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中本かほる
1．研究目的
第 2 次世界大戦前の日本において、青年期の女子を組織し、教育的な働きかけを行なった
団体としては、
「処女会」
、
「女子青年団」が広く知られている。一方、認知度の優劣は否め
ないものの、同時期、同じように青年期の女子を組織し、教育的な働きかけを行なった団体
として、
「基督教女子青年会」
（YWCA：Young Women's Christian Association）の存在があっ
た。
日本の YWCA 運動は、1905 年の日本基督教女子青年会（YWCA）創設から始まり、そ
の後東京（1905 年）を始めとして、横浜（1916 年）
、大阪（1918 年）
、神戸（1920 年）、京
都（1923 年）
、名古屋（1933 年）の 6 都市にローカル YWCA1 が設立されていった。学生
YWCA も 1906 年には専門学校、女学校 14 校に広がり、1925 年には 28 校 4,000 名有余の会
員を有していた 2。日本 YWCA は 1925 年に第 1 回全国総会を開催し、ローカル YWCA 及
び学生 YWCA からなる全国組織体としての形が整った。それは各 YWCA の自律性が尊重
された「民主的な」3 組織体であったとされる。本論の目的は、①日本における YWCA の
定着過程には、ローカル YWCA の自律的な組織化が大きな位置を占めていたのではないか
ということを明らかにすること、②ローカル YWCA の自律的な組織過程において、女子青
年教育機関として独自の機能が発揮されたのではないかという点を考察することである。

2．研究方法
日本で最初に設立されたローカル YWCA である東京 YWCA を取り上げ、その組織とし
ての定着過程及び活動実態を、現存する１次資料や年史等を詳細に分析することで明らかに
する。続いて、その定着と発展を支えた活動原理について究明する。分析対象とする資料は
以下の通りである。
①戦前期日本 YWCA 機関誌『明治の女子』及び『女子青年界』
日本 YWCA の機関誌『明治の女子』及び『女子青年界』は、1904 年～ 1944 年の間
発行された。
『明治の女子』が発行された 1904 年（明治 37 年）は、YWCA の発足の一
年前であり、その内容は聖書研究を中心とするものであった。1905 年、日本 YWCA 発
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足の後は、それを会の機関誌と位置付けた。発刊初期の値段は、1 年分 12 冊送料込み
で 50 銭と第 1 巻第 8 号（1905 年 1 月）には記されているが、
初期の頃の発行費用はピッ
「大正」への
ツバーグ YWCA の援助によっていたといわれる 4。1912 年明治天皇逝去、
元号改正などを境に機関誌を『女子青年界』と改題し、敗戦直前の 1944 年 3 月 25 日、
第 41 巻 2 号を以って廃刊した 5。なお、日本 YWCA の機関誌『明治の女子』及び『女
子青年界』は、復刻版として出版（不二出版社、1992 年～ 1994 年配本）されている。
②東京 YWCA 機関紙『地の塩』
（創刊号から終刊 113 号まで）
東京 YWCA 最初の機関紙であった『地の塩』は、1926（大正 15）年～ 1939（昭和
14）年の間発行された。1 号から 64 号までは A3 タブロイド版、65 号以降最終 113 号
までは B5 冊子版である。その紙面は、
当初 7 ～ 8 面であったが、
徐々にその枚数は増し、
冊子版においては 70 ページを越している。値段は、第 2 号には１部 4 頁金 5 銭、冊子
版になってからは 10 銭と記されている。機関紙の内容は、会員の近況から広く世界の
動きまでが掲載され、その執筆者も幅広いものであった。発行は年 10 回程度で、機関
紙の名称である『地の塩』は聖書の「汝等は地の塩なり」に由来する。創刊号には以下
のように記されている。
キリストの聖言「汝等は地の塩なり・・・」よりその名を得たるものにして、これによ
り当会はその事蹟、事業、抱負を語り、会員相互の親善を計り、霊・智・体の円満なる
発達を遂げ奉仕の精神を養ひ、持って女性の地の塩たらん事を期す（
「地の塩」1-71926）
現在、東京 YWCA 内には、創刊号から最終号までの『地の塩』ひと揃い保管されてい
るが、経年による紙面の劣化等がみられる。
③基督教女子青年会日本同盟編纂『基督教女子青年会指導者讀本』
（1937 年刊行）
日本 YWCA よって「現在及び来るべき新進の指導者諸姉が基督教女子青年会の本来
の使命を感得し、其機構と活用との基準を把握せられる様に」と発行された冊子である。
会の目標、沿革、組織、事業、指導法、財政全般に亘り記述されている。オーストラリ
ア YWCA の寄付金で作成された 150 頁、30 銭の冊子である。現在国立国会図書館等で
の閲覧が可能である。
④東京 YWCA 幹部委員会 6 記録（1923 年 9 月～ 1926 年 2 月）
⑤日本 YWCA 及び東京 YWCA 各年史

