
米山奨学事業活動について

東京丸の内ロータリクラブ卓話
令和２年10月7日 センチュリーコート丸の内

地区米山奨学委員会委員⾧髙橋義一



ロータリー米山記念奨学事業
外国人留学生への奨学金

2020年9月公益財団法人ロータリー米山記念奨学会



米山奨学事業の概要
•日本のロータリー独自の事業
（日本全国34地区の合同活動）

•日本で学ぶ外国人留学生の支援
（公益財団法人を設立し運営）

•世話クラブ・カウンセラー制度
で交流を重視



梅吉翁と米山奨学事業



事業のはじまり
• 1946年米山梅吉氏逝去
• 1949年日本のロータリーが
国際ロータリーへ復帰

• 1952年東京ＲＣが事業構想
“平和日本”を世界へ

(日本の友人を増やし平和を
実践する人材を育てる)

• 1957年日本全国の組織へ
• 1967年財団法人設立

米山基金



日本のロータリークラブの父

大正９年 東京ロータリークラブ初代会⾧

明治元年 東京に生まれる
明治14年 沼津中学校 新聞記者にあこがれる
明治16年 家を出て東京へ 江南学校

アメリカ行きを目指す 東京英和学校
明治20年 和田家より米山家より養子入籍
明治21年 アメリカへ

シラキュース大学で法学を勉強
明治28年 帰国
明治30年 三井銀行
明治42年ころ 日本の経済界の代表の一人へ
大正3年 47歳 新隠居論

貴重なる経験を以てして、大いに各種公共事業の世話を焼いてもらいたい
大正9年 日本にロータリークラブを設立
大正12年 関東大震災
大正1３年 三井信託株式会社を創立
昭和9年 三井報恩会ができ理事⾧に

ライ病患者一人一人慰問 ベッドを増やす
結核療養所 研究所 各種病院を増やす
東北の農村へ などなど 新隠居論の実現を果たした

奉仕の心で社会を拓く
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国内最大級の累計数
国籍 人 数

中国 7,406人

韓国 4,592人

台湾 3,527人

ベトナム 1,149人

マレーシア 1,007人

国 籍 人 数

インドネシア 463人

タイ 350人

バングラデシュ 346人

ネパール 303人

モンゴル 302人
その他： 2,179人

累計： 21,624人
（2020年7月現在）



当地区の米山奨学生

2020学年度： 人

新規奨学生 30人 （うち9人が継続生）
前年度からの継続生 10人

２０１９



2020学年度米山記念奨学事業

2580地区

２０２０年度 ４０名

2020年新規生 30名
2019年から継続 10名

中国13名、韓国6名、台湾5名、ベトナム4名、中国（内モ
ンゴル自治区）2名、マレーシア2名、
以下一名 イエメン、オーストラリア、タイ、中国（香
港）、ドイツ、パキスタン、ミャンマー、ラオス

2019学年度始業式



１．2020学年度米山奨学生の選考について

申し込み状況
2580地区 2020学年度奨学生採用について

地区割り当て数と受験者数 39名
2020学年度継続者数10名（在京9名、沖縄1名）
うち1.5年が2名おり、計算上9名としてカウント

新規採用予定者数 ３０名
受験者数 （１）沖縄 4名

（２）在京 8０名
指定された推薦校から応募

選考試験 東京2019年12月12日（木）・沖縄2019年12月5日（木）
４人編成の面接官６チーム
受験生は4人で1グループ 21の受験生グループ
4人編成の面接官チームが4または3受験生グループを面接

グループディスカッション20分行い、その後一人ずつ15分個人面接
評価は奨学会のガイドラインにすべて準じ、書類審査と面接評価とした。
地区裁量として、グループディスカッションをいれた。



