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文学研究科教育学専攻博士後期課程 3 年

中本かほる

１．研究の目的
1905 年に設立された日本 YWCA（日本基督教女子青年会：以下日本 YWCA と表記）の
機関誌は創立の 1 年前より発行され、敗戦前後の 1944 年から 1946 年間の廃刊を除き現在ま
で刊行されている。機関誌の名称は『明治の女子』
（1904 年 5 月号～ 1912 年 7 月号）
、『女
子青年界』
（1912 年 9 月号～ 1944 年 3 月号）
『女性新聞』
、
（1946 年 3 月号～ 1950 年 12 月号）、
以降 2012 年現在に至るまでは『YWCA』と称されている。1992 年から 1994 年にかけて日
本 YWCA の機関誌は、創刊号（1904 年）から第 41 巻 2 号『女子青年界』までと、その後
敗戦直後発行された「女性新聞」全 158 号（1950 年）までが復刻刊行された。この復刻刊
行は、日本 YWCA の機関誌の存在を一般に認知させると共に、この資料を基とした分析の
進展を促し、YWCA 研究の状況を変化させてきたといえる。
ローカル組織である東京 YWCA（東京基督教女子青年会：以下東京 YWCA と表記）を
はじめとする各ローカル YWCA も機関紙・誌の発行を行っている。東京 YWCA の場合は、
1905 年に設立され、その後事業拡張に伴い、1926 年から機関紙・誌『地の塩』を発行した。
1939 年戦時下の紙統制等を理由に日本 YWCA 機関誌『女子青年界』に統合される形で廃刊
となった。敗戦後は、1951 年日本 YWCA の機関紙『YWCA』創刊を受け、
『YWCA』東京
版として発行され、1956 年からは『東京 YWCA』と改題され現在に至っている。2007 年か
ら 2 か年、筆者は修士論文作成の過程で、東京 YWCA と諮り現存する機関紙・誌『地の塩』
をすべて複写し、分析を試みるとともに（中本

2011,2012）
、2007 年には資料としての一般

公開を可能とした。
この資料の公開はローカル組織の本格的な研究にもつながることとなり、
日本 YWCA に続き東京 YWCA の機関紙・誌を対象とした研究成果も見え始めてきたとこ
ろである。
本論においては、21 世紀に入り本格的な展開を見せている YWCA 研究から、戦前戦中期
の YWCA について言及した研究を対象とし、研究内容と研究結果を概観する。その作業か
ら、女性教育史における YWCA の役割について、どのような分析が行われているか、機関誌・
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紙の復刻により研究にどのような変化がもたらされているかを明らかにすることを目的とす
る。それによって、今後の YWCA 研究の課題を明確にしていきたいと考えている。

２．YWCA 研究の展開
日本の YWCA は創立以来百有余年の歴史を持ち、これまでその歴史と事業は、当団体及
びその関係者により自らの団体史としてまとめられてきた。また多くの回想や手記が公表さ
れてきている。本研究においては回想や手記ではなく研究として取り組まれた９編の論文
（1986 ～ 2011）に対象を絞った。9 編という限定された論文で期間的にも 25 年間という短
期間であることを念頭に置きつつも、YWCA 研究の経緯と現状を述べるならば、女性史全
般の中で研究が始まり、その中でも具体的な視点としては戦争とジェンダーの角度から研究
が広まり、やや遅れて書誌分析による基礎研究が取り組み始められたところであると言えよ
う。この経緯に沿って 9 論文の研究内容と研究結果を概要する。

（1）女性史としての YWCA 研究
1987 年に刊行された『水を風を光を

日本 YWCA80 年』の編集委員の一人でもあったゆ

のまえ知子は、
「総合女性史研究会会員」として日本キリスト教婦人矯風会（以下矯風会と
表記）機関誌『婦人新報』1988 年 4 月号に「女性史における矯風会と YWCA」という論文
を掲載した。矯風会は 1986 年『日本キリスト教婦人矯風会百年史』を刊行、引き続き 1987
年日本 YWCA も『水を風を光を

