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表紙のシンボルマーク
重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨
学生」を表しています。外国人留学生
の支援・交流を通じ、国を超えた絆や信
頼関係を築き、やがて、一人ひとりの胸
に世界平和を願う"心"を育てるという、
事業創設の願いが込められています。
手は、そうした"心"を生み出すと同時に、
当事業がロータリアンの手で支えられて
いることを示しています。

◆奨学期間が終わったら米山学友会に参加しましょう
米山学友会は、学友（元奨学生）を中心とする同窓会組織です。日本に33（34ロータリー地区）、海外は9つ（台湾・韓国・中国・
タイ・ネパール・モンゴル・スリランカ・マレーシア・ミャンマー　※設立順）の国と地域に学友会があります。また、正式な学友会で
はありませんが、ベトナムにも学友のネットワークがあります。
近年、2年に1回、世界各地から米山学友が集まるイベントも開催されています。2017年には熊本で、そして、2019年にはモンゴ
ルのウランバートルで開催され、日本各地の学友、ロータリアンはもとより、海外からも大勢の学友が参加し、国・地域を超えたロ
ータリーファミリーの絆を深めました。続く世界大会は、当初2021年6月に台北で予定されていましたが、新型コロナウイルス感
染症の世界的拡大により中止されました。次回は、日本で2023年8月5日、6日に「再会 in 関東」が開催されます。皆さんも奨学
期間が終了したら米山学友会に参加して、世界の仲間と交流してください。

◆博士号を取得した奨学生・学友に記念の腕時計をお贈りします
これまでに累計で3,900人以上の米山奨学生・学友が博士号を取得しています。
米山記念奨学会では、博士号を取得した奨学生・学友の皆さんに、お祝いの腕時計をお贈りしています。奨学期間後の取得
でも、終了してから何年経ってからでも申請できます。文字盤の裏にお名前が刻印され、世界にただ一つの腕時計として、何
十年も愛用してくれている学友もいます。博士号を取得したら、世話クラブを通して米山奨学会に報告してください。

●お届け先は、原則として世話クラブです
●完成まで約２週間かかります

◇奨学期間終了後も、転居・就職・転職した時は必ず米山奨学会のホームページから登録情報を更新してください（P.9参
照）。

◇登録住所の地区に所在する学友会から案内が届きます。
◇転居先の学友会について知りたい場合は、米山奨学会事務局へお問い合わせください。

学友会に参加するには？

2019年7月にモンゴル・ウランバートルで開催された「絆 in モンゴル」には、日本をはじめ世界各地から米山学友・奨学生、ロータリアンなど約550人が参加

「学位記の写しまたは写真」か「学位取得証明書」と米山奨学会ホームページのダウンロードにある
「博士号取得報告書」を世話クラブ経由で米山奨学会へFAXまたはメールでお送りください。
（FAX ： 03-3578-8281／Eメール ： alumni@rotary-yoneyama.or.jp）