2580地区米山奨学生受け入れ状況 継続性を含む

中央分区 16クラブ中 11クラブ 9クラブが２年連像
北分区 15クラブ中 11クラブ ８クラブが2年連続
東分区 16クラブ中 7クラブ 5クラブが2年連続
武蔵野分区 6クラブ中 4クラブ 1クラブが2年連続
多摩分区 6クラブ中 4クラブ ２クラブが2年連続
沖縄分区 11クラブ中 3クラブ 1クラブが2年連続

3年以上連続続受け入れクラブ
5年以上 8クラブ 4年 １クラブ 3年 7クラブ



米山奨学生の普通の一年
４月
オリエンテーション
確約書に署名
始業式

11月三者懇談会
指導教員、カウンセ
ラー、奨学生

世話クラブ例会出席
・奨学金の受領
・毎月１回以上の出席

2月
期間終了式
三者の参加

世話クラブや地区の
行事へ参加
スピーチ

９月
米山記念館
柿田川清掃作業

カウンセラー

指導教員も招かれます



4月22日（水）カウンセラー・奨学生オリエンテーション、
始業式 新型コロナウイルス感染拡大により 延期

奨学生オリエンテーションのみリモートにより実施
確約書作成により奨学制度スタート 4月5月地区支給

5月20日（水）６月24日（水）
会⾧エレクト、次期米山委員⾧セミナー 延期へ

6月10日（水）延期された始業式とオリエンテーション
カウンセラーオリエンテーション

実地参加とリモート参加
沖縄カウンセラーは録画郵送

奨学生ガイダンス 継続生と沖縄奨学生 オリエンテーションＺＯＯＭ参加

8月６日実施予定の沖縄大学オリエン
テーションと米山事業推進カンファ
レンスは沖縄での感染者数多急増の
ため１０月に延期



奨学生への説明

2020学年度米山奨学生ガイダンス
6月10日実施

オリエンテーション以外に皆さんに
伝えなければいけないこと

2020学年度の奨学生について
ロータリークラブについて
ロータリー奨学制度と奨学生に期待されていること
やってほしいこと、守ってほしいこと
奨学生間の連絡と委員会からの伝言



例会では積極的に。まず隣の人に話しかける。

クラブ内では自分は招待者でなく一員

全会員に一度は自己紹介をする

例会でいろいろな役に挑戦してみる

クラブ事業に誘われたら参加すること

やってほしいこと、守ってほしいこと



カウンセラーはロータリーとのパイプ役
カウンセラーは奨学生の強いサポーターです

 奨学生が世話クラブ会員や、クラブ事務局の方
と交流できるようにする

 経験したいことがあれば相談してみる

カウンセラーには

＊例会日時を繰り返し連絡や相談も
＊出国など特別なことは必ず報告を
＊ロータリーでの交流マナーなど意見を聞く
困ったこと なんでも 相談してみましょう

奨学生期間を終わった後もつづきます



業務委託・覚書の締結
• 2020学年度からスタート

米山記念
奨学会

地区
• ガバナー
• ガバナーエレクト

世話クラブ
• 会⾧
• 会⾧エレクト

業務委託に係る覚書 業務委託に係る覚書
（世話クラブ）

毎年
12～2月

毎年
2～3月

原本(2部)は、①ガバ
ナー事務所 ②世話クラ
ブ で保管。写しをPDFで
奨学会へ提出

原本(2部)は、
①ガバナー事務所
②米山奨学会
で保管



世話クラブ ロータリークラブ

・例会への奨学生招待
・奨学金支給
・カウンセラー選任
・奨学生との交流、親睦、ケア
・奨学生レポート（９月・２月）のカウンセラー所見
・世話クラブ補助費管理
・奨学金受領確認管理
・奨学生資格確認報告（継続奨学生）
・奨学生関係変更届
・奨学生卓話
・米山月間：寄付増進
・寄付金送金および管理

