embodies 

Mimei’s attitudes towards justice and his conscience, and by further exploring 

this subtext his intentions and thoughts are revealed. It is within this subtext that 

the mirror to the darkness of the overt text is found and that is the positivity of 

Mimei’s beliefs in beauty and justice towards children and human societies. 
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