申請方法
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奨学生番号：  
奨学生氏名：  

確 約 書 
所属地区  

学校・課程・学年    

奨学金支給期間  

奨学金種類・金額  

奨学生として選ばれたことを誇りとし、その義務と責任において、世話クラブのカウンセラーと常に連絡を密に

して、国際理解と親善のために努めます。また、月 1 回以上世話クラブ例会に出席します。奨学金は、、学業およ

び研究・文化交流・地域活動への参加など有意義な活動に役立てます。なお、以下の項目を守ることを確約しま

す。 

確 約 事 項 

１．次のような場合には、原則として奨学金が打切られることに同意します。 

1)世話クラブの例会に欠席し、2 か月以上連絡をしなかった場合 

2)「米山奨学生レポート」を提出しなかった場合 

奨学生は、9 月と 2 月に「米山奨学生レポート」を提出しなければなりません。未提出の場合は翌月の奨

学金が停止され、督促に応じなかった場合は、原則として奨学金が打ち切りとなります。 

3)予定された卓話（スピーチ）や、地区で開催される行事に正当な理由無く協力しなかった場合 

奨学生は、クラブ例会における卓話や、地区開催行事に参加する事を義務とします。やむを得ず欠席する

場合は、必ず事前にカウンセラーへ理由を伝え理解してもらうことが必要です。 

２．次のような場合には、奨学金が打切られることに同意します。 

1)当財団が定める「出国に関する規程」に反したとき。 

日本を出国する場合は、事前に別途定める「出国届」を奨学生本人が Web 上で届け出る。クラブへは奨学

生本人から報告する。出国が認められる期間は、年間通算 60 日。ただし、指導教員が国外に出る必要が

あると許可した場合は、通算 90 日まで認める。 

2)当財団が定める「休学・復学に関する規程」に反したとき。 

学校を休学または在籍していながら研究に必要な短期留学をする場合、休学を奨学期間内で 185 日まで認

める。ただし、兵役の場合に限りその期間に応じ 185 日を超えての休学を認める。 

3)停学若しくは退学の処分を受け，又は除籍されたとき。 

4)学業成績不良により留年したとき。 

5)在籍校および在籍課程を変更したとき。 

6)他の機関から奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金などを受けたとき。 

該当者は二重受給期間中の奨学金を当財団へ返済する。 

7)奨学生としてふさわしくない行為があったとき。 

8)就職が決定し、正式に就労を開始するとき。 

9)在留資格が「留学」（地区奨励奨学生については「留学」以外に「研修」、「文化活動」を含む）でなくなっ

たとき、または「難民」認定を取り消されたとき。ただし、奨学生としての義務を果たし、奨学期間後の就

職を目的に在留資格を変更する場合はこれに限らない。 

３．奨学期間内に当該課程を修了し、学位を取得した場合は学位の取得年月をもって奨学金支給を終了します。 

４．奨学期間終了後も、ロータリークラブとの絆を大切にして、近況を少なくとも年１回年賀状や電子メールで

クラブ、カウンセラーに報告をします。また、住所・所属先、メールアドレスの変更があった場合は奨学会ホ

ームページで登録します。 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 御中                 ２０    年   月   日 

 奨学生となるにあたって、上記のとおり確約いたします。 

奨学生署名（日本語でご記入ください） 
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Responsibilities and Obligations of Yoneyama Scholars 
As a recipient of the Yoneyama scholarship, I will strive to promote international understanding and 
friendship while observing the obligations and responsibilities of the Yoneyama scholars. I will maintain 
close contact with the Yoneyama counselor in my sewa Rotary club. I will also attend at least one of my 
sewa club’s regular meetings each month. I will use the scholarship in meaningful ways to carry out my 
education and research activities and to participate in cultural exchanges or activities in my local 
community. I pledge to observe the points listed below. 
 

 
 
1. I agree that my scholarship may be withdrawn if I: 

1) Fail to attend my sewa club’s regular meetings at least once a month, and to contact my Yoneyama 
counselor for two or more months. 

2) Fail to submit my Yoneyama Scholar’s Activity Report. This report must be submitted to the 
Yoneyama Foundation in September and in February. If not submitted in time, the stipend will be 
suspended the following month. If I do not respond to the reminder on this matter, my stipend will 
in principle be withdrawn.  

3) Fail to give a scheduled speech (takuwa) at a regular club meeting or to participate in activities of 
my Rotary district without a valid reason. Yoneyama scholars are expected to engage in these 
activities. If for some unavoidable reason I am not able to do so, I must notify my counselor and 
obtain his/her consent in advance.  

2. I also agree that my scholarship may be withdrawn if I: 
1) Violate the Foundation’s rules on travel to my home country or to other countries. Before I leave 

Japan temporarily, I must submit a prescribed notification form on the Foundation’s website in 
advance. Yoneyama scholars are permitted to leave Japan for up to 60 days during the tenure, from 
April through March the following year. However, it can be extended to 90 days at the discretion of 
the academic advisor.  

2) Violate the Foundation’s rules on leave of absence from school. If the prescribed documents are 
submitted to the Foundation, a leave of absence of no longer 185 days may be approved. An 
exception may also be granted for military service. 

3) Get suspended or expelled from school. 
4) Get held back a grade due to poor academic performance. 
5) Change the school, course, or department that I am enrolled in. 
6) Receive a scholarship or similar academic grant from another organization. The Yoneyama stipend  

must be returned for the period of double scholarships. 
7) Behave inappropriately as a Yoneyama scholar. 
8) Find employment and start working. 
9) Lose the "Student" visa status (including the "Trainee" or "Cultural Activities" visa for the 

District Support Scholars), or the "Refugee" status. It does not apply to those who have fulfilled 
obligations as Yoneyama scholars and intend to change the residence status for the purpose of 
employment in Japan. 