─ 406 ─

女子青年教育機関としての YWCA の定着過程―1920 年代の日本 YWCA と東京 YWCA の動きを中心として―

日本 YWCA100 年史編纂委員会編『日本 YWCA100 年史』
（2005 年）
日本 YWCA80 年史編纂委員会編『水を風を光を』
（1987 年）
東京 YWCA100 周年記念委員会編『東京 YWCA の 100 年』
（2005 年）
東京 YWCA80 周年記念行事委員会編『東京 YWCA80 年のあゆみ』
（1985 年）他。

3．日本 YWCA の成立
1884 年、イギリスにおいて発足した 7 YWCA は、10 年後アメリカ、ノルウェー、スウェー
デンにも広がり、世界 YWCA を組織した。18 世紀末から 19 世紀を通してプロテスタント
諸教会の福音宣教活動、ミッショナリー・ムーヴメントを背景に、アジア諸地域にはプロテ
スタント教会が成立していった。
その推進の役割を担ったのは青年キリスト者たちであった。
YMCA（Young Men’
s Christian Association： 基 督 教 青 年 会 ）
、YWCA、WSCF8（World
Student Christian Federation：萬国基督教学生連盟）の創設はこうしたミッション・ムー
ブメントと連動している 9。日本においては 1897 年に日本学生 YMCA 同盟が発足した。ま
た 20 世紀第一年目にちなんだ全国的規模の大挙伝道活動（1901 年）などもおこり、学校教
師や学生、実業家などの都市部知的階層および中産階級を中心に、日本のプロテスタント信
者数は二倍 10 となる一種のリバイバルが起こっていた。こうした情勢の中、YWCA 設置の
気運は高まっていた。当時日本に派遣されていた宣教師の中には、母国で YWCA 運動に接
していた者もおり、赴任先で「YWCA」を名乗り、少女たちの集会を開く者や、過酷な労
働を強いられている紡績、製糸工場の「女工」のために働く人材を、母国の YWCA に派遣
するよう働きかけを行なう者がいた。こうした動きを受け、1900 年世界 YWCA 総幹事（事
務局長）A.M. レイノルズ（Annie M. Reynolds）が視察のため来日した 11。これを機に、日
本の YWCA 創立の準備が開始された。1904 年創立委員会は若い女性のための聖書研究を中
心とする機関誌『明治の女子』を創刊した。日本 YWCA の最初の仕事はこの機関誌の発刊
であったとされている 12。1905 年日本 YWCA は正式に発足し、その 1 ヵ月後ローカル
YWCA として東京 YWCA が発足した。1906 年には世界 YWCA に加盟し、国際団体の一
員としての確立を見た。同年加盟した中国 YWCA と共に、キリスト教国以外に YWCA が
設立された最初のものとなった 13。日本 YWCA 創立委員会は、東京 YWCA の発足を受け、
日本基督教女子青年会中央委員会となった。ナショナル YWCA としての日本 YWCA は全
国的な仕事を受け持ち、ローカル YWCA である東京 YWCA は地方的な問題を取り扱うと
いった役割分担がなされた。しかしその区別を理解している者は少なかったといわれる。
YWCA の運営の責任を持つ初期中央委員会の委員は以下の人々である。その多くは、宣教
師やキリスト教界の指導者たちであった 14。
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委員長

ホイットマン（Miss M. A. Whitman）東京駿台女学校校長

会計

エリス（Miss S. Ellis ）フレンド校長
ウエスト（Miss A. B. West ）ミッショナリー

委員

ワ イ コ フ（Miss H. J. Wyckoff ）
、 ワ ー ジ ン ト ン（Miss H. J.
Worthington）
、
フィッシャー（Mrs. G. M. Fisher）
、
ヘルム（ Mrs. V. W.
Helm）
、 ソ ー パ ー（ Miss E. M. Soper）
、 フ ェ リ プ ス（ Mrs. G. S.
Phelps）
、ハミルトン（ Miss L. Hamilton）
、トリストラム（Miss A. K.
Tristram）
、ザーフル（Miss L. Zurfluh）
、花井夫人、平野はま、河井
道子、津田梅子、 小崎千代（弘道氏夫人）
、佐藤錦子

萬国 YWCA

モリソン（Miss Theresa E. Morrison）

日本支部幹事 マクドナルド（Miss A. Caroline. Macdonald）

4．東京 YWCA の成立と日本 YWCA との関係
日本 YWCA 発足の１ヵ月後、東京 YWCA は発足した。東京 YWCA の運営を推し進め
る最初の委員は、津田梅子とつながりを持つ女性教育者や、キリスト教界の指導者、政財界
で活躍する夫を持つ婦人たちであった 15。
会長

津田梅子

副会長

バック（Mrs. Buck）米公使夫人

委員

岡田みつ子、本田貞子（庸一氏夫人）
、鈴木歌子、長尾みな子（半平氏
夫人）
、川島芳子、新渡戸万里子（稲造氏夫人）
、岡見けい子、今西糸
子（鎌三氏夫人）
、小室美恵（三吉氏夫人）
、小畑続枝（久五郎氏夫人）