日本 YWCA80 年』を刊行した。ゆのまえはこうした状

況をキリスト教女性運動史の一端を明らかにするものとして評価し、両者の比較分析をおこ
なった。
ゆのまえは、矯風会と YWCA はキリスト教団体、国際団体であり、明治期から存続して
いる点は同じだが、その性格―目的、組織、運動のあり方などは非常に異なるとその特徴を
分析した。矯風会は自由民権運動の影響下、女性自身によって男女同権が主張され、女権運
動の最初の昻揚期に創設され、その運動の特色は初期から女性の人権確立のために法的保障
を求め政治的課題と結びついており、婦人参政権運動と売春防止法獲得運動はその最たるも
のと分析した 1。一方 YWCA は、日清日露戦争後の日本資本主義の発展期、思潮的には大
正デモクラシーの萌芽期に創設され、
「伝道」と「社会活動」のために、ミッションスクー
ルの生徒、卒業生を組織することと、非人間的状態におかれていた女子工場労働者を組織す
ることを目的に発会した。YWCA は、
日本の近代社会成立とともに生まれ、
その“近代主義”
的組織の在り方と運営は、そのことと無縁ではないと分析した。
YWCA は「社会に向けて活動しようと社会問題にも反応するが、
その具体的活動の内容は、
人格の形成、自己確立へと、人を育てる方に向かう。この内部志向のエネルギーと外部志向
のエネルギーは、YWCA においては共存し、本質的にひとつのものである」2 こと、社会
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問題との関わりも、
神の前の一人の人間である私自身がどうあるべきかが問題とされるため、
運動のスタイルは具体性を欠き抽象的になると、ゆのまえは評価する。したがって、こうし
た組織と運動の中では、個人を讃えることはなく、2 つの団体の会史編纂上にも、個人伝を
掲載する矯風会の『百年史』
、個人の顕彰は極力排された YWCA の『80 年史』の相違とし
て現れていると指摘した 3。
ゆのまえは、具体性をもって女性解放と女性の人権確立に寄与したのは矯風会であり、個
我の確立をめざし、因習的思想と社会制度に厳然とぶつかり闘った個人としての女性たちは
大勢いるが、キリスト教の立場から集団形成しながら、なおかつ個の確立の思想を試行錯誤
しめざしてきた〈思想運動〉の女性団体は YWCA であったと結語した 4。
こうした全国組織としての団体の性格についての分析に対し、地域での具体的な活動に焦
点を当てて、当該地域における女性史の一コマとして YWCA を扱った研究が見られる。
愛知女性史研究会に属する伊藤康子は、
「名古屋における婦人セツルメントのこころみ―
YWCA『友の家』をめぐって―」
（中京女子大学紀要第 20 号

1986 年）と題する論文で、

愛知女性史において研究空白となっていた戦前昭和期を、愛知女性の自覚史という視点で記
述しているが、その事例として、1930 年に設置された YWCA「友の家」を取り上げた。伊
藤には、無権利の戦前女性から名実共に主権者としての女性に成長していく過程で、この時
「友の家」は日本 YWCA 労働調査
期にどう変わっていくかを明らかにする目的があった 5。
部委員会 6 により名古屋に設置された施設であり、時代的な「緊急要望事項」であった婦人
保護施設の要請のもとに発足した社会事業活動である。無料宿泊、それに付帯する人事相談
（求職・身の上相談）の他、働く女性には英語、国語、生花、手芸等の講習、近隣の子ども
には土曜学校（復習会、読書会）の他、職業を持つ若い女性の寄宿舎等を実施していた。伊
藤は発足初期の「友の家」の中心的担い手である「加藤ちょう」に焦点を当て、彼女の宗教
観、社会観を明らかにしつつ、この「友の家」事業を保守的で排他的な名古屋で女子労働者
が自ら向上しようとする力をひき出し、その姿勢を支え、その意味で、婦人セツルメントの
一つの在り方を示したと評価した。しかし女性の主体的力量が弱い名古屋では行政の力を借
りざるを得ず、行政につらなる社会事業活動と共に順調な発展を遂げたかに見えて、中途で
警察の弾圧の余波を受け自主性をそぐ形で方向転換を行うという挫折を迎えたと分析、「友
の家」は、愛知の女性たちの一つの青春であったと結んだのである 7。
また、日系アメリカ人について研究を続ける北脇実千代は、
「日本人移民女性を教育する
こと：1910 年代における横浜 YWCA の試み」
（カリタス女子短期大学 caritas（45） 2011 年）
という論文で、ローカル YWCA である横浜 YWCA が実施した、渡米を志した日本人移民
女性への教育について検証した。アメリカでの日本人移民への排斥運動の高まりを背景に、
定住化する日本人移民男性のもとへ向かった「写真花嫁」の増加は、排日運動を憂慮する日
本人移民社会の重大な問題であった。教育に乏しく、教養も無い日本人がアメリカにいるこ
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とが、排日を激化させているという見解から、日本政府は労働者の送出を自粛、一方アメリ
カの日本人移民社会では、指導者層が、居住する労働者の「改良」に努めていた。こうした
動きは第 1 次世界大戦中の「100％アメリカニズム」を掲げた改良運動とも重なり、日本人
移民社会では「米化運動」として繰り広げられ、日本人知識人との海を越えての協力体制も
組まれた。横浜 YWCA の試みもこうした情勢の中に位置付くことを北脇は示した。
横浜 YWCA はサンフランシスコ YWCA と提携し「渡航婦人講習所」事業を 1916 年に開
始した。冊子『渡米婦人心得』の配布の他、講習所では海外に渡航する婦人に必要な準備教
育として、修身、渡航注意、英語、外国事情、家事、衛生生理、育児法といった科目が毎週
提供されていた。講習所は西洋式の諸設備を備えその様式になれるよう配慮されると共に、
海外生活に日本品を応用する方法等の指導がされていた。北脇はこうした講習内容を、
「ア
メリカでは農家の女性でも鍬などを手に仕事をすることは稀」で「家事や育児を優先する」
ようとの河井の記事や、
「家事」や「育児法」に割かれる講習時間数から、アメリカ社会の
白人中産階級が構築したジェンダー規範に従ったもの、即ち、女性は家庭を守り育児に専念
するという考え方であると評価した 8。それは、一般的な日本人移民家庭の経済的状況を考
また河井らにみられる「無教育」
慮せず、日本人移民女性への理想像を反映した教育であり 9、
「素養のない」といった移民女性を下視する階級意識の存在を指摘しながらも、自分たちの
教養と経験を活かし、太平洋を越えた連帯を取り移民の教育にあたった点は評価するとした
のである 10。

