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the Case of Joshi Seinen-dan（Young Women's Association）, 1936-1941
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This study focuses Joshi Seinen-dan （young women's association） under the 　Japanese colonial rule in Taiwan during the period, 1936-1941. 

During this period, the Sino-Japanese War broke out and intensified. At the same time, the government general of Taiwan strengthened its 

control against Taiwanese and established Buraku（a small administrative area） as a control unit. This research aims to provide an overall 

picture of Joshi Seinen-dan during this period of Taiwan by utilizing archives and interviews. In so doing, I attempt to examine gender relations 

in colonial Taiwan.

The policy of governor general toward Joshi Seinen-dan was conditioned by war situation, and the environment surrounding Seinen-dan （young 

men's association）. Joshi Seinen-dan can be characterized as follows: （1） The membership of the association was expanded by encompassing 

not only the upper class but also the lower and middle class due to the governor's policy change and; （2） The association was increasingly 

expected by the governor to be an agent for promoting acculturation policy.
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本研究は日本の植民地支配下にあった台湾における1936-41年の台湾人の女子青年団を対象にしている。この時期は日中戦争が始まり、
戦争が激化した時代である。台湾総督府は台湾人に対する統制を強化し、そのための単位〈部落〉を地域に設置した。これにより、台湾人に
対する教化網は密になっていった。本稿の目的は、文献資料とインタビューにより、この時期の台湾の女子青年団の具体的あり様を描き出
し、それに基づき植民地台湾におけるジェンダー関係を考察することである。
総督府の女子青年団政策は、戦争を含む国際関係、帝国の中での台湾の位置づけ、男子青年団の状況に規定されていた。女子青年団の特

徴は、以下の通りである。（1）総督府の政策変更により、団員の階層は上層から中・下層にまで拡大した。（2）女子青年団員は地域住民に対す
る教化のエージェントとしての役割を台湾総督府より期待されるようになった。
キーワード：　　女子青年団　　〈部落〉　　国語保育園

1 はじめに

台湾は1895年から1945年にかけて日本の植民地となった。以下、
台湾が日本の植民地であった時期を植民地期と表記する。日本内地1

の社会教化において男女青年団の果した役割の大きさは、歴史学や
教育史の分野で明らかにされている2。植民地台湾においては内地
にならい、台湾総督府（以下、総督府と表記）とその下部機関によっ
て男女青年団が組織化され、1945年の日本敗戦まで存在した。し
かし台湾における教化の問題は、これまでは学校教育に限定されて
きた。男女青年団は、その地域的広がりや参与した人々の人口の大
きさからして学校教育と同等かそれ以上の影響力を有していたと考
えられるが、研究の蓄積は少ない。
筆者はかつて、植民地期台湾のいわゆる漢人社会の男子青年団の
意味に着目し、地方のエリート養成の装置であった青年会が最終的
には徴兵制の基礎としての青年団へとドラスティックな変貌を遂げ
る様子を描いた3。女子青年団については1920年代末から1935年
にかけての処女会（女子青年団の前身）と女子青年団の組織化につい
て研究を行い、女子青年団が男子とは異なる展開過程を辿ったこと
を示した4。筆者の目的は、植民地台湾における男女青年団の組織
化の過程や社会的文脈に着目し、ジェンダー関係の分析を行うこと
であるが、本研究ではその一環として1936-41年の女子青年団を対

象とする5。
男女青年団は、植民地行政の末端である街庄（内地の町村にあた

る）が、一貫してその受け皿となってきた。しかし1931年に満州事
変、さらに1937年に日中戦争が勃発すると、総督府は台湾人の思
想を厳重に管理するために、1936年頃から街庄の下部により小さ
な教化単位として〈部落〉6を設置し（図1）、教化網を密にして部落振
興運動を推進した。〈部落〉とは筆者の聞き取りによれば、保甲制度
（警察行政システムの単位）の保、または複数の保を単位とする地理
的広がりをさす。その後1941年、内地の大政翼賛会にあたる皇民
奉公会が台湾で組織されると、この〈部落〉は皇民奉公会下部組織の
「部落会」へと再編成された。考察の対象とする1936-41年は、部落
振興会による地域教化が進められた時期である。
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図1　台湾における地方制度（1930年代半ば以降）
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2 部落振興会の設置

