
 

 

 

林真理子の女性文学 

――「強い女」を中心として―― 
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要  旨 

林真理子の文学作品は鮮やかな時代精神に満ちている。その作品に出てくる女性は皆

反逆して、そして伝統に挑戦する意識を持っていて、男に負けない「強い女」である。

彼女のこんな創作特徴が彼女の成長、経験と分けられなくて、『葡萄は目に沁みる』と

いうのは彼女の青年時代の描写そうである。林真理子の小説の中の女性形象は人の印象

に根強く残っている女性のイメージとはだいぶ違う。小説『不機嫌な果実』を例として、

林真理子の小説は「男尊女卑」という封建的な意識がまだ残っている日本社会で、主人

公の麻也子のように伝統に反逆して、自分の幸福を追求し、自分の価値を実現させるた

めに一生懸命頑張る精神そのものは尊ぶべきものだと教えてくれる。なお、林真理子の

散文は新世代の女性に対する定義と現実の生活の中の「強い女」の経験や感銘など、つ

まり林真理子式「美女術」を述べている。散文集『美女入門』を代表作として、林真理

子の散文を貫通するテーマは美女への強い志向とたゆまぬ追求である。文章は人の如し

という。林真理子の作品の中の「強い女」のイメージは作者本人の素質や性格の縮図で

ある。実は林真理子も強い女で、作品に出でくる女性のイメージと同じように個性もあ

れば、強いプライドも持っている。だからこそ、林真理子は現代の日本の女性の代弁者

になった。その作品もとても人気があって、男女に関わらず、すべてたいへん彼女の作

品が好きである。彼女の作品は日本の文壇に大きい影響を持ってきて、彼女の理念も日

本の社会に新しい一つの波の「美人」の狂潮を巻き起こす。 
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キーワード： 
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摘    要 

   林真理子的文学作品富有鲜明的时代精神，其作品中的女性一个个都是拥有叛逆和挑

战传统意识、不亚于男人的“女强人”。她这种写作特点与她的成长经历是分不开的，就

像《忧郁的葡萄》正是她青年时代的写照。林真理子小说中的女性形象与人们印象中根深

蒂固的传统女性大相径庭。以小说《青果》为例，林真理子的小说告诉我们：在“男尊女

卑”这种封建意识依然存在的日本社会里，像女主人公麻也子那样反叛传统，为追求自己

的幸福和自身的价值而拼命努力的精神本身是值得尊重的。而林真理子的散文则道出了她

对新一代女性的定义和现实生活中“女强人”的经验和感受，也就是林真理子式的“美女

术”。以散文集《美女入门》为代表作，贯穿林真理子散文的主题正是不懈地追求成为“美

女”的梦想。人如其文，林真理子作品中的女性形象正是作者本人的素质和性格的缩影。

事实上，林真理子和她作品中的女性形象一样，是一个有个性、有着强烈自尊心的女强人。 
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关键词： 