日本 YWCA はホイットマン委員長を始め外国人主導の運営に対し、東京 YWCA は日本
人による運営が進められていた。日本 YWCA はナショナル YWCA として機関誌の刊行と
学校 YWCA の組織を担当、発足の翌年には第 1 回学生夏期修養会を開催（28 校 165 余名の
参加者）するなどの活動を展開した。
一方、東京 YWCA はローカル YWCA として、地域課題へ対応する事業に取り組んだ。
始めの事業としては、借家での学生寄宿舎の開設、その後土地を購入し、寄宿舎事業を展開
し た。 し か し、 当 初 日 本 YWCA と 東 京 YWCA は 共 に マ ク ド ナ ル ド（A. Caroline.
Macdonald）が総幹事（事務局長）を務め、事務所も麹町土手三番町十五マクドナルド宅内
に同居しており、外からはほとんど一つのものと見られていた 16。日本 YWCA は、1914 年
財団法人認可を受け、東京 YWCA を始めとする各 YWCA はその寄付行為の中に位置付き、
不動産を始めとする財産は日本 YWCA が保管していた。
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5．東京 YWCA の事業展開
（1）初期東京 YWCA の事業
当初の混然一体とした状況から、徐々に日本 YWCA と東京 YWCA はそれぞれの役割を
明確にしていった。東京 YWCA は、ローカル YWCA として地域的課題に向き合っていた。
学生、家庭婦人、有職婦人を対象とし、①寄宿舎事業、②社会事業、③教育事業等の事業を
展開していた。
①寄宿舎事業
日本の 20 世紀は女子教育で始まるといわれる様に、津田梅子の女子英学塾（1900 年）、
成瀬仁蔵の日本女子大学校（1901 年）を始めとする女子の高等教育が盛んとなり、地方か
ら多くの女学生が上京していた。学校が腐心していた安全な住まいとしての寄宿舎の不足に
対し、東京 YWCA は自らの最初の仕事として寄宿舎事業をおこなった。1906 年に小石川区
水道町 28 に二軒家を借り、学生の寄宿舎を開設したのである。その後、英米加 YWCA の
、翌年には小
寄付 17 により、牛込区納戸町 45 に土地を購入、第 1 寄宿舎を設置（1908 年）
石川区水道町の土地を購入、寄宿舎を改築し第 2 寄宿舎とした 18。
1915 年、自前の会館を神保町に建設、体操場を兼ねた集会場や教室、日本間、図書館、
食堂の他、会館の 3 階部分には一般女性のための寄宿舎 19 が設置されていた。また鵠沼海
岸での女子休養所（1916 年）や職業婦人のための夏期休養所を鎌倉に設置（1919 年）する等、
青年女子や婦人の宿泊や会合場所としての施設を作り、学生や働く若い女性たちの生活の場
や休息の場とした。寄宿舎や休養所は、
学業や労働に向かう若い女性の生活の安全を保障し、
そこでの共同生活は、
「規則を厳しくして束縛するようなことはせず、出入時間その他二、
三のほかは、友愛的共同生活に導く」20 精神の基に運営された。彼女たちが個としてまた社
会人として成長する機会がそこにはあり、施設は教育的な意図を持って運営される事業で
あったが、同時に施設は自営を原則とし、東京 YWCA の財政をも負う役割も持つ事業とし
て展開していた。
②社会事業
日露戦争から第 1 次世界大戦にかけての日本の近代産業の目覚しい発展は、過酷な労働と
貧しさの中に閉じ込められた労働者を生み出していた。特に「女工」と呼ばれた女子労働者
の状況は大きな社会問題となっていた。東京 YWCA はこうした問題に取り組むため工場や
病院への伝道という形態から活動を開始した。本所富士紡績会社工場の工女 1,000 余名への
講演会や、看護婦人会を開催する等の後、1912 年労働婦人部の活動が始まった。翌年には、
東北大飢饉による家出人に対し、上野駅での案内相談と宿泊の世話をする「旅行者の友」事
業、1914 年からは労働者家庭の幼児対象の隣保事業「好友園」の開園、
女中夜学校（1916 年）、
巡回産婆看護婦事業（1918 年）等を実施した。関東大震災（1923 年）時には、会館は全焼
したが無事であった寄宿舎に仮事務所を置き、授産所、奨学金の給付、職業紹介、廉売等震
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災救護事業を展開し、東京府から依頼された月島方面罹災者調査及び配給物配布等の事業も
実施された。こうした社会事業は、その課題解決を目的とするが、そこには係わる者への社
会教育的な要素が含まれている。委員として事業を推し進める者、ボランティアとして協力
する者等多くの会員が共に係わり、その係わりの中から育てられるという教育的意味を持つ
事業でもあった。
③教育事業
1915 年、東京 YWCA は自前の会館を持つに至り、商業簿記、珠算、実務等の女子計算員
養成科の新設の他、体育部、宗教部、教育部の新設、女中夜学校の開講等、会館での教育事
業を広く展開していった。こうした教養教育や専門的職業教育は学校的な教育事業であった
が、もう一つの教育事業が開始された。それはグループワークを基礎理論とした自治的集団
活動である「クラブ」と呼ばれるものである。クラブの実践を通し、若い女性たちの人格形
成、人間教育を培うことを目的としていた。1915 年学生を対象としたクラブから開始され、
1919 年最初の働く若い女性のクラブである BG（ビジネス・ガール）クラブが発足した。こ
れは鉄道局勤務の女子従業員たちのクラブで「勇泉クラブ」と名称された。引き続き、少女
部クラブ、「家庭青年」と呼ばれた職業を持たない女子青年のクラブが作られた。こうした
クラブで実践された自治的集団活動の経験は、YWCA の組織運営における委員会や会議の
場においても有効に働き、
YWCA 運動を担う「会員」が育つ基となる場所であったと言える。