台湾総督府による1936-41年の教化政策の概要を記すと、この時
期は日中戦争の開始により、学校教育や社会教育において台湾人
の教化が声高に叫ばれ、軍事色の強まった時期であった。〈内地〉に
おいては1935年に「国体明徴」運動が活発になり、その影響を受け、
台湾では民風作興運動が各地で展開された7。

1936年7月22日、総督府は地方長官会議を開き、総督 中川健蔵
と総務長官 平塚広義はそれぞれ訓示を行った。中川総督は、台湾
が国防の第一線にあり、かつ経済南進の拠点であることを強調、施
政40周年を期に諸般の施設（組織に関する政策）を見直し、民風作
興運動につとめるよう長官たちに指示した。平塚総務長官によれば
「民風の作興」とは、部落振興会のような団体により、教化活動を教
育のみにとどまらず産業、衛生、交通などの諸方面にわたって行
い、将来さらに各部門の連絡統合を緊密にすることをさす。これを
受けて7月25日に総督府主催で民風作興協議会が開かれ、「国体観
念ヲ明徴ニシ国民精神ノ作興ヲ期スルト共ニ同化ノ実ヲ徹底セシム
ル為」の具体的方策が出された。総督府から街庄の末端まで官民の
有力者をすべて取り入れた民風作興委員会が作られ、トップダウン
の運動が推進された。それには学校、会社、銀行、宗教などの団体
も取り込まれ、「挙島一致」の教化態勢が整った8。民風作興運動は、
日中戦争後の「皇民化運動」の原点となるものであった9。
これにより、各州庁では〈部落〉振興に関する諸規定を整備し、各
街庄には次々に〈部落〉が作られた。また各〈部落〉には地方エリート
からなる部落振興会が設置され、運動の実行組織となった。例えば
台北州庁は、各教化団体に指示して1937年6月1日、正式に部落振
興会へ改組させ、振興会に部落集会所、修養道場などを作らせた。
部落振興会の五大綱領は、1.皇国精神の徹底、2.教育教化の推進、3.産
業・交通・衛生の改善、振興と福利の向上、4.融和と一致協力、5.陋
習打破、生活改善、明朗な部落建設である10。この時期の教化は、
在来宗教の廃止までをもその対象とし、苛烈さを増していった。

1936年9月2日に第17代総督に小林躋造が武官総督として就任
した。小林は、「皇民化」「工業化」「南進化」を台湾の三大施策方針と
して掲げ11、従来の米と蔗糖を中心とする農業中心の産業体系を工
業に転換するよう要求した。1937年7月に盧溝橋事件が起き、日
中戦争が始まると、9月10日、総督府は国民精神総動員本部を総督
府内に設置した12。台湾の青年団では、軍事行動を想定して教練・
査閲、男子団員の管理を始めた。また実質的な徴用が始まり、青年
団やその幹部養成機関である勤行報国青年隊から台湾人男性が軍属
として中国に派遣されるようになるのもこの時期であった。1939

年には台湾人に青年学校制度が実施された13。

3 1930年代前半までの女子青年団の展開

台湾に女子青年団が設置され始めたのは、総督府が男女青年団に
ついて総督府訓令72号による成文規定を初めて行った1930年前後
からである。植民地の男女青年団は内地とは異なる文脈の中で展開
した。例えば、台湾の女子青年団員は公学校卒業程度をその入団資
格としていた。もともと総督府は、台湾人の就学機会を内地に比べ
て低く抑えていた。一方で、台湾人保護者にも日本語教育を行う
公学校に児童を通わせることへ抵抗感があったこと、特に女児に対
しては高い授業料を払って教育を受けさせる必要はないと考える者
が多かったことから、公学校を修了する女子は男子に比しても少数
であった（図2 14）。公学校を修了できたのは一部の富裕層の娘であり、

卒業後女子青年団に入団して活動できる女子はさらにそのうちの一
部に過ぎなかった。従って、台湾の女子青年団は、庶民層の娘を対
象としていた内地のものよりも団員の階層は高かった15。