林真理子  小说  散文  女性形象  女强人 

はじめに 

お嫁さんをもらうなら、日本の女性が一番いいと言う人がいる。その理由としては、

日本の女性は一番やさしいからだという。どういう訳か知らないが、どうやらこの「や

さしい」は「人の話すことは何でも聞きいれる」とか、「明確な見方がない」とかの意

味に当たると思われる。 

確かに、昔の日本では、女性の社会地位がかなり低かった。だから、多くの人の心の

中に、日本の女性がまだ伝統的な意識を持っていて、彼女たちがいつまでも小刻みに歩

き、男の前でいつも何でも言いなりだという印象はやはり残っている。世界の封建制度

に一般的に見られるような男尊女卑が、日本においても女性のそのやさしい性格を形成

する理由であったと思われる。敗戦以後、新憲法に「男女平等」がはじめて定められ、

その後の社会の発展にしたがって、日本の女性の地位は高くなる一方である。それにつ

れて、日本の女性の伝統的な意識も変わってきた。 

林真理子文学は現代の日本の女性の思想の変化をきっちりとつかみ、いろいろな魅力

のある女性形象を作り出している。林真理子の小説に出てくる女性は皆個性のある「強

い女」である。自分がしたいことをし、自分が歩くべき道を歩き、彼女たちは自分の理

想を実現させるために、一生懸命頑張る。このような強い精神は私の心を打った。そし

て、林真理子が散文に描く「強い女」の形象も敬服に値する。彼女たちの自信や自立は

私を引きつけた。 
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１.作者紹介 

林真理子（はやし まりこ、本名：東郷 眞理子（とうごう まりこ）、1954年 4月 1日 

(戸籍上、実際は 3月末日という)、山梨県に生まれた。日本の女性小説家、散文家であ

る。 

生家が書店で、文学好きの母親の影響を受けて育つ。1976 年（昭和 51）日本大学芸

術学部文芸科卒業した。大手出版社をはじめ 30 社以上の就職試験を受けるが、すべて

不採用する。このときの悔しさ、情けなさはのちにいくつかの散文に書かれる。78年か

らコピーライター養成講座に参加、次々に優秀作を生み出し、広告制作会社に就職する。

81 年には西友の「つくりながら、つくろいながら、くつろいでいる。」のコピーでＴＣ

Ｃ（東京コピーライターズクラブ）広告賞新人賞を受賞し、コピーライターとして独立

する。82年、初散文集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』を出版、モテたい痩せたい

結婚したいといった女性のホンネを赤裸々に描いてベストセラーとなり、一躍人気エッ

セイストになる。「ルンルン」は当時の流行語になった。翌 83 年『花より結婚きびダン

ゴ』『幸せになろうね』『夢みるころを過ぎても』『ルンルン症候群』と仕事も結婚も美

しさも手に入れたい女性の欲望を軽妙に描いた散文群は、同性の女性たちの強い支持を

得る。自身もテレビ番組やＣＭに登場するなど時代の寵児として話題を集める。この頃

より小説を書き始め、自伝的作品『星に願いを』（1983）で小説家デビューになる。84

年『野性時代』1 月号に掲載された初の短編小説「星影のステラ」がいきなり直木賞候

補となり、大型新人作家の登場と評される。85年、郷里山梨の女子高校生の多感な青春

を描いた『葡萄が目にしみる』で再び直木賞候補になる。86 年「最終便に間に合えば」

「京都まで」の 2 作によりついに第 94 回直木賞を受賞した。男と女の卑しさとイヤラ

シサを描くのが実に上手だが、そのぶん後味が悪いと受賞作のわりにはいささか厳しい

評価だった。（刘立国 2005：30） 

歌人下田歌子を主人公にした『ミカドの淑女（おんな）』（1990）で初の歴史小説に挑

戦、新境地を開拓する。『白蓮れんれん』（1994）で柴田錬三郎賞を受賞した。現代を生

きる男と女の心理を艶（なまめ）かしく描く官能的作品でも腕の冴えをみせ、不倫をテ

http://ja.wikipedia.org/wiki/1954%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E5%AE%B6
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9B%B8%E5%BA%97/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%8F%82%E5%8A%A0/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%B5%81%E8%A1%8C%E8%AA%9E/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%9F%AD%E7%B7%A8%E5%B0%8F%E8%AA%AC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%9B%B4%E6%9C%A8%E8%B3%9E/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%B8%8B%E7%94%B0%E6%AD%8C%E5%AD%90/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B0%8F%E8%AA%AC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%96%8B%E6%8B%93/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9F%B4%E7%94%B0%E9%8C%AC%E4%B8%89%E9%83%8E/
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ーマにした『不機嫌な果実』は 96 年（平成 8）のベストセラーとなり、翌 97 年には映

画化、ドラマ化もされる。97年、連作小説集『みんなの秘密』で吉川英治文学賞受賞し

た。1999 年 2 月、44 歳で長女を出産した。2009 年 2 月、公式ブログ『林真理子のあれ

もこれも日記』を開始した。現在、直木賞の選考委員のほか、講談社エッセイ賞、吉川

英治文学新人賞、毎日出版文化賞選考委員を務めている。今日になって、もう日本を代

表する女流作家のお一人になった。 

代表作品：『最終便に間に合えば』『白蓮れんれん』『みんなの秘密』『不機嫌な果実』

『葡萄は目に沁みる』『美女入門』『女文士』『断崖、その冬の』『着物をめぐる物語』『強

運な女になる』『ミスキャスト』『初夜』『花』『アッコちゃんの時代』『ウーマンズ・ア

イランド』『秋の森の奇跡』『本朝金瓶梅』など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%98%A0%E7%94%BB/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%98%A0%E7%94%BB/
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http://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B7%9D%E8%8B%B1%E6%B2%BB%E6%96%87%E5%AD%A6%E6%96%B0%E4%BA%BA%E8%B3%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8E%E6%97%A5%E5%87%BA%E7%89%88%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B3%9E
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2.創作特徴 