（2）事業を成立させた要素
YWCA の事業は会員によって推進されていた。YWCA の会員とは「基督教婦人運動に携
る一員として奉仕し貢献し得る事にあり。故にその責任は会の一員としての自覚を以て自ら
その会を負ふ者たる事」21 と記され、恩恵の受益者ではなく、運動の推進者、支援者として
の会員であり、そうした自覚を持つ会員であった。YWCA 会員の自覚は、会の運営や財政
にも反映されていた。会員は委員会を構成し、専門職である職員と共に事業運営に当たり、
その財政においても、会費、寄附、事業や催物等の収入を自ら生み出す独立採算の原則を堅
持しながら関わった。こうした自律的な運営を維持しようとする自覚は、活動の細部に亘り
貫かれていた。東京 YWCA の事業はこうした自覚を持つ会員と、委員会とによって成立し
ていたといえよう。
初期の東京 YWCA の会勢は、
1913 年会員数 187 名
（うち維持会員 74 名、
普通会員 113 名）
、
寄宿舎生 104 名、学生聖書研究会 241 名（平均出席者）等であり、以後 1918 年 650 名、
1921 年 923 名と会員数は拡大を見せた。また会館出入は 1918 年 11 月には 1,050 名、1920
年 6 月 4,155 名との記録があり、1926 年には月平均 3,550 名 22 を数えるようになっていた。

（3）組織の独立と機関紙『地の塩』の発刊
日本 YWCA は、拡大する組織の整理のためか「本部、市部に如何なる援助を与ふるや」23
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との問いかけを、1924 年に各ローカル YWCA に出している。そうした動きの一方、東京
YWCA 年会（総会）では「本会会員の一致団結の為会報を発刊しては如何につき議論百出」
したとされ、
「現在の雑誌『女子青年界』に本会の報告を尚一層詳細に記載する事」24 等が
議されている。各ローカル YWCA による事業の拡張は、日本 YWCA 同盟と各ローカル
YWCA 組織の関係のあり方に対して再検討を迫ることとなっていた。
1925 年、東京 YWCA は女学校の認可を取ろうと動いていた。その経緯を東京 YWCA 幹
部委員会記録（1925 年 12 月 9 日付）から見ると以下のようであった。
四、協議
（一）本会単独ノ財団法人組織トナスノ件
現在ニテハ本会ノ不動産ハ日本基督教女子青年会同盟財団コレヲ保管ス
独立ノ財団法人組織ノ必要ナル理由
（イ）本会教育部の私立女学校組織トナスノ必要切迫ス、是ガ為メ個人経営、財団法
人経営種々アリ

本会トシテハ前事ニ於テ後者ヲ選ブヲ可トス。然ルニ現在ノ

財団寄付行為第一条ニハ教育事業云々ノ項目ナキ為現在ノママニテハ経営不可
能ナリ。依テ女学校設立ノ願書ハ今モッテ空ニ迷フテ居ル次第
（ロ）本会トシテハ貧乏トハイエ不動産ヲ有スルコトニテ今後複雑トナル恐アルコト
「ママ」