1930-35年頃の女子青年団の実態は地域によって若干異なるが、
公学校の通学区域ごとに設置され、団員は富裕層の娘であったとい
えるだろう。団員の多くは10歳代後半から20歳代前半の若い女性
であった。活動としては日本語講習、唱歌、踊り、スポーツ、娯楽
などが主たるもので、公学校教員（多くは女性）が指導を行った。

総督府は、台湾人教化の実現に日本語は必要不可欠なものとして
いた。その際、台湾人の家庭を、漢民族の「陋習」の温床であり教化
の最も届きにくいところであるとみなしていた。中でも、日本語に
よる教育を受けていない台湾人の母親は、子どもの日本語習得を阻
害する「家庭」の象徴とされた。総督府は、子どもが学校で日本語を
覚えても、家庭に帰れば日本語を習得していない母親がその効果を
台無しにすると危惧したのである。そのため女子青年団では、子ど
もを生んでも、その子どもの日本語習得を阻害しない女性の養成が
めざされた。この時の女子青年団員は総督府による女性教化の重要
なターゲットであったと考えられる。しかし団員自身が地域住民に
対して、具体的な行動により教化を行うことは多くはなかった16。

４ 〈部落〉青年団へ―組織拡大と教化網の緻密
化

1936年以後、男子の青年団同様、女子青年団も、組織面、教化
内容ともに大きな変化を迎えた。男女青年団の具体的指導や施策決
定を行っていたのは、州庁である。そこで台北州を例に女子青年団
組織の展開状況を述べる。また総督府外郭団体である台湾教育会発
行の教育雑誌『台湾教育』、総督府が男女青年団員を対象に発行した

図3　男女青年団の員数の推移(先住民、日本人も含む)
台湾総督府『台湾事情』各年度版より
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植民地支配下の台湾におけるジェンダーの再編

教化雑誌『薫風』、台中州の教化雑誌『向陽』17などから教化内容の変
化についてみてみることとする。
台北州知事は1937年9月10日、台北州訓令第48号「街庄聯合青
年団要項」を発布した18。当時台北州では民風作興運動にともない、
行政の末端組織として〈部落〉が設置されていた。州訓令48号は、
公学校の通学区域ごとに設置されていた男女青年団を、〈部落〉単位
ごとの分団に分けて設置し、その分団を街庄聯合青年団として統合
するよう定めた。〈部落〉設置の目的は、より細かな教化網を構築す
るためであった。
州訓令48号の定めでは、街庄聯合（男女）青年団の団長を「街庄
長」が兼任することとした。それ以前の街庄長には台湾人が多く、
その時には街庄長は男女青年団の監督者に指定されていなかった。
この訓令は、1930年代半ば以降、街庄長が日本人で占められるよ
うになって初めて、街庄長を男女青年団指導者に定めたのである19。
これは、男女青年団における日本人支配が進んだことを示してい
る。
訓令で定められた団員の資格は従来どおり、初等教育修了程度
の25歳以下の者であったが、分団が設置され教化網が密になっ
たことにより、団員数は倍増した。従来の青年団は「量より質」の
方針で、入団できるのは地域でも一部の人間であった。しかし
1937-1938年にかけて多くの男女青年団が、公学校卒業生は全員加
入させる方針に転換した。筆者がかつて台北州であった地域で聞き
とり調査を行った際、元青年団員は「支那事変（ママ）が起きてから
は公学校卒業生にとって、青年団入団が義務制になった」と語って
いる。図3に示したように、台湾全島の男子青年団員数は1937年
から1938年に2.5倍近く、女子も約3倍に増えた。組織の拡大は、
団員の経済階層を富裕層からより下方へ広げたと考えられる。