林真理子は大部分の作品が現代都市の女性の情愛をテーマにして、「女渡辺淳一」と

称される。彼女の作品の中に主人公が 99 パーセントは女性で、男性はとても少ない。

林真理子の小説の中の女性形象は人の印象に根強く残っている女性のイメージとはだ

いぶ違う。その作品に出てくる女性は皆反逆して、そして伝統に挑戦する意識を持って

いて、男に負けない「強い女」である。だから、彼女は自分が「強い女」である。 

2.1 経歴と創作への影響 

林真理子の作品の特点と「強い女」の性格は彼女の人生経験ととても大きい関係を持

っている。例えば、作品『葡萄は目に沁みる』。これは一部の高校少女の青春を描写す

る小説である。主人公の乃里子はブドウを植える農家の娘である。彼女は田舎くさくて、

またきれいじゃない。彼女が高校に入る時、周囲クラスメイトの嫉妬を受けて、学校の

中でいつも人に差別されていじめられる。彼女が思春期に入る時に、勇敢に自分の同窓

生に気持ちを表明する時、得るのは相手の非情な拒絶である。彼女が別の好きな男生と

同じテーブルがいる時、また相手に嘲弄されて嫌いに遭います。彼女は孤独、悲哀と憤

怒と感じる。しかし、彼女は屈服していないで、そして勇敢に反撃して、ずっと相手が

過ちを認めるまでやっとやめる。小説が一つの暗い青春時代を描写して、一つのシンデ

レラ式少女の内心世界をとてもきめ細かく深く分析する。この小説は実際には作者の青

春時代の真実な描写である。作者は「私は高校の時に、同窓生の様々ないじめを受けま

した。」「その時に、ただ一匹の猫と私が付き合いました。」と思い出す。作者は曲がり

くねる青春時代を経歴してから、彼女に尋常でない自己の意識と深い卑屈な心理を生ま

せる。社会に足を踏み入れた後に、彼女の人生の道もとても不遇である。生活するため

に、彼女はいろいろな仕事をやった、さえ、台所に仕事して、子供の世話をする。この

ようにするけれども、またいつも連続数日最も安いパンを使わなければならないまで腹

の足しにして、さえ、「鍋に入れる米がない」の脅しを受ける。 

このように、社会の最も底層に生活するので、彼女が強烈な自己意識と卑屈な心理に

形成させる。しかし、とても幸運なのは、逆境は林真理子の不撓不屈の「強い女」の性
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格を育成する。彼女は運命に屈服しないだけではなくて、かえって「卑屈さ」を「自ら

努力し励みます」の動力になる。彼女は文学の道の上で、研究して研究して、辛酸にた

える、絶えず向上しようと努力して、ついに今日の光り輝くことを獲得する。林真理子

の作家生活というのは一部の強い女の奮闘歴史だといってもいい。 

2.2 作品の創作特徴 

林真理子の文章の特点は、質素、ユーモアと独自の旗印を掲げることである。彼女の

小説は生活を近づけて、感情をきめ細かく描写して、生き生きと人を感動させる。彼女

の散文と随筆は人々が常用して熟知して、流行った言語で日常生活の中の人と事を述べ

て、人の内心世界と社会の状況を鋭い分析する。その上、彼女は文章の中で自己に対し

て、思い切ってあざけってから好きてきにあざけって、人生、婚姻、情愛、職業、交際、

化粧、ダイエット、服 、ファッション的ないろいろなことの観点に対して少しももじ

もじしなくて、少しもわざとらしくなくて坦露する。そのため、読者が彼女の作品を読

む時に、非常に親切で痛快と感じる。 

彼女の作品の中に、出てくる女性の範囲は非常の広さである。その上、大胆で辛い筆

触を使って、「不倫の恋」—日本の特殊な社会構造と文化背景の下で形成する産物を掲示

する。「彼女はかなりすばらしい貫く力と表現力を持って、紅塵男女の自分をも他人を

もだます愛情幻覚を知り抜いて、刀のような筆法、切断するのはてきぱきしている。彼

女の作品の中で、不倫の恋が欠点があっても全体に影響しない生活の調味料になった。

更に重要なことは、林真理子は現代人、特に現代の女性の恋愛心理を細かく描くのが上

手である。」（邢以丹 2006.4：3）その作品に出てくる女性は皆反逆して、そして伝統

に挑戦する意識を持っていて、男に負けない強い女である。そういう点だからこそ、林

真理子の作品は鮮やかな時代精神に満ちる。 
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3.作品における女性形象 