（2）戦争システムとジェンダー論を視点とした YWCA 研究
「戦争の世紀」と言われた 20 世紀を「戦争責任」
「戦後責任」として総括する動きとも連
動する中で、YWCA を戦争のシステムとジェンダーの 2 つの視点から論じた研究が、2000
年当初より公表され始めた。
荒井英子による「植村環―時代と説教」
（
『女性キリスト者と戦争』第 3 章
教センター編、行路社 2002 年）は、富坂キリスト教センター

11

富坂キリスト

が実施する女性史研究会論

集『近代日本のキリスト教徒と女性たち』
（新教出版社、1995 年）の出版を受け、その第二
集として、15 年戦争期を対象期としてまとめられた『女性キリスト者と戦争』の中に収め
られた論文の一つである。キリスト教の牧師であり、
キリスト教学を専門とする荒井英子は、
近代日本のキリスト教女性史において傑出した存在であった植村環（1890-1982）を取り上
げた。植村は牧師であり神学者でもある植村正久の三女として生まれ、日本で二人目に女性
牧師となった人物である。彼女は 1938 年から 1960 年の間日本 YWCA 会長を、また 1938
年から 1941 年及び 1948 年から 1951 年まで世界 YWCA 副会長を務める日本 YWCA の代表
的指導者として、さらに戦後は一貫して平和への積極的発言を続けた運動家としても知られ
ている。
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荒井は、戦時下のキリスト教界において、日本基督教団婦人事業局長の重責を果たした植
村の役割の検証と、日本 YWCA 機関誌『女子青年界』の巻頭に毎号掲載された彼女のキリ
スト教説教の分析、植村が牧師を務めた柏木教会の『柏木教会 60 年史』が語る植村像との
比較検討を通し、
植村と YWCA、
柏木教会の「戦争責任」に対する自覚についての分析を行っ
た。日本の諸教派の指導者たちは、キリスト教を反国体的、反戦的なものとは考えずに、む
しろキリスト教は天皇制国家の基盤を強固にし、国家の進歩・発展に寄与するものと確信し、
ゆえに国家危急の折はキリスト教的信念を以って皇運扶翼を唱えた。女性牧師・植村環も例
「日本の罪」が「人類の罪」に一般化・普遍化される「罪の普
外ではなかったと考察した 12。
遍化」と、勝っても負けても戦争は悲惨なものと捉え、平和を唱える「無罪化」13 の二重構造
による記憶の操作で、
「戦争責任」に対する自覚は曖昧とされたが、この記憶の操作から解放
され、歴史を直視することなしにキリスト教女性史も紡がれてはいかないとまとめた 14。
中国女性史を専門とする石川照子は、中国の YWCA に関して言及する中で、日中両国の
YWCA には相互に旺盛な関心があり、盛んな交流の事実があることを発見した。しかし、
その関係性は九・一八事変（満州事変）を境に変化を見せたと述べている。石川の「日本
YWCA の国際主義・ナショナリズム・ジェンダー―加藤タカの経験と言説を手がかりとして」
（『日本近代国家の成立とジェンダー』第 2 章 KASHIWA 学術ライブラリー 05

2003 年）は、

本来国際主義の精神を十分備えていたはずの日本 YWCA が、なぜナショナリズムのうねり
に呑み込まれ、結果として戦争協力の一端を担ってしまったのか、という疑問に対して、主
に日中戦争期（1937 ～ 45 年）を対象に、国際主義とナショナリズム、ジェンダー、そして
それら相互間の葛藤について考察したものである。石川は、その時代のリーダーとして日本
YWCA を束ねる立場であった総幹事（事務局長）加藤タカの活動と言説の変化、日本
YWCA の変遷、また日本のキリスト教界の変遷を明らかにし、日中戦時下の総動員体制の
もとで、日本 YWCA は妥協から戦争協力へとその立場を変えていった様を描き出した。石
川は、加藤タカが『女子青年界』に寄せた最後の文章（1941 年）を挙げる。
「我が基督教女子青年会の団体としての行動は如何にあるべきであろうか。もし高度国
防国家は高度なる文化に基をおいて国力の増強をはかるべきだと云うを許さるるとすれ
ば、我国体はその全機能を発揮し、国民生活の文化面に於いて従来に倍する貢献を為す事
を使命と致し度いのである。過去三十有余年に亘って基督教婦人文化団体として我国文化
の為いささかの貢献をなし来った我等は、今日に到ってその責任の益々重きを痛感する次
第である」
（
『女子青年界』第 38 巻第 3 号