1930年代後半は、男女青年団員が勤労奉仕運動、銃後奉公の先
頭に立ち、末端の教化の担い手としての役割を果すこととなった。
この頃は、台湾からも多くの日本人が出征しており、男女青年団
は、軍人の遺家族慰問や慰問奉仕、慰問袋・慰問文の発送、傷病
兵慰問、国防献金などを行なった。〈部落〉が設立されるにともない、
〈部落〉ごとに部落集会所、国語講習所20、国旗掲揚台、部落道路、
保育所などが設置された21。しかし〈部落〉の人々を指導するには、
日本人や公学校教員、台湾人地方エリート層だけでは人材と人手が
不足していた。この人手不足を補い、上記の施設を設置するため
に、男女青年団に人的資源の提供が期待された。例えば台北州では
1938年で、国語講習所講師や国語保育園指導員として奉仕する男
女青年団員が600名いたという22。
女子青年団員の〈部落〉民教化奉仕活動は、しばしば「美談」として
報道された。例えば澎湖庁港尾女子青年団と国語講習所生は、国旗
台を建設することになり、各自が貯金を提供して材料を買い、また
自分たちの労役によりそれを建設した23。また農繁期に保育所を開
設する地域の活動も報告されている。これらは女子青年団員が児童
を預かり、日本語によるあいさつ、歌、遊戯を教えるものであっ
た。この保育所については、「かなり（教化の）効果が上がった」と日
本人教化担当者は報告している24。

1938年には全島レベルの連合である台湾聯合青年団が結団し、
台湾聯合青年団は内地の大日本連合青年団へ加盟した。1939年
になると、男女青年団のさらなる組織拡大がおきた。1938年から
1939年にかけて、青年団員数が男子は4.3倍、女子は5.4倍に膨れ
上がったのである（図3）。青年団は、初等教育を修了した者のみを
団員としていたこれまでの方針を転換し、公学校に行かず国語講習
所に通う者をも入団させ始めたのであった。

その契機となったのは、青年学校制度の実施である。この年、内
地の青年学校制度の義務化に伴い、総督府は台湾でも男子の戦争動
員を視野に入れ、台湾人に対して青年学校制度を実施した。事実上
男子については、当時数の少なかった青年学校の機能を青年団が肩
代わりしたと思われる25。女子青年団拡大の背景には、男子青年団
員が軍属として戦争へ大量に動員され、その空席を埋めるために地
域の教化担当者としての女子を養成する必要があったことが挙げら
れる。そのため、団員の経済階層はさらに下方に拡大したと思われ
る。

５ 1930年代後半における女子青年団の変容と
その活動

教育雑誌や教化雑誌などによれば、1930年代後半の男女青年団
の教化内容の特徴として（1）産業関連事項の強調と精神主義化、（2）
「公民教育」の強化、（3）女子青年団への期待の高まりが挙げられる。
ここでいう（1）の産業関連事項の強調と精神主義化は、若者を、

内地産業を下支えする台湾の産業の従順な担い手として育成する目
的を持っていた。（2）「公民教育」は1935年の地方選挙に関わって実
施されたが、その教化内容は、台湾人若者に不平等な植民地のルー
ルを叩き込み、それを遵守させるものであった。（1）や（2）は主に男
子を対象としたもので、軍事戦略に関連する「南方」（中国南部、東
南アジア）における産業開発に、地理的にも言語的にも有利な台湾
の青年を用いようとした総督府の意図が読み取れる26。
（3）で挙げたように、総督府は1930年代後半に女子青年団への関
心を急激に高めた。総督府は中川総督の時代から、「内台一元の同
化」により台湾人をして挙国一致の「皇運の扶翼」に貢献させる方針
を打ち出した27。台湾人には日本語の習得を求めると同時に、その
内面の価値体系から「日本人（内地人）」と同様になることを求め、そ
のための第一義的な教育の場を公学校や実業補習学校に期待した。
総督府は学校以外で行う地域の社会教化の方針の一つに「生活改

善」を掲げ、男女青年団はその推進者として期待された。「生活改善」
の対象は当初は「家屋改善」28が中心であったが、1930年代半ばを過
ぎる頃になると食生活や衣生活にまで及び、台湾人の生活様式の日
本化が重要課題となっていた。そこで日本人教化担当者は、家事や
育児の担い手である女性の教化・教育が不可欠であるとの認識に
至ったのである。そのため、総督府の外郭団体が発行する教育雑誌
『台湾教育』にも、わずかであるが女子の「公民的教材」について言及
がなされるようになる。例えば新竹州公館公学校の橋辺一好は、「女
子の公民科は常に家事を中心として家政に関する事項より出発して
順次社会国家生活に必須なる事項を」29取り上げるべきである、と
している。
食生活の改善は戦争遂行のための節約という以外に、食生活・料

