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論文作成開始報告書 

 

 

一、テーマとその由来 

テーマ：美に溢れた「伊豆の踊子」――中国の大学生の視点から 

テーマの由来：私はずっと日本の文学に興味を持っていて、特にノーベル

文学賞を受けた川端康成に対して、研究しようと思っている。それに、中国

の大学生として、川端康成の代表作の「伊豆の踊子」を一番もっと検討して

みたい。それが青春と悩みに溢れた作で、自分の気持ちと近いからである。

それから、図書館で色々川端康成に関する本を読んだり、ネットで様々な資

料を調べたり、先生と相談したり、中国の大学生の視点から「伊豆の踊子」

の中の美を探してみたい。それで、美に溢れた「伊豆の踊子」――中国の大

学生の視点からというテーマを決めた。 

 

二、テーマを選んだ理由と研究意義  

川端康成といえば日本で最初にノーベル文学賞を受賞した作家である。受

賞理由の一つが日本の美を常に追求してきたというものである。川端康成と

日本の美は切っても切れない関係にあるといえる。「伊豆の踊り子」はまさ

に日本の美を描く代表的な作品なのである。悩み、恋愛、出会い、別れ、青

春のすべてがこの短編には凝縮されている。小説の中に描かれた踊り子の無

邪気さ、純粋さ、栄吉の素直さ、優しさ、そして、家庭の暖かさ、どれも日

本の美しさの表れなのである。また、伊豆の風景も、とても美しく、巧みに

描かれていた。目を閉じれば伊豆の綺麗な景色が浮かんでくるようで癒され

たと感じた。伊豆に行ったことのない読者にも主人公の感じた「旅情」とい

うものがわかる。 

中日は一衣帯水の隣国のため、中日関係は複雑ですが、経済と民間交流は

順調に行なっている。中日文化もお互いに影響を受けていた。しかし、地域



や風俗などによっては、日本文化は中国文化とは違ってくる。これらは日本

の多くの文学作品の中で表れた。本稿は日本の有名の作家の川端康成の「伊

豆の踊り子」に基づいて、中国の大学生の視点から中国と違った日本文化、

中国と違った日本の美を掘りたい。この論文を通じて、日本の環境美や日本

人の審美観、日本人の性格などがわかる。順調に中日文化の交流をすること

に役立つと思う。 

 

三、研究内容及び実行可能性分析  

本論文は三つの部分を中心にして、「伊豆の踊子」を分析したい。①「伊

豆の踊子」について②川端康成と「伊豆の踊子」③「伊豆の踊子」に溢れた

美――中国の大学生の視点から。主に、第三部分の中国の大学生の視点から

溢れた「伊豆の踊子」の美を検討して、日本人の物哀及ぶ主人公の心理、踊

り子の性格、二人の淡い恋、家族同士の愛などがわかる。「伊豆の踊子」に

ついての資料がもうたくさん集めたから、研究が順中に終わるのに役立つと

思っている。 

 

四、研究方法 

主な研究方法：文献研究方法、帰納総結方法, 経験総結方法, 比較分析法。 

 

五、論文の要点 

1. 「伊豆の踊子」について 

1.1 「伊豆の踊子」のあらすじ 

1.2「伊豆の踊子」の価値 

2．川端康成と「伊豆の踊子」 

2.1 川端康成の作品の中の美意識 

2.2「伊豆の踊子」の形成 

3．「伊豆の踊子」に溢れた美――中国の大学生の視点から 

3.1 中国と違った日本の自然の美しさ 

3.2 踊り子の無邪気の美 

3.3 主人公の青春の恋の美しさ 



3.4 家族同士の愛の美しさ 
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美に溢れた「伊豆の踊子 

要旨：『伊豆の踊り子』は川端康成の代表作品の一つである。 『伊豆の踊り

子』は日本でも世界でもとても有名な作品である。孤独に悩む青年の淡い恋

と旅情を描いた。作者の創作背景と作品の内容によってその中から存在して

いた純粋な感情と日本人の美意識を分析することは本論の目的である。 



中日は一衣帯水の隣国のため、中日関係は複雑だが、経済と民間交流は順

調に行なっている。中日文化もお互いに影響を受けていた。しかし、地域や

風俗などによっては、日本文化は中国文化とは違ってくる。これらは日本の

多くの文学作品の中で表れた。本論は日本の有名の作家の川端康成の「伊豆

の踊り子」に基づいて、中国の大学生の視点から中国と違った日本文化、中

国と違った日本の美を掘りたい。この論文を通じて、日本の環境美や日本人

の審美観、日本人の性格などがわかる。順調に中日文化の交流をすることに

役立つと思う。  

キーワード: 川端康成、美意識、伊豆の踊り子、物のあはれ、仏教 

 