加藤タカ「偶感」一部）

ここに、国際主義の精神は、総力戦体制化の文化面における YWCA の貢献に解消され、女
性たちは国民として国家の戦争を支える存在として認識されていったと読み、タカのこうし
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た認識の中に「帝国のフェミニズム」
を見ることができると分析した 15。また日本 YWCA は、
国の違いを無視して普遍的な平和と友情を実現できるといった「素朴な認識」から日本の侵
略と支配を背景とした中での、主観的な「親善」意識を生み、戦争へ加担したという認識も
不十分であり、戦争責任に関する不徹底的な総括を導いてしまったと指摘したのである 16。
ジェンダー表象文化史を専門とする新保淳乃は、15 年戦争期の 1931 年から 1944 年 3 月
廃刊されるまでの『女子青年界』掲載記事を基本資料として、YWCA の活動がどのように
して「軍事化」されたのか、又国家がファシズム体制化し軍国主義的戦争に乗り出した際、
キリスト教と国際主義の特質を持つ YWCA がいかなる対応を取り、どのような選択をした
のかを、
「戦時下キリスト教女性運動のジェンダー的考察―日本基督教女子青年会（YWCA）
と機関誌『女子青年界』について―（平成 17 ‐ 18 年度科学研究費基盤研究（C）｢家父長
制世界システムにおける戦時の女性の差別の構造的研究｣