ナレバ今ノ際変更シテハ如何 ？ 現在ノ寄附行為項目中ニ教育事業云々ノ新項目
ヲ加ヘル方法ヲ講ジテ学校経営ヲ開始スルカ又コノ際独立ノ法人組織トナスカ
ニ就キ協議ス。
独立ノ財団法人ニ変更スルコトニ異議ナシ。
右ノ件ヲ会長志立氏ヲ通ジテ同盟委員ニ申出デルコト。同時ニ弁護士ニ手続キ
其他ノ内相談ヲナスコト
YWCA の運営は委員会によってなされていた。各ローカル YWCA もそれぞれに幹部委
員会を持ち独立した運営を行っているが、社会的には日本 YWCA 同盟の財団法人格の中に
位置した組織であった。各ローカル YWCA はそれぞれの運営、財政に責任を負っているが、
不動産等所有権などの人格を必要とする事柄においては、財団法人格をもつ日本 YWCA 同
盟がその役割を担っていた。東京 YWCA は女学校認可を財団法人として取ろうと考えるが、
日本 YWCA 同盟の寄附行為上には教育事業の記載がなく、女学校事業実施には、寄附行為
の変更もしくは新たなる財団の設立かとするかが議された。
東京 YWCA が女学校認可を取ろうと考えた背景には、専門的職業教育分野において英語
商業科新設、タイプ事務実習（1918 年）等が始まり、専任者を置いての英語や商業タイプ
が盛んとなり、商業部には速記科、オフィーストレーニング科が、また商工部には夜学科が
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設置（1921 年）される等、教育事業の成長拡大があった。社会的位置付けを持った学校と
して経営していく事は、事業の信頼と浸透に繋がり、財政の確保確立にもなる。そのような
方向を東京 YWCA が望むことは充分考えられる。また、東京 YWCA は、当時既に神保町
に会館（1923 年関東大震災で消失、仮会館設置）の他に、学生用寄宿舎、職業婦人のため
の夏期休養所、低収入職業婦人宿泊所（関口）等も有し運営していた。それらは幹部委員会
記録にもある通り、日本 YWCA が不動産を保管している形が取られていた。こうした状況
は、今後複雑な事態を生むことになる可能性もあるとの懸念もあった。事業の拡大、それに
伴う組織体としての確立への要望、こうした現実的な必要から、東京 YWCA は独立した財
団法人となることの選択を行ったと考えられる。
翌 1926 年 2 月の幹部委員会記録には、日本 YWCA の了承が得られたと記録されている。
協議
（1） 財団法人組織の件報告
同盟にて財産を分かつ事を理事会にて決定す。依って其手続き中なり。
（東京 YWCA 幹部委員会記録 1926.2.10）
実務的な手続きを経て、1927 年、東京 YWCA は財団法人として社会的にも独立した組織
となった。
法人設立を準備していたこの時期、併せて機関紙発刊の件が議されていた。既に独自の会
報発行が 1925 年の年会（総会）で議論されていたが、その折は日本 YWCA『女子青年界』
への報告掲載を充実させることで収められた。しかし、こうした意見は根強くあったようで
あり、翌年の幹部委員会にて議論が再燃していた。
八．月報発刊の件
「判読不明」

詳シキ報告及感想ヲノセテ本会ノ事 ○ 来ヲ一般二知ラシメ相互二連絡ヲトル
為メ一部五銭位二テ発刊スルコト
ノ購読者ナリ

丈モ同盟ノ雑誌二本会会員新旧七十名程

内容意義ヲ異二スルモ誤解ナキ様志立氏同盟ノ係ノ方二諒解

ヲ求メラルベキコト

宮城、内池両姉編集相談委員ウケラル

（東京 YWCA 幹部委員会記録 1926.5.12）
同盟への誤解が生じないよう配慮をしつつ、月々の報告紙として会員や一般に発行するこ
とが議され、編集委員も決められ具体的な動きが始まった。翌月には同盟の承諾も得られ、
名称や事務方についての報告とともに、
「内容ハ会員ノ所感及報告二止メル事」25 が確認さ
れている。こうして 1926 年 7 月、東京 YWCA 機関紙『地の塩』創刊号が発行された。
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設立初期にみられた日本 YWCA と東京 YWCA の組織が混在していた関係は、
「日本全国
二於ケル市町村基督教女子青年会及学生基督教女子青年会ノ統一ヲ図リ、コレ等ト萬国基督
教女子青年会トノ連絡ヲ取リ、尚本会未設市町村及諸学校二基督教女子青年会ノ設立ヲ奨励 26」
する日本 YWCA 同盟と、地域を地盤としそこから生じる課題に対し具体的事業をもって働
く東京 YWCA、というように異なる役割を担う関係へと、明らかに変化を遂げてきたので
ある。

6．東京 YWCA の自律性を支えた活動
（1）会員の自覚を育てる場としての「委員会」と「クラブ」
東京 YWCA は自覚ある会員によって動く会員組織である。会員の自覚は「委員会」や「ク
ラブ」の実践を通す中で培われていく。最初の委員会の構成員にも見て取れるように、設立
当初は都市の知識層といえる人々が会員であった。その後事業の拡がりに伴い女子学生、女
子事務員、
女工等さまざまな背景を持つ女子青年も「会員」となっていった。彼女たちは「ク
ラブ」によって自治的な集団活動を経験し、そうした経験を基に「委員会」の一員としての
役割を担えるようになっていく。
「委員会」は YWCA 運動の推進者である「委員」がその
活動を通して育成される場でもあり、会員としての更なる成長を遂げる場所でもある。「ク
ラブ」は、一人の女子青年を「会員」として受け入れ自律的な「会員」に育てる土壌であっ
たと言える。

（2）学習テキストとしての機関紙
機関紙『地の塩』は、事業の拡大と共にその必要性が謳われ創刊された。月報という形で
発行され、会員に配布された。
「クラブ」においては機関紙を読むプログラムが行なわれて
いた。機関誌『地の塩』の記事を見ると、各部報告と共に、東京 YWCA 内で行なわれた各
種の講演や、取り組む事業に関する資料や情報が多く掲載されている。掲載された報告記事
は、自分たちの活動を客観視する機会であり、これからの活動につながる広い見聞や情報、
新しい知識は、今後の活動を思考する力となる。こうした機関紙の機能は、会員の「学習テ
キスト」としての役割を持っていたと言える。