理の「母国化」、すなわち日本化30や日本的食生活をとりいれること
により台湾人の体位向上を目ざす含みもあった。台湾人の兵員化に
関して、この頃総督府は具体的な構想を持っていたと思われる。事
実、総督府は1941年6月20日、台湾における陸軍特別志願兵制度
の1942（昭和17）年度からの施行を決定した31。その背景には、日
本軍の活動舞台が拡大するに従い、日本帝国における「南進基地　
台湾」の位置づけが物資面だけではなく兵力においても重要になっ
ていったことがあげられる。総督府はそこで、台湾人の「肩幅が狭
い」など「劣った体位」を問題視するようになった32。「劣った体位」の
原因は例えば、台湾人の米飯の炊飯方法が栄養分のある炊き水を捨
てている点にある、とされた。それに対して日本的な炊飯方法が教
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化雑誌などで紹介された33。衣生活の面では、「帝国臣民」である台
湾人が「支那的な」服装をするのは好ましくない、とされ、和服の要
素を取り入れた改良服が考案された。これらの新しい知識は、女子
青年団の講習会などでも紹介された。
教化内容の変化に伴い、女子青年団の直接的指導者にも変化があ
らわれた。聞き取りや文献史料によれば、1930年代前半まで、団
員に対して家事指導や踊り、唱歌、旅行引率などの直接的指導に
あたっていたのは、公学校の女性教員（日本人、台湾人）などであっ
た。しかし1930年代後半に入ると、女子青年団においても整列や
集合など、軍事訓練に似た団体行動の訓練が始まり、娯楽的な部分
は影をひそめる。このような訓練については史料がほとんど見当た
らず、正式な名称があったのかどうかも今のところ不詳であるが、
台湾北部での聞き取りによれば、女子青年団員たちはこれらを｢訓
練｣とよんでいた。この｢訓練｣を担当したのは、男性教員や街庄
の若手の地方エリートであった。彼らはまた、女子青年団員による
銃後奉仕の派遣の手配を行うようになっていった。

６ 国語保育園と女子青年団

内地の女子青年団の概要をまとめた日本女子青年教育振興会によ
る『大日本連合女子青年団の全貌』（1942）によれば、内地で特徴的
なのは、技能修錬制度の実施や満州開拓移民の男性の妻として満州
へ渡るよう移民指導が女子青年団に行われたことであった。

1930年代後半以降、台湾では「生活改善」とともに家庭の「国語
化」も、総督府にとって焦眉の問題であった。総督府は、台湾人を
日本の兵士にするには日本語運用能力が不可欠であると考えてい
た。日本語教育は早い年齢から始めるほど効果があることに気づい
た総督府や地方庁の教化担当者は、幼児に対する日本語教育と農繁
期の母親の育児負担軽減を目的として、国語保育園の開設を推進
した。このような日本語による幼児保育施設は、各郡や州庁が社会
教育として行った。ただしその呼称は様々で、「国語保育園」の他に、
「季節保育園」「農繁期託児所」「託児所」「幼児国語講習所」など区々で
あった34。そのような施設を本稿では便宜上「国語保育園」と呼ぶこ
ととし、ここでは1930年代後半から特に盛んになった「国語保育
園」と女子青年団の役割について述べる。
「国語保育園」について残されている資料は少ないが、台南州嘉義
郡が保育園運営のために作成した『保育細案』（1939）の「はしがき」
は、次のように記述している。「我が台湾に於て国語普及運動と共に
近来幼児に対する国語普及も考慮され各所に保育園なるものが設立
されたのであるが、…略…保育園は本島人の幼児を対象とするもの
で所謂季節託児所、幼稚園とはその趣を若干異にするものであっ
て、実質的にその名称を附すならば幼児国語講習所であると見る方
が適切であらう。従って保育園は一つの教育機関であり公学校入学
への橋渡しの機関であって学齢に達せざる幼児を入所せしむべきも
のである」35。
国語保育園の多くは〈部落〉ごとに設置され、そこでの保母（また
は講師）としての役割を期待されたのが女子青年団員であった。〈部
落〉の中で日本語が堪能な女子青年団員は保母の最有力候補だった
と考えられる。例えば1936年11月の男女青年団むけ雑誌『薫風』に
は、内地における農村託児所の運営方法が紹介されている36。また
1937年8月に総督府主催の「全島女子青年団指導者講習会」が開か
れ、そこで「託児所」の経営が講義内容に入っていた37。これまで女
子青年団の指導者講習会は州庁レベルで行うものがほとんどであっ
たことから、総督府が女子青年団を重要視するようになったことが