林真理子の小説の中の女性形象は人の印象に根強く残っている女性のイメージとは

だいぶ違う。彼女たちはモダンに着飾り、胸を張って大股に歩き、礼儀に拘らないで話

をするだけでなく、恋愛や仕事、消費などにも自分の価値を中心として、正統に反逆す

る人生観と伝統から背離する価値観を示している。とにかく、林真理子の小説の中の女

性形象は現代の新しい「強い女」と言えるだろうと思う。早期に世を問う青春小説『葡

萄は目に沁みる』の中の乃里子であろうと、受賞作品『京都まで』の中の久仁子であろ

うと、これらの女性たちは誰でもそのような「強い女」の特徴を持っている。最近とて

も人気のある小説『不機嫌な果実』の主人公水越麻也子もそういう女性なのである。 

社会の基本的な単位は家庭である。一人の男と一人の女が恋愛を通して家庭を成して、

これはただ一つの起点しかない。結婚したあと、現実的な生活はロマンチックな恋愛に

代わり、夫として、男の人はまた家庭の主な経済的な負担を負わなければならない。現

代社会において、厳しい競争や日本企業のいわゆる「会社を家とする」企業精神の影響

などのために、夫たちは自分の家庭に気を配る暇がなくなった。それで、日が経つにつ

れて、感情を基礎とする家庭の仕組みは傾いたり、崩れたりし始める。こんな場合にあ

って、妻としてどうしたらいいか。伝統的な道徳観念の要求に基づいて、妻は家庭の安

定を維持するために我慢しなければならない。 

しかし、麻也子はそう思わない。それに対して、麻也子は女として、自分を犠牲する

ばかりで夫婦の関係を維持するのがいけない、自分の人生が自分で選ぶべきだと思って

いる。だから、結婚六年目の夫に不満を抱いた麻也子は不倫をする決心をした。 

実際の彼女は、素敵なダンナさんと結婚をしていて、役員秘書という肩書きもあって、

定時に帰ることができるラクな仕事につき、お給料は全て自分の服などにつぎ込める。

女友達と付き合うのに飽きれば、昔の男と一緒に食事をしたり、話したりすることもで

きる。そのような生活はなんと幸せだろう。いったい何を犠牲にしたのだろうか。そし

て、彼女はいつも自分だけが損をしているといってるのが、いったいどこが損をしてる

のだ。結果として、そういう幸せな生活に満足せずに、いつも物質的な享受を追求しよ
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うとする心理で不倫をする女はぜったい許せないと多くの人は結論をくだした。 

「不倫の恋」をするのはもとよりいいことではないが、麻也子の、本当の愛と幸福を 

うまずたゆずに求めるという精神そのものは非難すべきではないと思う。女として、誰

でも物質的にも、精神的にも、幸せに暮らすことができるようにと希望するに違いない。

しかし、夫が仕事で忙しいので、麻也子との交流に欠き、夫婦の感情が日ましに疎くな

ったのを招いた。このような家庭の中に、愛情はもうなくなった。だから、麻也子は自

分の幸福を追求するのを選んだのである。 

日本という国は精神と文化に二重性をもっている。明治維新以来、日本は絶えず西洋

の文化を取り入れて、アジアで発達している資本主義国になった。それと同時に、日本

は東方の伝統的な思想と文化を残している。中でとくに目立つのは「男尊女卑」という

封建的な意識である。今日になって、日本の企業で、女職員が能力があっても昇進しか

ねるいう現象はよく見られるようである。女性の社会地位はある程度で改善されたのも

事実だが、まだ低い。 

このような社会環境の下で、「強い女」式の女性は明らかに殊勝である。林真理子が

小説の中で描写するこのようなタイプの現代新しい女性は日本の社会の変化を体現し

ていて、広大な読者に迎合して、特に女性の読者が根強い「男尊女卑」の社会封建的な

意識に対しての反抗心理に迎合して、社会の地位を高めることを渇望する女性の願望を

反映して、そこで彼女たちの共鳴を得した。 
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4.女性の定義と林氏「強い女」 