（3）事業の基盤としての施設
東京 YWCA の事業は寄宿舎から始まり、その後自らの会館も含め各種の施設を作った。
そしてその施設に於いて各種の事業が展開され、会員の多くはそこで学び活動した。施設は
支援者や海外からの寄付金の他、会員による募金活動や、音楽会、バザーによる資金作り等
によって資金の調達がなされ建てられている。建設後の施設は、その運用により自営されか
つ東京 YWCA の財政を賄うものとなっている。そうした意味で施設は、活動を創り出し財
政を支えるという、東京 YWCA の基盤的な役割を持っていた。
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以上 3 点を支柱としながらも会員は「クラブ」で YWCA の基本的原理を身に付け、委員
会を組織し自律的に事業を展開する力をつける。また機関紙を用いた学習を通して広い知識
と教養を獲得し、自律的な女性へと育成されている。
こうした東京 YWCA の事業は、宗教、教育活動、社会活動等多様な領域に亘っているが、
それらの多くは施設を基盤に展開される事が多かった。自前の施設を持つことによって、安
定した事業展開が可能となったと言えよう。さらに、施設運営による収入は、財政面を支え
る役割も持っていた。自覚ある会員と経済的な自立は、東京 YWCA の自律性を支える大き
な要因であったといえる。

7．考察と課題
①ローカル YWCA の自律性
YWCA の組織は世界 YWCA から各国のローカル YWCA に至るまでそれぞれに委員
会を持ち、独立した運営を行い財政に責任を負う形が追求されていた。しかし、それを
現実のものとするにはいくつかの条件を必要とする。初期の渾然一体とした日本 YWCA
と東京 YWCA の関係性は、東京 YWCA の事業の拡大と共に整理されていった。事業の
拡大には、それを支える会員の育成と財政の確立がその基盤にはあり、そうした条件を
獲得した東京 YWCA は自律性のある組織体となっていった。東京 YWCA が自律的な組
織化を果たしたことは、日本における YWCA 運動の推進力を増し、その定着を確かなも
のとしたということができよう。
②女子青年教育機関として独自の機能
日本 YWCA 機関誌『明治の女子』第 1 巻第 1 号には、青年女子が高き理想を掲げ、他
者や社会へ関心を向け係わり、総合的な人間形成をなすことを願っていると謳われてい
る 27。これは YWCA の求めるひとつの女子青年像であり会員像でもあるといえる。1920
年代、主に働く若い女性たちを組織した「クラブ」は、彼女たちが YWCA の会員となる
入り口であった。
「クラブ」は自発的で自由な個人として集まり、自律的に目的遂行のた
めに働く自治的集団活動として機能し、個々の人間的成長と社会的自立を促していた。ク
ラブ員は自律的な YWCA 会員として成長し、組織運営における委員会や会議の場におい
ても役割を担い、そのことにおいても更なる成長が図られた。
「クラブ」や「委員会」は、
その活動を通して会員全体を育成する機能であると共に、個々の会員を成長させる教育
的な機関でもあったと言えよう。東京 YWCA に係わった女子青年たちは、YWCA 運動
の中で異なる環境や階層の人々と出会い、共に同じ YWCA メンバーとして活動を作り上
げていくといった経験を通し、理想を掲げ、他者や社会へ関心を向け、総合的な人間を
目指す女子青年として育成されていたのである。
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本論では、東京 YWCA の定着過程を追い、その女子青年教育機関としての役割につい
ての考察を試みた。1920 年代は東京 YWCA を始め日本の YWCA 全体が、都市部の働く
若い女子青年を「有職婦人」として組織し、
「クラブ」として活動を展開し始めた時期で
ある。本論は東京 YWCA の定着過程を取り上げるに止まり、この時代の特徴である「ク
ラブ」
「有職婦人」
「都市部の女子青年」といったキーワードに充分なる言及を行なって
いない。その点は今後の課題としたい。
1

市町村 YWCA との表記もあるが、本論ではローカル YWCA と表現する。

2

日本基督教女子青年会『女子青年界』日本基督教女子青年会、第 22 巻 10 号 1925 年、ｐ .11・14。

3

「民主的」と表示する根拠は、人間の自由や平等を尊重する立場（デモクラシー）の原則が、
1925 年制定の『基督教女子青年界日本同盟憲法』の中に読み取れる事による。

4

日本 YWCA100 年史編纂委員会『日本 YWCA100 年史－女性の自立を求めて』
財団法人日本キリスト教女子青年会、2005 年、ｐ .4。

5

発行部数については現在調査中であるが、1915 年の中央委員会報告（『女子青年界』第 12 巻
第 3 号、1915.3.1、P.31）には「現在千五百部を出版」「米国加洲サクラメント女史青年会は毎
月百部宛を購読す、二千部を出版するに至らば独立をなし得べし」との掲載があった。

6

「新年度に於ける女子青年会のあらゆる動向を決すべき全責任と権利を依嘱する自分たちの代
表」である「幹部委員」は、市町村 YWCA の最高意思決定機関である年会（総会）で選挙に
よって選出される。幹部委員は互選により会長、副会長、書記、会計の役員を決める。会長
は各部委員長を任命する。各部委員長は各部幹事（職員）と合議の上、委員会を組織するの
に必要な人数の委員を会員中から任命し職務を遂行する。基督教女子青年会日本同盟編纂『基
督教女子青年会指導者讀本』（1937）pp.43-45 を参照。