摘要：《伊豆的舞女》是川端康成的代表作之一。在日本甚至在全世界都很有

名。它描写了一个孤独的烦恼的青年淡淡地恋情和旅途之情。本论文的目的是

通过作者的创作背景和作品的内容从中分析里面存在的纯粹的感情和日本人的

美意识。 

虽然中日关系复杂，但是因为中日是一衣带水的邻国，经济和民间交流频

繁顺利进行。中日文化也互相影响。但是，由于地域和风俗等差异，日本文化

和中国文化也是不同的。这些不同在日本的很多的文学作品中也有体现。本论

以日本著名作家川端康成的《伊豆的舞女》为基础，从中国大学生的视点来发

掘和中国不一样的日本文化、日本之美。通过这篇论文，来了解日本的环境之

美，日本人的审美观、日本人的性格等。希望能够对中日文化的无障碍交流起

到一点作用。 

关 键 字 ： 川 端 康 成   美 意 识   伊 豆 的 舞 女   物 哀 之 美   佛 教
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はじめに 

川端康成は日本の著名な小説家である。彼は 1986 年、日本の文学者として初めてのノ

ーベル賞受賞した。 

川端康成には『伊豆の踊り子』、『雪国』、『古都』、『眠れる美女』などの代表作

がある。 川端康成の作品から日本の伝統美と自然美、精神上の余情美、女性美が感じら

れる。私の論文はそれらの美の表現とその根源を探る試みである。 

わたしは川端康成の作品『伊豆の踊り子』を代表として、感じられた美の例を出し

た。それに、それらの例について、作者はどのように彼の美意識を表現したのかを自分

の考えで表した。 

川端康成は中学時代から『源氏物語』を読み始めたという。それに、日本伝統文化の

中の「物のあはれ」の精神が表に出されるのが『源氏物語』の最大的な特徴だという。

だから、「物のあはれ」の精神が川端康成の美意識の一つの根源であると思う。 

また、川端康成は仏典を世界中で一番内容の豊富で奥の深い文学であると考える。仏

教の禅の影響で、川端康成の審美情趣も仏教の意識につながっていたようだ。彼の多く



の作品に仏教の虚無の思想が表してきた。だから、仏教の禅の影響も川端康成の美意識

の一つの根源だと思う。 

川端康成は日本の近代文学において重要な位置を占めし、たくさんの学者に研究され

ている。例えば、『伊豆の踊り子』中の川端康成の仏典文学や美しさと悲しみの統合な

どである。『伊豆の踊り子』に対する研究はまだ行なれつつあり、最近の研究における

問題点が川端康成の仏典文学特徴や孤独感 などがある。しかし、文中の純粋な感情と日

本人の美意識が大きな価値が持っていると思う。本論の目的は文章中の純粋な感情と日

本人の美意識を分析してこの小説の魅力が見つかる。それを分析して、日本人を一層に

了解させることができる。本論は作者の創作背景と目的や文 章中の平等な感情や小説の

美しい要素など三方面で純粋な感情と日本人の美意識を分析 してみよう。 