林真理子が小説によって日本の文壇上の「強い女」を描いたというなら、彼女のは生

き生きとした言葉で現実の生活の中の「強い女」の経験や感銘などを言い出した。 

林真理子の散文を貫通するテーマはなんと言っても美女になることである。この主題

は彼女の代表作『美女入門』という散文集の中からはっきり見られる。林真理子のいわ

ゆる「美女」は実は日本現代の「強い女」のもう一つの言い方である。容貌や体つき、

身なり、化粧など外見の方面では、「美女」は現代の女性のモダンという特徴を持ち、

習慣や意志、価値、追求など精神の方面では、「美女」は伝統的な女性とは天地の差が

ある。人生の道で「美女」は自立して、自分で自分の運命を支配しなければならないと

いうイメージである。 

女性という言葉は時には「弱者」という言葉に当たる。男性を中心とする昔の日本社

会で、女は子どもの時からやさしい上に言うことをよく聞く性格を形成し、結婚したあ

と、仕事を辞めて、家庭の主婦にならざるをえないのであった。社会でなにか成果をあ

げようとしても、夫や家庭のために諦めなければならない。家庭の中で、夫はお金を稼

ぐことによって、一家の大黒柱になって、自ずから「主人」をもって自認するという地

位にあった。それに対して、妻は家の中のある部品のように、「家内」という位置に置

かれた。彼女たちにとって、仕事と家庭は水と火のようにあい入れないのであった。重

い家計や雑多な家事によって、じこの発展が束縛されるから、彼女たちの価値はただい

かにわが家をよく維持するかにあった。伝統的な女性は昔から形成した「男尊女卑」の

軌道で、慣性にしたがって転回したりするが、現代の女性は一生あのままウサギ小屋の

ような家で、夫に付庸するような生活をしたがらない。彼女たちは自分の人生の道で、

自分の意思にしたがって暮らそうとする。しかし、伝統的な倫理はいつまでも社会や家

庭、親戚と友達を通して彼女たちの考え方と行為を拘束している。重くて頑固な伝統に

直面して、未来に憧れを持っている女性たちは戸惑うようになった。それで、林真理子

の散文は先輩のように自分が奮闘した心得や成功した秘訣、つまり林真理子式「美女術」

を述べた。 
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林真理子式「美女術」の中で一番根本的なのは自立である。林真理子は自分の観点か