2007 年）で展開した。

新保は、YWCA が組織したのは「母」でも「労働力」でもなく、概して都市中産階級に
属し、高等教育を享受し、国際的ネットワークの中でキリスト教主義を奉じる、青年から壮
年の女性であり、
その指導者たちは軍国主義日本の「男性性」が羨望・対抗するところの「西
欧近代」の諸価値を、キリスト教主義女子教育と国際経験を通じて自明なものとして獲得し
た都市中産階級以上の女性たちと分析した 17。
機関誌の記事傾向の史的変遷からは、国際、キリスト教、女性の特質を除くと YWCA の
主張に一貫性を見出すのは困難であり、時代状況に対応した記事の変遷は、時期に応じた社
会 事 業 を 展 開 し た YWCA の 特 質 を 表 し、 時 代 状 況 に 機 敏 に 対 応 す る 柔 軟 さ を 備 え た
YWCA が、ファシズム、対外戦争の非常時にいかに対処したかを見出せると分析した 18。
新保は、婦人団体連盟の結成や、国家神道に対する曖昧な態度、日本基督教団加盟への躊
躇等その独自性維持のための「抵抗」を続けた YWCA が、体制に協力しその独自性を喪失
してまで組織存続に固辞したのは、YWCA 中枢の女性にある内在的な理由、即ち女性団体
としての自立性を失う事を潔しとせず、そのためにとられた戦略と仮説を立てた。組織存続
を優先した結果、活動の重要な柱であった自己研修（聖書研究、夏期修養会）を失ったばか
りか、その全国的組織網も女性の根こそぎ動員を円滑にする手段に転用されたとする。また
戦局の悪化は、YWCA の活路を「大陸事業」に向けさせ、帝国主義的侵略戦争は彼女等の
特色たる「キリスト教主義」や「国際性」を、中国に浸透した欧米宣教勢力駆逐の宣撫工作
に必要な「軍事的」資質となし、他者奉仕と救済の「社会事業」を、植民地での在留邦人が
現地住民に福利を与え支配を受容させる「戦略」と化し、すべてを「軍事化」していったと
分析した。さらに、最も巧妙な軍事的ジェンダー配置は、YWCA が中流女性団体であるゆ
えに、植民地女性の上に立ってこれを正しく教導し、最終的に日本帝国主義の意思決定権を
握る男性支配者に益するよう求められた点であり、YWCA の女性自身がそれを内面化し選
び取っている点であるとした。最後に新保は、
「帝国のフェミニズム」としての YWCA を
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含め日本女性団体指導部に内在した「欧米中心主義的差別主義」と「植民地主義」は、家父
長制と戦争システムのもとで指導的女性にあてがわれたジェンダー役割であるとの結論を導
いたのである 19。
YWCA での職員経験を持つ磯村美保子は、
「百年史に見る自己像―日本キリスト教婦人矯
風会と日本キリスト教女子青年会」
（金城学院大学論集、人文科学編 6（2）2010 年）におい
て、矯風会と日本 YWCA の百年史を基本資料として、その設立から敗戦までの活動史、内
でも日本の近代とキリスト教の親和性を知るため、植民地と戦争に対する関わりに力点を置
いた比較分析を行い、近代における日本女性の主体形成について考察をおこなった 20。
設立当初の矯風会は、中上流家庭の主婦という比較的壮年のクリスチャン女性が多く、そ
の活動は、極めて実践的な性格を持ち、身売りされた女性の救出や、夫の酒乱に苦しむ会員
たちの「禁酒」とうい切実な希望を実現させる廃娼、
禁酒禁煙活動を一貫して行う団体であっ
た。磯村は戦争と植民地の視点からその活動を概観すると、日本の行った戦争と植民地支配
とともに会勢を海外植民地に拡大したことが見えると分析、そこには既得権益 =「国益」を
守ることと、
「国恥」としての海外酌業婦の取り締まりという西洋の目に映る自国を自らの
理想に近づけた「立派な尊敬される」近代国家を形成するという意志が強く込められている
と考察した。また百年史においては、廃娼運動に情熱を掲げた団体でありながら、日本侵攻
下での女性凌辱や、軍隊慰安婦の問題に発言することはなかったとの「戦争責任」に関する
言及を行ったことを引用し示した。21
これに対して設立当初の YWCA の活動の中心は、津田梅子や河合道子に代表されるアメ
リカ留学経験者で、矢島楫子らをキリスト教第一世代とするなら「第二世代にあたる若き知
識人女性たち」であった。磯村は、YWCA は女性がキリスト教を通じて自己修養すること、
さらに集団で社会的協同的な活動をすることに特徴があり、矯風会との違いは、社会事業を
展開することよりも、キリスト教を通じた女性たち相互の繋がり、アソシエーション =「共
同体」を形成することを重視した点であると指摘した。そうした背景には、YWCA 初期の
運動推進者である河合道子に新渡戸稲造がもたした人格主義的教養主義の影響もあるのでは
ないかと分析している 22。
YWCA は近代化を遂げた日本が帝国的な展開を始めた時期、女性自身の精神的経済的自
立を目指す次世代の活動を展開し、日本の帝国的版図拡大をよそに日本で初めての女子キャ
ンプや、修養会、女子体育事業、夜間学校、助産婦事業など、女性自身が社会に出て自立し
て活動するための基盤つくりを行っていった。そうした中では、侵略戦争の加害者と被害者
という構図の認識はなく、
中国 YWCA の抗日運動にも気づかず、
日本 YWCA の「大陸事業」
も侵略戦争の一環として絡めとられたと分析した 23。
磯村は両団体を、植民地や占領地を当然のように受け入れ、お国のために戦う戦士には慰
安袋を贈る行動は、キリスト者であるより日本人としての行動であり、侵略された側の反日
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意識にも気づかなかった鈍感さは、
「愛国」に目を閉ざされていたと分析した。
「近代」を求
め、それを活動の中で体現していった矯風会は、天皇制の本質を彼女たちの「近代」と見間
違え、「忠君愛国」は彼女たちのもう一つの自己像であったと結んだ。また YWCA は、キ
リスト教を通じた自己修養、社会教育を目的とする団体であるからこそ、愛国的でないとし
て非難されることを免れ組織を守るために考えた偽装が本質にとって代わってしまったと指
摘した。しかし両団体は「近代」の負の面にのみ足跡を残したのではなく、戦前の活動を通
して両女性団体が女性にとっての「新しい価値」を醸成することに寄与したと評価し、近代
は女性を社会に放り出した、然し女性たちは社会的な活動を経験し、自己修養を重ね、
「新
しい価値」を身に着けていったと結んだ 24。