1. 「伊豆の踊子」について 

1.1 「伊豆の踊子」のあらすじ 

「伊豆の踊子」はある夏に一高生の「私」が伊豆半島を旅行した。彼は偶然出会った

旅芸人の一家とのことである。旅芸人の一家は五人で、40 代の女が 1 人、20 代の男 1

人、10 代の娘が 3 人である。男と一番上の 10 代の娘が夫婦で、40 代の女がその娘の親

で、一番年下の娘が踊子で、男の妹である。もう 1 人の娘は雇いといった感じである。  

旅芸人は酒の席で芸を売る人たちで、芸者みたいな真似をする。14 歳の踊子は座り、

太鼓をたたく。踊子は単純で、無邪気なイメージを与えてくれて、「私」は踊子が気に

なった。踊子も「私」を意識するらしかった。踊子の義理の母親は踊子が「私」に気が

あることをからかった。踊子は男として「私」が気になったのか。踊子は 14 歳で、まだ

男を意識する年齢ではなかった。愛情はどんなものか分かるか。男より本、活動のほう

に興味があった。一家の男と露天風呂にはいっているとき、遠くの風呂にはいっていた

踊子が 2 人を見つけ、真っ裸のまま近づき 2 人に向かって手を振ったのは深いイメージ

を与えた。  

旅芸人たちは立ち寄る村々で嫌われた。村の人々はその職業を認められない。露骨に

村で「旅芸人村に入るべからず」という立て札を立てている。所詮彼らは川原乞食であ

ったのだ。一般人とは別の人種と思われていた。  

「私」の平等な態度で、踊子は心の扉を開いた。そのような差別がない生活はちょう

ど踊子が憧れるのである。したがって、柿を食べるときも、「私」が東京へ帰るとき

も、「私」は世話になった。すると、「私」と踊子はお互いの世界に入ってきた。それ

は旅芸人の孤独と自分の孤独が引き付けあい、恋というより、家族の間の愛情だと言っ

ても過言ではかなろう。 

1.2「伊豆の踊子」の文学価値 

川端康成は日本の文学大家であり、 一生に優秀な作品を沢山創作し、 日本文学に大 

きな影響に与える。 『伊豆の踊り子』と言う小説は川端康成の文学地位を確保した。作 

品中から伝達した純粋な感情と日本人の美意識は読者の共鳴を引き起こした。 この小説 

は永久にそのなりの魅力がある。 この小説は巧みな表現形式と無限な意味で世界各国の 

読者を感度させた。 

『伊豆の踊り子』は『雪國』という小説によってノベル賞を得た川端康成の代表作品 

の一つである。『伊豆の踊り子』は日本でも世界中でもとても有名な作品である。全文

は 18000 字に足らないが、 湯ヶ島、天城峠を越えて下田に向かう旅芸人一座と道連れに 

なった、孤独に悩む青年の淡い恋と旅情を描いた。世界各国の学者がこの小説に関わる

研 究が沢山ある。例えば、『伊豆の踊り子』中の川端康成の仏典文学や美しさと悲しみ
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の統合などである。論文の目的は文章中の純粋な感情と日本人の美意識を分析してこの