ら、女がいつまでも「弱者」たる宿命から抜け出すには「野心」を持たなければならな

いといい、「強い女」になる道を教えている。『美女入門』の中に書いてある通り、女は

平地に立っているときは何も見えないで、まるで井の中の蛙のようにただ頭の上のその

空しか分からない。しかし、一つの段階に登ったら、女はすぐ山の外にはさらに山が連

なって、上に登りつづけるべきだと分かる。このように登るのはもちろん苦しいことだ。

そんな時には、もとの平地に戻ったらとためらう。でも、もう二度とその平らな土地に

戻りたがらない。それで、歯を食いしばって上に上りつづけるしかない。その過程はた

いへん苦しいはずである。だが、それこそはいわゆる「野心」である。 

林真理子のいわゆる「野心」はつまり苦しいのを恐れないで、いつまでもたゆむこと

なく頑張るということである。成功のチャンスは女性にとって誰でも平等で、成功でき

るかどうかは努力次第である。そして、永遠にがっかりしないという信念さえ持てば、

誰でも「美女」になることができると林真理子は教えてくれる。とにかく、やさしそう

で人の言うことを何でも聞き入れるという「弱者」の姿は林真理子の散文の中にぜんぜ

ん見られない。彼女が私たちにもたらしたのはいつも想像以上のきわめて豁然とした心

境である。 

つまり、林真理子は現在の女性が自分を変えるべき時、過去ような軟弱ができなくて、

独立し始めるべきで、自分の思想があるべきで、自分の追求と理想があるべきだを思っ

っている。成功したくたら、“美人”になりたくたら、古い思想の束縛を抜け出さなけ

ればならなくて、自ら努力し励んで自信して自立して、自分の目標に向って怠らなくて

努力する。 
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5.社会への影響 

林真理子は日本の文壇に大きな影響力を持ってのヘビー級の作家で、人気指数が絶え

ず上昇する作家である。140冊ぐらいの小説、散文を発表して、その中に 10冊ぐらいの

作品は映画、ドラマを撮影された。多い作品が英文、朝鮮の文、中国語に訳された。彼

女の散文の出世作『ルンルンを買っておうちに帰ろう』は 58 回再版になって、今にい

たるまで、依然として売れ行きのよい。小説『本を読む女』は 2003 年の下半年にまた

ドラマを撮影された、日本の NHK 夜間の黄金時間で放送された。林真理子は 1人の５５

歳の作家として、このような多産でよく売れて、日本でまたとない。文壇での 30年に、

今にいたるまで人気は衰えないで、日本に少なくあって、名実ともに備わる文壇の常緑

の木である。近い 10 年来はずっと順位の上位 3 位の日本の女流作家である。特に感服

させられたのは、林真理子は文壇に上がってから、彼女と彼女の作品は今にいたるまで、

人気は昔とちっとも変わらない。 

文章は人の如しという。林真理子の作品の中の「強い女」のイメージは作者本人の素

質や性格の縮図ではないかと思う。実は林真理子も強い女で、作品に出てくるヒロイン

と同じように個性もあれば、強いプライドも持っている。「私が一番我慢できないのは

他人の支配だ」、「私のあらゆる感情は愛と恨み二つの言葉で表現できる」など、彼女は

よく言っている。長い間、彼女は意欲にあふれた創作に身を投じ、自分の性格や自分の

愛と恨みをそれぞれの作品に溶け合うように書き、日本の女性の社会的価値と地位を実

現させるために大声で呼びかけている。それだけでなく、彼女はまた積極的にさまざま

な社会活動に参加し、自分自身の発奮と努力を通して、社会の中で日本の女性の役割と

成果を証明している。日本伝統の舞踊と歌舞伎を出演して、音楽のオペラと新劇の出演

に参与して、また大胆にドラマの公演に挑戦する。自身の発奮と努力によって、社会の

中に女性の作用と業績を実証する。 

だから、林真理子は大量のファンを持っている。女性の読者達はなぜ彼女が好きなの

か、彼女は近所家の姉妹と同じに、すべての女人の共通の悩みと興味があるためであ

る；彼女はまたそのように異なって、世の中のにぎやかさを見尽くすためである。彼女

が作品の中にたくさんの美食と美しい景色があって、パリの夕べ、京都の建物を描写す



 

                                       

    沈阳大学毕业设计（论文）                               No 

 

る。彼女はとても高い地方に立って、豪華な世景を見ていて、それらを書いた、平地に

立つ女人とそんなに高い地方に立たない女子達に見る。そこで、女性の読者達は彼女の

作品に対して気に入って手放せない。男性の読者も彼女が好きである。日本の小泉首相

は彼女の本の虫である。彼女は『週刊文春』などの日本の雑誌の上で毎週に文章を書い

て、社会現象と社会の中の個人の悲喜を書く。「さわやか」は男性の読者に彼女を受け

入れさせる原因である。これは“きめ細かい感性”をとしての作家の中で非常に貴重で

ある。 

婚姻・恋愛の題材で有名な林真理子は日本文壇の地位が決して渡辺淳一に劣りない。

彼女は読者の心の中でアイドル級の作家で、ほとんど 1冊の本を出していずれも大きい

センセーションを引き起こす。林真理子は新しい時代女性の狂潮を巻き起こして、日本

の文学界と日本の社会に大きい影響を持ってきた。彼女の作品は 1世代の人を反映して、

1 世代の人に首を長くして、1世代の人に影響したといってもいい。 
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終わりに 

林真理子は一連の作品を通して、現代の日本の女性の忠実で活発な代弁者になった。

彼女の作品の中で、小説『不機嫌な果実』と散文集『美女入門』は近年非常に人気があ

るベストセラーになった。 

林真理子の小説の多くは主に現代の日本の女性の愛情を描いているものである。林真

理子は作品の中で、日本社会の各階層の女性の新しい風貌を書いているので、その作品

の女性像から日本の女性の感情の世界がはっきり見られる。日本の小泉首相は『不機嫌

な果実』を読んだあと、この小説を読むのによって、現代の日本の女性の心理がすこし

分かったと言った。そして、その小説はとても読むべきものだといっている女性もかな

りいる。林真理子の小説の中の「強い女」たちは一時皆憧れる対象にさえなったという。 

『美女入門』を代表とするエッセイも大きな影響があった。それは東京の「美女地図」

だけではない、もっと重要なのは教科書のように美女への強い志向とたゆまぬ追求を教

えている。美女になりたいというブームが日本ではやっているのは林真理子の力もあろ

う。 
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