
太宰治まなびの家（旧藤田家住宅） 

• 2006年3月に移築再建（現在の場所から北
西に100m・曳家ではなさそう） 

 
• もともとは1921年（大正11年）11月、旧碇ヶ関
村村長宅を移築したもの 



旧藤田家住宅と太宰 

• 太宰治は、旧制弘前高等学校時代、1927年（昭
和2年）から3年間、ここに下宿 

• 当時の弘高は全寮制であり、１年次は自宅通学
以外は寮に入らなければならなかったが、病弱と
偽り下宿生活をした。 

 

 







ノートに芥川龍之介と書く 

この時考えたペンネーム： 
芹川龍一郎 

太宰治は、芥川龍之介が大好
きでした 

なので、太宰は芥川をまねた
ポーズで写真に写りました。 
 



東京銀座のバー・ルパンにて 
写真：林 忠彦 

▲2019年発行のファンブックの表紙 



文藝別冊「永遠の太宰治」巻頭見開き 



1909-1948 

太宰 治 

Dazai Osamu 



太宰治のポイント！ 

1.お父さん、お兄さんとも議員なのに左翼活動に傾倒 
 

2.お酒大好き。女好き（しかもモテる）。心中した愛人、未届

けの妻、正妻、愛人（子供あり）、愛人（入水自殺）。麻薬（パ
ビナール）もやる 

3.趣味：自殺。何回やるのか 



誕生 

• 1909年（明治42年）6月19日生 

（生きていれば今年112歳・淀川長
治・松本清張と同年生まれ） 

• 本名：津島修治（つしま しゅうじ） 

• 父：源右衛門 

• 母：タ子（たね） 

• 6男（10番目） 

太宰の生家（現在は斜陽館として公開）→ 
 ※設計は堀江佐吉 



幼少期 

• 1911年（明治45年）3歳 5月 県会議員だった
父（源右衛門）が衆議院議員当選 

• 7月 弟：礼治誕生 
 

 

• キエ（叔母：母の妹） と たけ
（子守）に育てられる 

▲子守の「たけ」 



学生時代 
• 1927年（昭和2年）18歳 青森中学校卒業、官
立弘前高校文科甲類（英語）入学 

• 同年7月、芥川龍之介（35）の自殺にショック 

• 1928年（昭和3年）19歳 辻島衆二の名で「無
間奈落」を発表 

• 1929年（昭和4年）20歳 弟（礼治）
死去 

• 芸者の小山初代と知り合う 

• 12月 カルモチン自殺（未遂） 
▲小山初代 



青年期 

• 1930年（昭和5年）21歳 東京帝
国大学仏文科入学 

• 井伏鱒二を訪ね、以後師事する 

• 小山初代が上京、これにより修
治は分家除籍となる 

• 銀座のカフェ、田部シメ子（あつ
み）と鎌倉の海岸で心中（自殺2
回目）を図る。シメ子は死亡 

• 小山初代と仮祝言をあげる（入
籍はせず同棲生活） 

 ▲田部シメ子（あつみ） 



筆名を太宰治とする 

• 1933年（昭和8年）24歳 太宰治の筆名を使う 

• 「特別に、由来だなんて、ないんですよ。小説を書く
と、家の者に叱られるので、雑誌に発表 する時本
名の津島修治では、いけないんで、友だちが考へ
てくれたんですが、万葉集をめくって、初め、柿本人
麻呂から、柿本修治はどうかといふんですが、柿本
修治は、どうもね。 そのうち、太宰権帥大伴の何と
か（注：旅人のこと）つて云ふ人が、酒の歌を詠つて
ゐたので、酒が好きだから、 これがいゝつていふわ
けで、太宰。修治は、どちらも、おさめるで、二つは
いらないといふので 太宰治としたのです」 



第1回芥川賞ノミネート 

• 1935年（昭和10年）26歳 「逆行」を発表 

• 大学卒業は絶望的、都新聞社（東京新聞）不合格。
鎌倉で首つり自殺（自殺3回目・未遂） 

• 腹膜炎の手術を受け、入院中に使用した鎮痛剤
「パビナール」の注射を受け、以後依存症へ。 

• 菊池寛が創設した第1回芥川賞にノミネートされるも
惜しくも次席（川端康成が反対） 

• 1937年（昭和12年）28歳 初代と心中（自殺4回
目・未遂）以後別居 

• 1936年（昭和11年）27歳 処女作品集「晩年」 

• 麻薬依存治療のため、済生会芝病院に10日間入院 



太宰 結婚 

• 1938年（昭和13年）29歳 井伏鱒二の紹介で石
原美智子（いしはら みちこ）と見合、結納 

• 1939年（昭和14年）30歳 井伏鱒二の媒酌により
結婚（津島美智子）。甲府市に新居を構えるが、9
月1日に三鷹に転居 

• 「女生徒」発表、川端康成も大絶賛！ 

▲津島美智子 



太田静子と出会う 

• 1942年（昭和17年）33歳 太田静子と出会う 

• 1941年（昭和16年）32歳 「駆け込み訴え」「走れ
メロス」発表 

• 1944年（昭和19年）35歳 「津軽」 

• 1945年（昭和21年）37歳 バー・
ルパンで写真撮影 

• 1945年（昭和20年）36歳 甲府に

疎開するも焼夷弾で全焼 金木に
疎開 

▲太田静子 



晩年 
• 1947年（昭和22年）38歳 山崎富榮と知
り合い 「死ぬ気で恋愛してみないか」 

• 「ヴィヨンの妻」発表  

• 太田静子の日記を借りて「斜陽」を書き
上げ、発表！（ベストセラー） 

• 静子の子供を認知（命名：治子） 

• 1948年（昭和23年）39歳 「人間失格」発表 

• 「グットバイ」執筆（未完）6月13日 山崎富榮と玉川上
水で心中（自殺5回目にして完遂・享年38歳） 

• 3日後の19日（太宰の39歳の誕生日）に発見される 

▲山崎富栄 

▲治子・静子 



人間失格誕生秘話 
人間失格（Human Lost）は、太宰の集大成。読んでいない方には是非読んで

いただきたい。また、この小説は「大宮」で書き上げられたとのことです。ご存
知でした？ 

▲さいたま市観光協会のHP https://www.stib.jp/ 



走れメロス誕生秘話（熱海事件） 
太宰の友人、檀一雄（作家：檀ふみのお父さん）は、太宰の妻から、熱海にお
金を届けて欲しいと頼まれた。太宰の元に行ってみると太宰は「良く来てくれた、
これから飲みに行こうか？」と言う。 

Dazai's friend Dan deposited money from Dazai's wife and delivered it to Dazai. 

But Dazai said, "Let's go for a drink." 

The Secret Story of The Birth of 「Run,Meros!」 



We d played with a lot of money. 

We had a good meal, drank good sake and played with women. 



We also have no money. I cannot stay like this. 



Dazai: I go to Kikuchi's house and borrow money. 

Dan:Are you all right? I'll be back by tomorrow, so you can wait here. 



I said good. However, Dazai did not come back after three days. 



I headed to Tokyo to find Dazai. And then… 



Osamu Dazai was playing shogi with Masuzi Ibuse. 



What are you doing? You're not too much for me. 



すると太宰は… 

Will you be waiting for me hard? But it's hard for me to keep you waiting. 



以上「走れメロス」誕生秘話でした 

出展：http://pro.bookoffonline.co.jp/book-enjoy/books-trivia/20180627-dazai-atamijiken.html) 