うかがえる。
さきの嘉義郡『保育細案』38によれば、国語保育園の指導精神には

以下の3点が挙げられている。
　イ　幼児の心身を健全に発達させ善良な性情を涵養する。
　ロ　国民的情操を涵養し良い習慣の躾をする。
　ハ　日常用語の国語を理解させる。

また保育項目には以下のものが挙げられていた。
　イ　観察…実物又は絵を見せる
　ロ　唱歌…歌はせる
　ハ　遊戯…踊らせる
　ニ　話方…動作実物等によって国語を指導する
　ホ　手技…輪投等をさせる、作らせる39

日中戦争の開始により、1930年代後半以降、日本内地では労働
力の逼迫から農繁期託児所や託児所の設置が盛んとなったようであ
る。この頃、内地では託児所に関する出版物が多く刊行されてい
る。しかし内地で保母や助手の主力となったのは、育児に関する知
識を身につけた高等女学校卒業生か、育児経験のある年配の女性で
あったと思われる40。台湾では高等女学校は台北市や台中市など都
市部にしか存在せず、普及していなかった。そのため、日本語の堪
能な若年の女子青年団員が保母の主力を担ったことが台湾の特徴で
ある。筆者の聞き取りによれば、1930年代半ばから台湾人男性も
軍属として多数徴用されていたが、労働力不足は内地ほど深刻では
なかったと思われる。よって国語保育園の目的は、女性の労働負担
を軽減するよりも、幼児に対する日本語教育が大きな比重を占めて
いたと考えてよいであろう。総督府は、女子青年団員に保母という
「母役割」を負わせることで、これまで困難とされていた台湾人幼児
に対する教育について、直接的介入を可能にした。女子団員は家庭
に近い領域で総督府による教化の一端を担ったわけである41。
国語保育園は、女子青年団員がわずかながらも現金収入を得る場

となっていたと思われる。台南州の資料『社会教育要覧（昭和15年
度）』42には、台南州下の各街庄ごとの「幼児国語講習所」とその児童
数、講師数などの状況が記されている。これによれば、1940年度
の州下の国語保育園にあたる「幼児国語講習所」における年間平均保
育日数は56～ 300日とまちまちである。一日の保育時間は、試算
によれば2～ 3時間が多い。資料には講師（保母にあたる）の数の他
に、「経費」として「手当」と「其他」とその両者の合計が示されている。
このうち少なくとも「手当」は、講師に対する手当であると考えられ
る。この手当を講師数で単純に除すれば、講師一人当たりの平均年
間手当額が算出される。それを以下にいくつか示すと、次のように
なる。
　嘉義市 112.5円（年間200日）
　東石郡朴子街 27.9円（年間156日）
　斗六郡荊桐庄 12　円（年間100日）
こうしてみると手当にはかなり幅があることが分る。おそらくこ

れは、国語保育園の保母・講師を有償・無償のどちらに位置づける
か、各街庄によって異なるためであろう。筆者が元女子青年団員に
対する聞取り調査を行った台北州の保育園では、団員の無償奉仕に
よるものから、一月10～ 20円を保母に支払うところまであった。
台北州でも手当にはかなり幅があったと考えられる。女子青年団員
に幼児教育を委ねざるを得ないという時局の逼迫は、彼女たちが現
金収入を得る機会を生み出したといえる。