7

日本 YWCA80 年史編集委員会編『水を風を光を

日本 YWCA80 年』

日本 YWCA、1987 年、pp.14-15。
19 世紀中期から後半にいたる時期、イギリスは ｢世界の工場｣ として繁栄を誇った時代にあり、
都市では多くの若い女性が労働者となった。YWCA は、その時代に活動した二つの団体に起
源をもつと言われている。一つは、「プレイヤーユニオン」（Prayer Union）であり、ロンド
ンにおいて、産業化の波にさらわれる若い女性たちの状況を憂い、彼女たちがキリスト教の
信仰生活を全うできるようにとの精神運動を推進した団体であった。もう一つは、
「ホームズ・
アンド・インスティチュート・オブ・ロンドン（Home’
s and Institute of London）と呼ばれ
る団体である。この団体は、クリミヤ戦争に行く看護婦など、地方からロンドンに働きに来
る若い女性が、安心して宿泊できる宿舎を提供し、そこにおいては、聖書クラス、教育プロ
グラム、クラブ活動、カウンセリング、ライブラリー等をおこない、働く女性のために活動
した。この二つの団体が、共に「YWCA」の名を使っていたといわれており、1876 年に両者

─ 415 ─

が一つとなり YWCA が誕生した。
8

前掲『日本 YWCA100 年史－女性の自立を求めて』ｐｐ .5-7。
1895 年創設、初代総幹事ジョン・R・モットが 1896 年に第 1 回世界宣教旅行の中で来日した
事が契機となり、翌 1897 年日本学生 YMCA が発足した。1907 年にはアジア初の大会が東京
で開かれた。25 カ国 700 名の学生・関係者のうち日本女性 70 余名を含む 100 余名が女性であっ
た。この大会は女性の会員が認められた最初の大会であった。YWCA 会員はマクドナルドの
指導で、日本で始めての国際会議運営の仕事に携った。日本人初代の総幹事（1912）となる
河井道子の通訳等の働きも大きな評価を受け、YWCA の国内外での注目度も高まった。

9

武田清子『女子青年会

解説・総目次・索引

解説－日本 YWCA の使命と特質』

不二出版、1994 年、ｐ .5。
10

前掲『水を風を光を

日本 YWCA80 年』ｐ .29 にはキリスト教信者数が 37,000 人（1900）か

ら 78,000 人（1910）と成ったことが記されている。工藤栄一『近代日本社会思想史研究』教
文館（1989）ｐ .97 の表 5「明治年間プロテスタント信徒数の変遷」上からもそのことが読み
取れる。
11

前掲『日本 YWCA100 年史－女性の自立を求めて』ｐｐ .2-3。

12

前掲『水を風を光を

日本 YWCA80 年』ｐ .32。

13 「支那と日本とに基督教女子青年会事業が初められた事は、基督教国以外に吾会の進出した最
初でした（レーナルド女史手記より）原文ママ」『女子青年界（第 28 巻 11 号
14

1931.11）』

日本基督教女子青年会『明治の女子』日本基督教女子青年会、第 1 巻 8 号 1905 年、ｐ .1 及び
石橋宮子編纂『東京 YWCA 年表』東京 YWCA、1972 年、ｐ .6 の記載事項を参照した。本年
表は、東京 YWCA70 周年を前に、「特に戦時中のありようをまちがいなくまとめておこう」
ということから作業が行われたもので、元職員の石橋宮子が 1972 年までの歴史を編修した。
その後、80 周年の歴史年表作成に役立てた事、その後の 1973 年から 1985 年までを元職員の
椚美津保が追記した事が前書きに記されている。現在は東京 YWCA 内に保管されている。

15

前掲

石橋宮子編纂『東京 YWCA 年表』ｐ .6 の記載事項を参照。

16

前掲『日本 YWCA100 年史－女性の自立を求めて』ｐ .4。

17

東京 YWCA100 周年記念委員会編『年表

東京 YWCA の 100 年』

財団法人日本キリスト教女子青年会、2005 年、p.5。
18

寄宿舎の第 1、第 2 については、
『女子青年界』第 22 巻 10 号 p.16 や日本 YWCA, 東京 YWCA
年史等は納戸町を第 1、水道町を第 2 としているが、東京 YWCA 機関紙『地の塩』紙面に掲
載されている寄宿舎の広告は、水道町を第 1 寄宿舎、納戸町を第 2 寄宿舎と明示している。
時の経過の中で変更等があったのか定かではないが、常時関係者の眼にさらされている広告
が間違えたまま掲載され続けることは考えづらく、機関紙広告での表記はその当時そう呼ば
れていたことを示し、名称の信頼性は高いと考えられる。しかしここでは、日本 YWCA, 東京
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YWCA 年史上で使用された名称で表記した。
19

吉屋信子著『吉屋信子乙女小説コレクション 2

屋根裏の二処女』国書刊行会、2003 年。

1920 年に発行された当小説は、1916 年を時代設定として書かれ、当時の YWCA の寄宿舎が
舞台となっている。僅かながら、寄宿舎やそこに暮らす女性たちの様子が垣間見られる。吉
屋自身も YWCA 寄宿舎で暮らした事がある。
20