（3）書誌分析による YWCA 研究
榑松かほるを代表者とする 2008 ‐ 2011 年度科学研究費基盤研究（C）
「日本の近代化と
女性キリスト者の知的形成・文化貢献」の研究過程で発表された ｢日本 YWCA 機関誌『明
治の女子』の書誌分析｣（桜美林論考、心理・教育学研究１2010 年）は、日本 YWCA の機
関誌の誌面が、近代日本の女性キリスト者のキャリアデザイン形成に関わるどのような情報
を発信していたのかを明らかにすることを構想し、研究の第 1 段階として日本 YWCA 機関
誌『明治の女子』を対象にその書誌分析を行った。榑松はキリスト教が近代日本の女子に与
えた影響、とりわけ女子中等教育への貢献については、キリスト教主義の女子学校史研究や
学校教育を中心とした研究においてそれなりの成果をすでに得ているが、学校教育でも、教
会教育でもない、社会教育の分野に属する YWCA の活動については、これまでほとんど等
閑視されてきたと状況を分析している。
日本の YWCA は女学校内の活動を一つの柱としていたが、都市部を中心とした職業婦人
や、青年女性を対象とした活動も同様に展開している。榑松は YWCA の明治期の読者層は
中流以上の女性が中心と考えられ、女性キリスト者一般の育成というより女性リーダー育成
の傾向が強かったのではと述べる。YWCA で育った人材の多くが矯風会の担い手であった
ことや、同会が日本社会の羞部にかかわって活動を展開していった点等、新しい日本女性の
生き方に与えた影響は小さいとはいえないと述べた 25。榑松は雑誌の概観、紙面構成の変化、
欄の特徴と傾向、執筆陣の傾向を分析し、誌面に現れた書誌的な変化・特色を列挙し、
「宗
教的」、「啓蒙的」
、
「機関誌的」と分析、日本 YWCA 機関誌『明治の女子』は機関誌ではあ
るが、啓蒙雑誌としての色彩が強い雑誌と評価した 26。
影山礼子による ｢昭和戦前期のキリスト教社会・キャリヤ教育の一側面―東京 YWCA 機
関誌『地の塩』の書誌分析｣ （関東学院教養論集（21） 2011 年）も上記榑松論文と同じく、
2008 ‐ 2011 年度科学研究費基盤研究（C）
「日本の近代化と女性キリスト者の知的形成・文
化貢献」の研究過程で発表されたものである。影山は、東京 YWCA が日本 YWCA の一翼
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を担う一都市の YWCA とはいえ、都会の幅広い層に対していち早く、女性たちの自立・主
体形成に向けたプログラムを展開した「現場」であったとの認識から、東京 YWCA 機関紙・
誌『地の塩』を、当時の女性のキャリア形成、自立の仕方のありようを考察する好材料と注
目した 27。影山は研究の基礎作業として、雑誌の概観、発行人や価格、雑誌の体裁や表紙画
の変遷、誌面構成の変化と内容の特色、記事タイトルの特徴と傾向、執筆陣傾向等、書誌的
な整理と考察を試みた。その分析を通し『地の塩』の雑誌としての特徴を下記のようにまと
めた。
①会員への機関誌的特色をもつ、②グループの実践的な活動報告に力点、③聖書重視から
キリスト教関連記事へと変化、④グループワーク運動体からもたらされる署名なしの記
事が多い、⑤ 1933 年頃から時局を反映した体制に変化
今後の課題として、当時の諸活動の特質を明らかにするために、グループごとの運動に焦点
を当て、記事内容の分析と時代を背景としたその意義を見出す作業を挙げている 28。