1930年代後半は、女子青年団員の経済階層が下方に拡大したた
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植民地支配下の台湾におけるジェンダーの再編

め、団員内部にも階層的な差異が生じていた。筆者が聞き取りを
行った限りでは、国語保育園で講師あるいは保母となった者は、団
員の中でも富裕層の娘たちで、一部は公学校高等科の卒業生であっ
た。この頃になると裕福ではない家の娘も女子青年団に加入してい
たが、彼女たちが保母となることは少なかったようである。富裕層
の娘は、街庄役場とのコネにより、保母となるよう声をかけられて
いた。有償講師であれば、富裕層の家の娘に優先的に仕事が斡旋さ
れたし、無償の場合は、家計を支える負担がないという理由で彼女
たちが選ばれたのであろう。

７ ジェンダーの再編と台湾の女子青年団の位置
づけ

最後に、女子青年団政策にみる台湾人女性の日本帝国や地域、家
庭における位置づけについて考察する。

1930年代後半は、内地においても台湾においても、ジェンダー
が再編された時代であったといえる。内地の女子青年団は、前線に
派遣された男子にかわる労働力、あるいは満州開拓の女性移民、そ
して男子青年団員の結婚相手として位置づけられた43。台湾では小
さな教化単位〈部落〉ごとに設置されたことで、女子青年団は入団が
義務的なものへ変化し、組織も拡大した。ただし台湾の女子青年団
の社会的位置づけは、内地の女子青年団や台湾の青年団とは異なる
ものであった。
内地の女子青年団と比べると、台湾の女子青年団は労働力として
期待されるよりも、むしろ日本的生活様式・文化の伝達者としての
意味を強く付与されていたといえる。総督府にとって、台湾人の食
生活、衣生活の改変のみならず、台湾人の子どもに対する日本語普
及や日本的価値観の植え付けが急務となった。そのために私的領域
とされていた家庭における育児を、日本語の堪能な女子青年団員に
担わせることとした。女子青年団による国語保育園は、日本帝国の
政策を如実に反映したものだった。女子青年団員は日本帝国と台湾
人の家庭をつなぎ、日本的生活様式や日本語を普及させる地域教化
のエージェントとして位置づけられていた。
総督府は女子青年団に労働力として期待するところはほとんどな
かったものの、国語保育園の急速な普及は、女子青年団員が子ども
のせわをすることによって現金収入を得る場を新たに生み出すこと
となった。このことは換言すれば、戦時下において日本人支配者に
より台湾の人々の暮らしがすみずみまで把握され、従来私的領域に
分類されていたものと公的領域とされていたものとの境界が限りな
く接近したことを示している。
台湾の女子青年団員の結婚については、総督府は何もふれていな
い。その理由を明らかにする資料は未入手であるが、総督府は台湾
人人口の増加を奨励することについては、かなり慎重、または消極
的であったと思われる44。そのため結婚に関する女子青年団の指導
方針を明示しなかったのかも知れない。その他の理由として考えら
れるのは、この頃の女子青年団の〈部落〉レベルにおける直接的な指
導員として、台湾人女性教員にかわって男性（日本人、台湾人を含
む）が主流となっていたことがあげられる。指導員に男性がふえた
理由は先に述べたように、女子団員に団体行動などの訓練を施すた
めであった。総督府は、男性に女子団員の結婚の指導をさせること
は難しいと考えたのでないかと思われる。
台湾の女子青年団と男子青年団との関係に着目してみる。1930

年代後半は、日本人だけでなく、地域教化の戦力であった中核的青
年団員も不在となった。その原因は第一に、彼らが徴用により軍属

などとして地域を離れたためである。第二に、1939年に青年学校
制度が定められたことが契機となり、青年男子の青年団における教
練や査閲などの訓練時間が増えた45こともあげられよう。青年団が
多くの時間を訓練にとられるようになると、地域教化にあたる人材
は不足した。そこで総督府は、従来以上に女子青年団員が地域教化
の担当者となるよう期待した。以上の理由から、女子青年団は組織
拡大を迫られ、実際に女子団員へ地域教化の負担がシフトしたとい
える。
この時期、組織としては男女の青年団はともに拡大した。ただ