前掲『水を風を光を

日本 YWCA80 年』ｐ .47。

21

前掲『女子青年界』第 22 巻 11 号ｐ .26。
会費はこの時点までは画一されておらず、額面ごとの人数報告等が見られる。憲法第 3 章第 1
条第 2 項「福音主義の教会に属する者を正会員となし之に選挙権と被選挙権とを付与す」と
教会員が正会員でありそれ以外が准会員とされているが、基督者であるか否かは個人的内面
的問題として洗礼を標準とはしない等の議論が継続されている。また幹部委員（全体運営委員）
は正会員から選出されるが、各委員は正、准会員から選出された。

22

関東大震災、第 2 次世界大戦により、東京 YWCA の資料はほとんど焼失している。1926 年
東京 YWCA 機関誌『地の塩』発刊後は定期的な会勢の報告が掲載されそこから会勢を読み取
る事が出来るが、それ以前については、日本 YWCA 機関誌『女子青年界』やいくつかの年史
等から読み取ったものである。

23

東京 YWCA『東京 YWCA 幹部委員会記録』1924 年 12 月。

24

前掲『東京 YWCA 幹部委員会記録』1925 年 3 月。

25

同上『東京 YWCA 幹部委員会記録』1926 年 6 月。

26

基督教女子青年会日本同盟『基督教女子青年界日本同盟憲法第 2 章目的第 1 条』1925 年制定。

27

1904 年、創刊された日本 YWCA 機関誌『明治の女子』第 1 巻第 1 号の巻頭言「高き山に登れ」
は、「神の世界に在りて最も美しきは、青年の男子女子が高き志を立てて世の活動に加はり、
無窮の生命ある霊魂に恥じ之を辱かしむるが如き事を為さず、善き思ひ、善き行ひ、善き境
遇の中に生涯を過ごさんと誓ふ事是なり。日本国民多数の今日急務とする所は高き理想を仰
ぐことなり。」と聖句を引用して述べ、発刊の辞に続く開書には日本基督教女子青年会幹事テ
レサ・モリソン（Theresa E．Morrison）が、YWCA の理想とするところは「妙齢婦人をし
て発達し得る頂点まで各方面に発達せしめ、身体、社交、智力、霊性等生命の各部分に調度
を全うし活動を盛んならしむる」ことだと記している。
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How the YWCA set down roots as an educational
institution for young women - with a focus on developments of the YWCA of
Japan and the YWCA of Tokyo in the 1920's
NAKAMOTO, Kahoru
"Shojyokai" and "Jyoshiseinendan" are widely known as institutions that organized
young women and reached out to them through educational activities in prewar Japan.
Meanwhile, the "Young Women's Christian Association" (YWCA) was present at this time
as an organization dedicated to education of young women, though it was less well known.
The YWCA originated in Christian countries in the West, and is said to have been
introduced to Japan through the outreach of missionaries. The YWCA of Japan was
established in 1905, and the YWCA of Tokyo came into being one month later. The
YWCA of Japan, as the national YWCA, took charge of publishing its official periodical
and operating the YWCA school, whereas the YWCA of Tokyo, as a local YWCA
association, conducted activities targeting students, women living at home, and women
with paid employment. The two organizations thus began their work with a clear
division of roles. Local YWCA associations were next set up one after the other in the 5
major cities of Yokohama, Osaka, Kobe, Kyoto and Nagoya. The YWCA of Japan took full
shape as a nationwide organization at its first nationwide general assembly in 1925. It is
said to have been a "democratic" organization that respected the autonomy of the YWCA
association in each city.
In 1915, the YWCA of Tokyo set up its own building, where it conducted various liberal
arts education and vocational education activities. Alongside such school-like educational
programs, another novel approach to education was pursued: autonomous group activities
called "clubs" based on the theory of group work. The aim was character-building and
holistic personal development of young women through the praxis of club activities.
Starting with the establishment of clubs for students, the YWCA of Tokyo went on to set
up BG (business girl) clubs, girl's clubs, and clubs for young women at home (young
women without paid employment). The self-governing group activities of these clubs
were a characteristic feature of the YWCA movement; the same approach was applied
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effectively to running the various committees and meetings involved in organizational
management of the YWCA.
The YWCA's young women education programs expanded through organic interaction
between school-like educational programs and organization-building focused on social
education. With such activities as a backdrop, the YWCA of Tokyo, which had been
under the juridical person of the YWCA of Japan, first gained accreditation as a women's
school, and then incorporated as an independent foundation. Meanwhile, momentum was
building for the YWCA of Tokyo to launch its official periodical, "Chi no Shio (Salt of the
Earth)."
The writer has attempted to identify the principles that guided the activities of the
YWCA as it took root in Japanese society and grew into a nationwide organization,
through an analysis of such activities carried out by the YWCA of Tokyo in its process of
establishment and development. The present paper attempts to elucidate what role the
YWCA played in "education of young women" in prewar Japan, given that it served as an
educational institution that organized young women in urban areas, in contrast to the
"Shojyokai" and "Jyoshiseinendan" that developed almost exclusively through their bases
in rural areas.
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