３．考察
創立期から戦前戦中期までの YWCA に言及した論文 9 編を概観してきた。それら研究の
特徴と、そこから見えてきた事柄についての考察をおこなう。

（1）YWCA 研究の特徴
①女性史としての YWCA 研究の特徴
ゆのまえは、明治期から現在に至るまで、同じように継続するキリスト教女性団体である
矯風会と YWCA を、女性運動史として比較研究した。ゆのまえは両団体の共通性と各団体
の運動の特徴を示し、具体性をもって女性解放と女性の人権に寄与した課題解決型運動の矯
風会、集団形成の中に個の確立の思考を試行錯誤した思想運動の YWCA と、それぞれの団
体像を示した。特に YWCA の特徴を、女性解放や人権確立といった具体的課題解決を最終
目的とせず、課題解決の過程での自己の確立や人格の形成に視点を持った「思想運動」と特
徴付けた点に注目したい。この「思想運動」は、
日常の活動を通して実践された運動であり、
具体的には、YWCA が実施した宗教教育、社会的事業、グループワークの実践等、多様な
教育の形をもって推進されたと言えよう。
「思想運動」を実証するには、YWCA の実施した
事業の中にある多様な教育について検証し積み重ねていく必要がある。それは
「女子労働者」
や「移民女性」といった具体的事業の検証の蓄積であり、そこから「自己確立」や「人格の
形成」に視点を置いた「思想運動」という抽象的な事象が可視化されるのではないかと考え
るからである。
伊藤は地域の視点から見た女性史として、日本 YWCA が名古屋において実施した「友の
家」事業を捉え、女子労働者の主体的向上心を促し支えたあり方を評価しつつ、名古屋とい
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う地域の特質と YWCA 自体が持つ組織の限界から、その自主性を失い挫折した経緯を、女
性の主体形成の「青春」期として分析した。伊藤の研究は「友の家」という一つの事業を通
し、 若 い 女 子 労 働 者 へ 取 り 組 む 具 体 的 な 姿 と し て の YWCA を 再 構 成 し た。 そ こ で は
YWCA が女子労働者を対象とした寄宿舎事業や社会教育を実施したことが明らかにされ、
名実共に主権者としての女性に成長していく過程の一段階を歩んだことが記された。しかし
そこにおいては、推進者として「加藤ちょう」に焦点が当てられ、
「友の家」事業の実施体
である日本 YWCA 労働調査部委員会が語られていない。加藤も含めた委員会の協議から、
「友の家」事業は推進されていくという YWCA の組織と運営の特徴ある実態に焦点が置か
れなければ、YWCA の実態が明らかになったというには不足があると言えよう。
北脇は、日本 YWCA 総幹事河井道の後押しにより横浜 YWCA が実施した「渡航婦人講
習所」事業を取り上げ、YWCA の持つ「教養と経験」と「太平洋を越えた連帯」で移民の
教育を実施し し、 地 道 に 着 実 に 日 本 人 移 民 女 性 と 向 き 合 お う と し た 点 を 評 価 し つ つ、
YWCA に内在する階級意識や現状認識の不足を指摘した。北脇も機関誌や年史上に表記さ
れる「渡航婦人講習所」を、その背景も含め現実的な姿として著し、1910 年代後半期キリ
スト教女性団体が日本移民女性に向け実施した社会教育の具体的姿を提示した。北脇は
YWCA に内在する階級意識の一つを、河井の畑仕事よりも「家事や育児に専念」すべきと
した点から、白人中産階級のジェンダー規範にしたがったものとして導き出した。河井が後
に創設する恵泉女学園の教育の柱には土を耕し植物を育てることが揚げられ、かつ学園の特
「野外で労働するような女性」への否定がそこにあるとは推測
徴として位置付いている 29。
しがたく、この点での推考には無理があると思える。こうした点は、機関誌上の言説をどう
解釈するかの困難さと言えよう。
筆者の限られた認識の範疇ではあるが、明治期から敗戦期の日本の YWCA は総体として
論じられることが多く、個別の事業について論じられることは少なかったといえる。伊藤と
北脇の論文は、共に時代的要請によって YWCA が実施した事業を再構成し分析考察する中
で、その時代の YWCA をより実像に近い姿で見せたと言える。今後の課題としては、多様
で抽象的な YWCA の運動組織の特徴とその思想的背景が、より明らかな形で検証される必
要がある。そうした意味においても、女性史としての YWCA 研究は始まったところだと言
えよう。
②戦争システムとジェンダー論を視点とした YWCA 研究の特徴
石川と新保は国際主義の精神を備えた YWCA が、妥協から戦争協力へとその立場を変え
た様を示し、石川は加藤タカの認識の中に、新保は YWCA の階級性の中に「帝国のフェミ
ニズム」の姿を見てとった。またそれは指導的女性にあてがわれたジェンダー役割であった
と言明した。
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荒井は植村環の行動と説教を分析する中で、女性キリスト者の「戦争責任」に対する自覚
について厳しい評価を下した。
磯村は、
「近代」を求め実践的な社会事業を行った矯風会は、天皇制の本質を「近代」と
見間違え「忠君愛国」を自らの像となし、YWCA はキリスト教を通じた自己修養、社会教
育団体であるが故に自己防衛として行った偽装が本質にとって代わったと分析した。
日本のキリスト教界においての「戦争責任」議論は敗戦直後から継続され、キリスト教女
性団体においても、描出や総括の仕方はそれぞれであるが、活動の根底に存在し続けた「重
い課題」であった。
「戦争の世紀」といわれた 20 世紀を、
「戦争責任」
「戦後責任」として総
括する「重い課題」を、戦争システムとジェンダー論の視点で明快に論じたのがこれらの論
文といえる。妥協から戦争協力へと変容する YWCA を、指導者層の有す階級性を示し、欧
米中心主義的差別主義と植民地主義の帝国のフェミニズムを内在させる一方、侵略と支配の
中での主観的な「親善」意識を持った団体だと新保と石川は特徴づけた。こうした明快な分
析は、戦中期の YWCA 像を端的に表したと言える。と同時にそれが YWCA の全てであっ
たのかという疑問にも行き着く。筆者は、歴史の検証は時代の不足をその時代の人々に帰す
るのではないと考えている。ここで見た論文もそうした視点であることは言うまでもない。
15 年戦争期の YWCA 研究は、
戦争システムとジェンダー論の視点から始まったと言えるが、
時代の検証は更なる多次元からの追及が必要であり、これからの課題として残されていると
考える。
③書誌分析による YWCA 研究の特徴
榑松と影山による日本 YWCA 機関誌と東京 YWCA 機関紙・誌の書誌分析は、共に近代
化の中の女性のキャリア形成について言及する基礎的研究として行われた。また、同じ研究
の過程の中で行われた書誌分析であるため、組織的には全国組織と支部組織の関係である日
本 YWCA 機関誌『明治の女子』と東京 YWCA 機関紙・誌『地の塩』が同項目で整理分析
されていることが特徴と言える。この特徴は各 YWCA を解明する素材であると同時に、両
YWCA の関係性の実像を読み解く素材の一つにもなると考えられる。
この書誌分析は、機関誌を極めて客観的な事実で分類することで、研究の基礎的な素材を
提供した。現時点は基礎的な整理の段階であるが、今後は影山の課題にみるように、記事内
容等詳細な研究展開を促すものであるといえる。筆者による「1930 年代東京 YWCA『私共
30
の家』における社会活動と教育活動の展開」 と「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―」31 は、東京 YWCA
機関紙・誌『地の塩』の書誌分析の後、関係記事を主たる資料として、その時代の実践を再
構成し考察したものである。榑松の言う等閑視されてきた「社会教育の分野に属する
YWCA の活動」を、影山の言う「グループに焦点を当て」言及したものである。多様で抽
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象的な運動の性格や実像に迫るには、個別の事象を実証的に跡付けていく必要があり、この
ような書誌分析及びその記事の内容分析を基礎とした研究が潮流となることで、YWCA 研
究が本格化の時代に入ったといえるのであろう。