「業務委託に係る覚書」の締結
2020学年度より奨学会とガバナー、そしてガバナーとクラブ会⾧と覚書の締結を行うよう

になりました。
その中での業務委託内容として次のように記されています。



奨学生の選考 大学説明会でスタート

大学説明会
東京 6月17日実施 コロナのため二部制で開催
沖縄 ９月４日 コロナで延期後リモートで実施



推薦にあたって
確認すること

 単に奨学金を支給するだけのものではないこと

 月に一回ロータリークラブの例会に参加できる

 ロータリー精神をはぐくみ、奉仕の精神を理解し、将来にも学
んだ奉仕の精神を持ちつづけたい

 奨学期間中にいろいろなロータリー活動に参加できる

 始業式、修了式、三者懇談会などに大学教官も協力できる

 クラブに参加したとき、ロータリアンと交流が積極的にできる

大学説明会資料



全国統一されている
「どんな学生を採用する」 奨学会ルール

求める資質

①学業、②異文化理解、③コミュニケーション能
力における熱意や優秀性

世話クラブ・カウンセラー制度のもとで、将来、
日本と母国の懸け橋となる人材として育成するに
値する留学生かどうか

34地区共通の選考基準で採点



面接前に書類審査

①申込書

書類から伺える誠実性、人間性

②指導教員推薦状

申込者への支援の意義や熱意

③研究計画書

学習・研究の貢献度や社会に与える影響

④小論文

留学目的・熱意・将来性

丁寧さ、説得力

丁寧さ、米山理解度

明確さ、分かりやすさ

具体性、奨学生としての適性



面接で大切にしていること

①日本留学の目的と明確な研究課題、将来目標

②交流と親善への熱意、ロータリーへの関心度

③人柄

④コミュニケーション能力≠ 日本語力

⑤地区裁量の選考基準＝ 地区選考の目安

面接

ロータリクラブとの協調性をみています



ロータリー米山記念奨学制度をまとめると

日本全国のロータリークラブ会員の寄付が財源

事業規模は国内民間の留学生奨学団体で最大

世話クラブ・カウンセラー制度

奨学生を、世話クラブ＋カウンセラー＋地区米山奨
学委員会がサポート

累計20,398名、127の国・地域の留学生を支援

設立から一貫して外国人留学生を支援

給付型
奨学金



まとめ ロータリー米山記念奨学生に期待されること

将来、日本と母国・世界を結ぶ「懸け橋」になる

ロータリークラブを通じて日本の文化、習慣に触れる

交流を通じて国際親善・奉仕の精神を学ぶ

経済状況や学業成績
が優先基準ではあり

ません

奨学生に期待しているのは



米山奨学制度
のまとめ

ロータリアンの心

ロータリーの奉仕の精神を学ぶ機会を
ロータリークラブで直接体験してほしい

将来にわたり、世界の色々な場所で
ロータリーの経験が生かせれば

奨学金支給により経済的にサポート



人材育成事業

ロータリー精神を
例会で直接学ぶ

ロータリー精神を
持つ者を外国人に

世界各地にロータ
リー精神が広がる

世界のリーダーに
もロータリー精神

2021学年度 募集数 890名
2580地区 38名



日本国内：33韓国

中国

台湾

タイ
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モンゴル
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学友会（国内33、海外9）ロータリーの心は続きます



学友会の活動【海外】

モンゴル:絆inモンゴルを主催

ミャンマー:子どもの教育支援 台湾:日本人奨学支援11年目

韓国:日本人奨学支援4年目



巣立った奨学生の活躍
•ロータリアンになった学友
•ガバナーになった学友

•学友が中心となって設立
したロータリークラブ

人

人

つ



恩返しの気持ち
•東日本大震災

•熊本大地震

•学友からの寄付

•遺言寄付
大口寄付

約760万円

累計 3,530万円

約20万円(上海)



奨学生と接し米山奨学事業を考えると

将来への平和のための人材づくり

日本文化を通して、さらにロータリの精神
を通していろいろな人と交流し、国境をこ
えた同胞意識を芽生えさせる



ご清聴ありがとうございました。

米山奨学制度 ご協力お願いいたします。