小説の魅力が見つかる。この小説は巧みな表現形式と無限な意味で世界各国の読者を感

度させた。 

2．川端康成と「伊豆の踊子」 

2.1 川端康成の美意識 

川端康成といえば日本で最初にノーベル文学賞を受賞した作家である。受賞理由の一

つが日本の美を常に追求してきたというものである。川端康成と日本の美は切っても切

れない関係にあるといえる。「伊豆の踊り子」はまさに日本の美を描く代表的な作品な

のである。悩み、恋愛、出会い、別れ、青春のすべてがこの短編には凝縮されている。

小説の中に描かれた踊り子の無邪気さ、純粋さ、栄吉の素直さ、優しさ、そして、家庭

の暖かさ、どれも日本の美しさの表れなのである。また、伊豆の風景も、とても美し

く、巧みに描かれていた。目を閉じれば伊豆の綺麗な景色が浮かんでくるようで癒され

たと感じた。伊豆に行ったことのない読者にも主人公の感じた「旅情」というものがわ

かる。 

孤独に悩み、伊豆へひとり旅に出た二十歳の旧制高校生である「私」は、途中、旅芸

人の一行と出会い、旅芸人の一人の踊子に密かに心惹かれていく。「人生の汚濁から逃 

れようとする青春の潔癖な感傷は、純粋無垢な踊子への想いをつのらせ、孤児根性で歪

んだ主人公の心をあたたかくときほぐしてゆく。雪溶けのような清冽な抒情が漂う美し

い青春の譜である」。 

その小説はまだ読み終わっていないけど、その中の哀感は感じられる。踊り子は当時

卑しい職業だったので、人々に見下げられていた。あの若い学生も人生の不幸を体験し

ていた。二人の主人公とも孤独と言えると思う。だからこそ、二つの孤独的な心がぶつ

かったらなんとなく故人のように親しくなれた。でも、現実は現実だから、結局離れて

しまったところから見れば、悲劇だと言えると思う。川端康成の小説は哀感的小説だと

言われるが、今度しみじみ感じた。  

2.2「伊豆の踊子」の形成 

『伊豆の踊り子』と言う小説は 19 歳作者の伊豆旅を素材として、自叙伝小説を書 い

た。 作品中の私は高校時代の川端康成。 作品を分析するように、 作者の身の上を探

す。 幼くて近親者を亡くした。1901 年に父が死去し、翌年に母も死亡し、1909 年に別

離し ていた姉が死亡した。1914 年祖父が死去した。これで、川端康成は孤児であり、

他人 の同情や好意が本能的に受けなく、社会に融合することができない。 作者は子供

の時から養成した性格を孤児性と言た。 伊豆の旅で、 作者は芸人と一緒 に付き合うこ

とを通して、 愛と言うことを認知し、 自分自身と他人の間における人間信 頼を成立



し、孤児根性に対する憂鬱感から内面的、心理的に解放できた。この孤児根性 の消失す

ることは『伊豆の踊り子』の基礎であると言える。 

3．「伊豆の踊子」に溢れた美――中国の大学生の視点から 

3.1 中国と違った日本の自然の美しさ 

「伊豆の踊子」という小説はその主題が、青春の恋である。そこに、自分の孤独な悩

みや、旅芸人たちの差別されながらも快活に生きる姿が、伊豆の自然描写と重ね合わさ

れる。ほんとうに「雪溶けのような清冽な抒情が漂う美しい青春の譜」となっている。 

日本の景色が美しい。人間の美に対する感知はもともと自然から得た心の動きであ

る。日本の伝統の美を論述しようとすれば、まず文章の美しい自然環境を検討すべきで

ある。川端康成は、ノーベル文学賞受賞記念講演『美しい日本の私―その序説』の中

で、「自然は、日本人にとって芸術の対象であり、また美の象徴そのものであり、宇宙

の調和、秩序そのものであります」と語っている。伊豆や湯島などの山水はうるわし

い。伊豆の温泉はきれいで、読者を期待させる。美しい自然において、「私」と薰子の

恋はもっと美しくなった。「伊豆の踊子」は日本人の美意識をちゃんと表し出す。読み

ながら様々な美しい画面を思い浮かべられて、すごくすきである。川端康成の『伊豆の

踊り子』は日本式の思想の重要性を意識し、伝統の美の表現を重んじる。 

「道がつづら折になって、いよいよ天城峠に近づいたと思うごろ、雨脚が杉の密林を

白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。」これは自然風景に対して

作者は客観描写という表現の技巧で美しく描いた。それに、「夕暮からひどい雨になっ

た。山々の姿が遠近を失って白く染まり、前の小川がみるみる黄色く濁って音を高め

た。」客観描写で自然風景を書いて、自然美を表現している。「下田の港は、伊豆相模

の温泉場なぞを流して歩く旅芸人が、旅の空での故郷として懐しがるような空気の漂っ

た町なのである。」美しい自然風景と伝統的な芸人とつながって、美しい雰囲気を表

す。「秋空が晴れすぎたためか、日に近い海は春のように霞んでいた。」比喩で自然美

を表す。また、「私はどんなに親切にされても、それを大変自然な受け入れられるよう

な美しい空虚な気持ちだった。」作者の心の自然美を表す。 

主人公と踊り子、二人とも青春の日光を浴びている。その時はちょうど生命力が

一番強い頃で、自然美と人間の美を鋭く感ずる時代である。主人公は踊子とともに、

旅を出ながら生命の美しさとぼんやりした望みを味わう。そのうちに、主人公も新

たな世界に歩みこんでいった。だから、この旅行は単純な旅行のみならず、美への

追求の旅と新しい自分を発見する旅だといえるかもしれない。  

 

 