（2）まとめ
本論で取り上げてきた論文中、伊藤とゆのまえを除く他の論文は、すべて復刻版出版後に
著されたものである。復刻版別冊には、日本を代表する思想家の一人でもあり日本 YWCA
の職員経験を持つ武田清子が、解説「YWCA の使命と特質」を著した。その解説は YWCA
理解を助け研究を進める手助けともなっている点が概観した論文の中にも現れていた。こう
したことも含め復刻版出版は、YWCA 研究に弾みをつけ、その数を増やしたという大きな
変化をもたらした。動き始めた YWCA 研究は、先にも述べたとおり、大枠で見れば女性史
としての研究の中で発展し、具体的な視点としては戦争責任とジェンダー論という角度から
の研究が広がり、それらにやや遅れて書誌分析による基礎的研究が取り組まれ始めた段階に
ある。基礎的な研究が深まることによって、これまで多く見られた団体としての YWCA を
捉える視点がより実証的なものとなり、新たな視座を開く種子となると考えられる。こうし
た年史や機関誌による分析の広がりは、YWCA の存在と、その実態の理解を広げる YWCA
研究を促したと同時に、こうした分析が持つ文字からの理解の困難さがあることも示した。
今回の先行研究 9 編は、女性団体としてのジェンダーや社会的事業の中における階級性、
日本のキリスト教の持つ特質等、YWCA をどのような視座で論じるのかの具体的な事例を
知るものであり、YWCA 分析には多様な視点があることを実感させられた。筆者も含め
YWCA での職員経験を持つ論者の論文には、
「人格形成」
「自己確立」という共通ワードが
ある。筆者はこの内実をどのように言語化し明らかにするのかに試行錯誤してきた。ゆのま
えの「思想運動」との括りは、YWCA の日常の活動実践の中に目指す思想を内実化させる
過程があり、そうしたことを推し進める運動であったという点に思いを到らせてくれた。
YWCA の思想はキリスト教という宗教に位置しているが、キリスト教が持つ自由主義（デ
モクラシー）の一面を社会的な思想として表現するならば、YWCA はデモクラシー運動で
あったとも言えよう。大正デモクラシー期に創設され動き始めた YWCA 活動の一つ一つは、
そこに集う女性たちがデモクラシーを身に着けていく過程としてあった。社会の矛盾に向き
合い働く中で、人格の形成や自己確立をめざすデモクラシーの運動体である YWCA は、全
体主義へとその勢いを強めていく社会の片隅で、その目的をどのように実現させようとした
のであろうか。動き始めた基礎的研究を土台として、YWCA を社会教育の視点から検証し、
日本女性教育史における YWCA の位置づけを捉え直していきたいと考えている。
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The Position of the YWCA in the History of Women's
Education in Japan
NAKAMOTO, Kahoru
The history of the YWCA and its programs in Japan has been compiled in official
histories, etc., by the organization and its associates on a number of occasions since its
establishment in 1905. However, it can generally be said that the YWCA itself has been
chosen as a subject of research less often than other Christian women's organizations.
The bulletin of the Japan YWCA, "Meiji no Joshi（Women of the Meiji Era）," later renamed "Joshi Seinen Kai（Young Women's World）" was published in reprinted editions
（1992-1994）, after which a number of research papers on the topic of the YWCA were
released. Studies of the YWCA as "herstory" began to appear in the 1970's; at the
beginning of the 21st century, such research tended to be on the theme of the war system
and gender, closely linked to reflections upon "war responsibility" and "post-war
responsibility" in the 20th century, referred to as the "century of war."

Academic papers

from 2010 on include various overviews of the YWCA such as a bibliographic analysis of
the bulletins of the Japan YWCA and Tokyo YWCA and a comparison of the 100 year
history of the YWCA with that of the KYOFUKAI Japan Christian Women's Organization.
Meanwhile, methodology began to shift from discussions of the YWCA at the national
level to studies of the YWCA on the basis of its programs with reference to the activities
of local YWCA chapters.

The present paper analyses and studies YWCA research,

which is gaining momentum in the 21st century, and examines to what extent such
research has or has not contributed to understanding of the modern history of women's
education in Japan.
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