し、男子青年団の拡大は台湾人青年の軍事化を目的とするものであ
り、女子青年団の拡大は、青年団の軍事化による地域教化の人材不
足を女子で補うためであった。すなわち帝国の要請に応じて、植民
地台湾においてもジェンダーは再編されており、男女青年団の組織
拡大の理由はジェンダーにより異なっていたといえよう。

８ 結語

総督府の女子青年団政策は、戦争をめぐる国際関係、帝国の中で
の台湾の位置づけ、男子青年団の状況に規定されていた。部落振興
運動が盛んであった1936-41年における女子青年団の特徴は、以下
の通りであった。①総督府の政策変更により、団員の階層は上層
から中・下層にまで拡大した。②女子青年団員は地域住民に対する
教化のエージェントとしての役割を総督府により期待されるように
なった。そのことは、特に国語保育園に如実に現れていた。
その後、1940年末には内地で大日本青少年団が発足し、青年団、

女子青年団、少年団が統合された46。台湾でも1941年4月、「皇民奉
公会」が組織され47、それにともない地方の下部組織も再編されて、
教化運動は新局面を迎えることとなる。学校教育の面では1941年
6月に国民学校令がしかれ、公学校は「国民学校」に改称した。国民
学校のカリキュラムはより実業中心、天皇制中心の精神主義的な色
彩を帯びたものだった。以後、台湾も連合国軍による空襲を受け、
戦時色はよりいっそう深まる。1941年以降の台湾の女子青年団の
展開については、今後の課題とする。
本稿では1936-41年の女子青年団について、帝国における位置づ

けやジェンダー関係を考察した。今回、国語保育園を中心に扱った
が、女子青年団員はその後さらに公学校の補助教員としても「職場」
に進出するようになる。政策の受け手であった台湾人女性が、この
ような状況の中でどのように自らのアイデンティティを構築して
いったのかについては、紙幅の都合上論ずることができなかった。
これについても今後の課題としたい。

1 「内地」は本来ならカッコつきで表記すべきであるが、煩雑さを避けるた
め、本稿ではカッコを省略する。

2 内地の男女青年団については、相庭和彦編（1996）、大江志乃夫（1974）、
平山和彦（1978）、千野陽一（1979）、渡邊洋子（1991、1997、2003）などが
挙げられる。

3 宮崎聖子『植民地期台湾における青年団の研究（1910-1945年）』お茶の水女
子大学人間文化研究科人間発達学専攻提出 博士論文2004a。

4 宮崎聖子「植民地期台湾における女性のエイジェンシーに関する一考察
―台北州A街の処女会の事例」『ジェンダー研究』6号 2003 pp.85-108、
宮崎聖子「植民地期台湾における女子青年団の展開過程（1931-1935年）」
『ジェンダー研究』7号 2004b pp.69-91、宮崎聖子「植民地台湾の処女会を
めぐるジェンダー・植民地主義・民族主義」原ひろ子監修『ジェンダー研究
が拓く地平』文化書房博文社 2005 pp.149-164。

5 なお、男女青年団はオーストロネシア系の台湾先住民においても組織され
たが、漢人と先住民は異なる行政システムの下にあったため、本稿では先
住民の青年団はとりあげない。また以後、台湾の漢人を本稿では「台湾人」
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と表記する。
6 ここでは〈部落〉を歴史用語としてカッコつきで表記する。
7 1935年にはまた、台湾の地方選挙が実施され、これにより抗日的知識
人勢力は大部分が体制内にとりこまれる結果となった。宮崎2004a　
pp.136-137。

8 蔡錦堂『日本帝国主義下台湾の宗教政策』同成社1994 pp.97-101。
9 蔡錦堂1994 p.105。
10 王世慶「皇民化運動前的台湾社会生活改善運動―以海山地区為例（1914 - 

1937）」『思与言』第29巻４期1991 p.18。
11 黄昭堂『台湾総督府』教育社1981 p.165。
12 復刻版 台湾総督府『台湾日誌』緑陰書房1992 p.211。同年に新聞の漢文欄禁
止が決定されたことも大きな画期であった。
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