3.2 踊り子の無邪気の美 

踊子を描写するのが素晴らしかった。踊子が笑ったり、悲しんだり、恥ずかしがった

りする表情がすばらしく書いた。 

川端康成の『伊豆の踊り子』は、二十歳の青年の初恋が描かれた小説として、日本人

はもちろん、外国でも人気が高い作品である。その初恋の人は「美しい髪」と「美しく

光る黒眼がちの大きい眼」を持つ美しい人で、純粋な心の、若い少女であり、初恋の対

象としてふさわしい。でも、その恋はまだ広がっていないうちに、終わらざるをえなか

った。二人の身分は差が大きいので、共感しやすくて、同情も喚起しやすい。それに二

人とも大人の世界に入らないうちに、恋への憧れている時期である。  

「踊り子は十七くらいに見えた。私にはわからない古風の不思議な形に大きく髪を結

っていた。それが卵形のりりしい顔を非常に小さく見せながらも、美しく調和してい

た。 髪を豊かに誇張して描いた、 稗史的な娘の絵姿のような感じだった。」 人々が普

通思うのと違って、とても清らかで美しい踊り子だった。「古風」、「稗史的な娘」な

どの言葉から、古典的、すなわち伝統的な美が感じられる。「春に島を出てから旅を続

けているのだが、寒くなるし、冬の用意がして来ないので、下田に十日程いて伊豆温泉

から島へ帰るのだといった。大島を聞くと私はいっそう詩を感じて、また踊り子の美し

い髪を眺めた。」作者は伝統的な生活に憧れる。踊り子は作者にとって、伝統美の典型

である。「踊り子が下から茶を運んできた。私に前に座ると、真紅になりながら手をぶ

るぶ る顫わせるので茶碗が茶托から落ちかかり、 落とすまいと畳に置く拍子に茶をこ

ぼしてしまった。」このように、踊り子のずかしがる心理と慌てている顔色が生き生き

写している。踊り子の無邪気の性格を表す。 

「私は一つの期待を持って講談本を取り上げた。果たして踊り子がするすると近寄っ

てきた。私が読み出すと、彼女が私の肩に触れるほどに顔を寄せて真剣な表情をしなが

ら、目をきらきら輝かせて一身に私の額を見つめ、瞬きひとつしなかった。」「私はそ

れを見ていたのだった。この美しく光る黒目がちの大きい目は踊り子の一番美しい持ち

物だった。二重瞼の線が言いようなくきれいだった。それから彼女は花のように笑うの

だった。花のように笑うという言葉が彼女にはほんとうだった。」 

以上、作者は人物像の無邪気と少女が神聖で純潔である美しさを描いた。少女の恥ら

いと素直さも感じられる。 

3.3 主人公の青春の恋の美しさ 

「不遇な人生を歩み、心がすさんでいた若い学生が旅の途中で、ある踊り子に出会

い、その後をくっついて周り、踊り子一行と行動をともにすることになった。その後

も、やはり踊り子一行と行動をともにしていたけれど、ついには別れの時がきた。だけ



ど、踊り子たちと一緒に過ごしてきたことで、なんだか、心がスガスガしくなった。」

という話だった。  

初恋はどんな感じだろうか。渋く、朦朧なのに、心に刻んだものである。昔であれ、

現在であれ、変わりがない。踊子と小説の中の「私」もそうである。抱き合ったことも

ないし、キスもないし、別れる時に目つきまでもない。それにしても、その無邪気な初

恋は永遠に伊豆半島に残った。 あの時代、芸者の職業はみんなに認められなかった。そ

れは卑しいものだと思われた。しかし、芸者として生きている踊子のような人は絶対少

なくない。彼らは小さなことで、満足ができる。たぶんその簡単に満足できる態度はみ

んなにじっと見つめられた。それにしても、単純な踊り子は勇敢に人々の考え方を変え

てみた。それに小説の中で、「私」と踊子が愛情への憧れは心理描写によって現れ

た。 「伊豆の踊子」は美しくそして憂いの雰囲気を漂っている名作である。最初は伊豆

の風景のことを描いてばかりではなく、繰り返し読むうちに主人公である一高校生の

「私」の孤独がしみじみと思いやられるようになった。 

「私」が小説の最後、踊子と別れ、船で東京へ帰ったとき、ぽろぽろと涙を流したの

も何となく理解できるようになった。たぶん「私」にとっては踊子ははじめて自分の心

が理解できる血のつながりみたいなものを感じた人だったのかもしれない。母の愛のよ

うなものであろうか。それを恋愛感情といってしまえば、やはり「私」は踊子に恋して

いた。悩み、恋愛、出会い、別れ、青春のすべてがこの短篇には凝縮されている。 

3.4 家族同士の愛の美しさ 

皆さんは人生の本当の成功は何だと思うか。私の考えでは愛し合っている家族を持つ

ことである。同じ屋根の下に暮らしているから、家族なのだとは言えない。家族の根本

は愛である。愛なくしては家族は成り立たない。「伊豆の踊り子」を読み終わって主人

公の淡くて美しい恋に感動されたのは言うまでもない。家族に対する無償の愛は何より

美しく甘美なものであることもしみじみと感じられた。では、家族同士の愛は作品の中

でどのように表現されたのか、一緒に見てみよう。  

「子供は一週間ほどして息が絶えるし、女房はまだ体がしっかりしないんで

す。……」  

「妹にだけはこんなことをさせたくないと思いつめていますが、そこにはまたいろん

な事情がありましてね。」栄吉はひどく感傷的になって泣き出しそうな顔をしながら河

瀬を見つめていた。  

これは栄吉が主人公に自分の身の上話を打ち明けた時の話である。これらの言葉を見

て、栄吉がどんなに家族のことを大切にしていたのかは私たちはすぐわかるだろう。死

んだ子供、体の弱い妻、そしてかわいい妹、栄吉は家族のことばかり考えている。小説



の中で、死んだ子供の話は何回も出た。栄吉だけではなく、家族の人はみんな死んだ子

供のことを残念に思っていた。  

「こちらの部屋へ一緒に立ってくる途中で、鳥屋が踊り子の肩を軽く叩いた。おふく

ろが恐ろしい顔をした。」  

「こら。この子に触っておくれないでよ。生娘なんだからね。」 「肩は痛くないか

い。」と、おふくろは踊り子に幾度も駄目を押していた。「手は痛くないかい。」  

文の中の「おふくろ」は踊り子の義理の母親だが、いつも踊り子を守ろうとしていた

のだ。実の母のように、踊り子のことを心配していた。おふくろの踊り子に対する感情

は小説の中でよく見られる。私には一番印象深かったのは次の場面である。 

私を見るとおふくろに縋り付いて活動にいかせてくれとせがんでいたが、顔を失った

ようにぼんやり私のところに戻って下駄を直してくれた。……「なんだって。一人で連

れていってもらったらいいしゃないか。」と、栄吉が話し込んだけれども、おふくろが

承知しないらしかった。 おふくろはどうして踊り子に行かせないのか、皆さんも不思議

に思っただろう。おふくろは踊り子のことを愛していないから、踊り子の行きたがって

いる気持ちを無視したのだと思う人もいるかもしれないが、絶対そうではないと私は思

う。おふくろは踊り子を愛しているからこそ、いかせないのである。なぜかというと、

青年と踊り子は互いに慕い合っても、到底付き合えない。それは当時の階層差別は非常

に厳しいからである。その時代では、旅芸人の地位は卑しいので、立ち寄る村々の人に

も嫌われる。露骨に村で「旅芸人村に入るべからず」という立て札を立てている。その

反面、知識人は人々に尊敬される。おふくろはただ踊り子につらい思いをさせたくない

だけである。これは本当の愛なのではないかと私は思う。 

以上の分析から見ると、この旅芸人一家は愛によって結束された家庭だと言える。ま

さに主人公が言ったとおりに「親子兄弟であるだけに、それぞれ肉親らしい愛情で繋が

り合っている」。互いに愛し合っているからこそ、旅芸人たちは差別されながらも、快

活に生きられる。 

 

終わりに 

「伊豆の踊り子」は日本の美を描く代表的な作品だと思う。悩み、恋愛、出会い、別

れ。青春のすべてがこの短編には凝縮されている。小説の中に描かれた踊り子の無邪気

さ、純粋さ、栄吉の素直さ、優しさ、そして、家庭の暖かさ、どれも日本の美しさの表

れなのだ。また、伊豆の風景も、とても美しく、巧みに描かれていた。目を閉じれば伊

豆の綺麗な景色が浮かんでくるようで癒されたと感じた。 



「伊豆の踊子」はすがすがしい雰囲気で展開されて、まだ川端の後期の作品ほど肉体

の美に耽溺しすぎないで、巧みがそれほど上手ではないが、感情の表現面から見ると、

飾り気ない、真実で、確かに盛名にふさわしい作品だと思う。 

主人公と踊り子、二人とも青春の日光を浴びている。その時はちょうど生命力が一番

強い頃で、自然美と人間の美を鋭く感ずる時代だ。主人公は踊子とともに旅を出ながら

生命の美しさとぼんやりした望みを味わう。そのうちに、主人公も新たな世界に歩みこ

んでいった。 

だから、この旅行は単純な旅行のみならず、美への追求の旅と新しい自分を発見する

旅だといえるかもしれない。 この旅から出た、「私」の青春ならではの哀れ、川端の日

本伝統美学で追い求めている一期一会であろう。 
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