3. My scholarship will terminate when I complete the course and obtain the degree during my tenure.  
4. I agree to maintain a close relationship with my sewa Rotary club after the scholarship is completed. I 

will keep them updated on my status by sending New Year greetings, email, and so on to the club and 
to my counselor. I will post any changes in my home address, affiliated organization, or my email 
address on the Foundation’s website. 

PLEDGE 

COMMITMENTS 
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指定用紙は、当ハンドブックやホームページに掲載しています

こんな時に 
出します

提出書類 
登録手続き 提出方法・流れ

1）	オリエンテーション
にて 確約書

①奨学生が、オリエンテーション会場にて署名し、正式な
奨学生となる
②地区担当者が回収し、奨学会へ送付

2）	3 月末または	
奨学期間終了月

例会出席・
奨学金	

受領確認書

①毎月、奨学生が署名をし、クラブで保管
②原本はクラブで保管し、3 月末または奨学期間終了月末
までに、HPから PDFをアップロードして提出

3）	引っ越し・	
指導教員変更など

個人情報	
更新

奨学生がHPからログインし、WEB上で「個人情報更新」を
行う

4）	9 月・2月	
（年２回）

奨学生	
レポート

①奨学生は、「奨学生レポート」をWEB上で登録する。
②	「奨学生レポート」を登録すると「カウンセラー所見」の
用紙が奨学生に自動配信される。メールで受信した「カウ
ンセラー所見」の用紙を転送またはプリントアウトして、
カウンセラーへ渡し、記入をお願いする。

・10、3 月分の奨学金は、それぞれ前月の 9 月、2 月のレポートを
クラブで確認してから支給する。

5）	ビザ更新	
などのために

奨学金	
受給証明書	
申請

奨学生がHPからログインし、WEB上で「受給証明書申請」
の登録を行う

6）	日本を離れる時 出国届

奨学生がHPからログインし、WEB上で「出国届申請」の
登録を行う
・出国前に届出が必要。
・年間通算して 60 日まで認められる。ただし、事情により指導教員が
許可した場合は 90 日まで認められる。60 日を超える場合は、別途
定める届出に指導教員が署名しなければならない。

7）	出国して例会を　
欠席するとき

出国中の
近況報告

出国中に例会を欠席した場合は、毎月 1 回、月末までに、
WEB上で「出国中の近況報告」を提出し、近況を報告する。
・病気、入院などやむを得ない事情がある場合、奨学生レポート提出
月の 9月と 2月および海外からオンラインで例会に出席した場合は
提出不要。

8）	学校を休学（復学） 休学・復学届

①所定用紙に奨学生が記入後、クラブ会長、およびカウンセ
ラーが署名
②クラブは、奨学会とガバナー事務所（地区事務所）へ用紙
をメール添付で送り、原本は奨学会へ送付

学校と奨学会が許可した場合、185 日を限度として休学を認める。
ただし、兵役に限り 185 日を超える休学も可とする。

9）	奨学金を辞退する時
又は奨学生の資格を
失った場合

辞退届

①所定用紙に奨学生が記入後、クラブ会長、およびカウンセ
ラーが署名
②クラブは、奨学会とガバナー事務所（地区事務所）へ
メール添付で送り、原本は奨学会へ送付

10）博士の学位を	
取得した時

「学位記（写）」
または	

「学位取得
証明書」と
「博士号取得
報告書」

①クラブは「学位記」または「学位取得証明書」と、HPに
掲載している「博士号取得報告書」を奨学会へ FAXまた
はメール送信
②博士号取得年月が奨学会のデータに記録され、世話クラブ
経由で記念品が贈られる

※期間終了後も申請可能であるが、奨学会からは国内発送のみとする。
奨学期間内に博士号を取得した場合は取得月をもって奨学期間が
終了する。

奨学生提出書類・登録手続き
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“何事も人々からしてほしいと望むことは人 に々もその通りせよ”
米 山 梅 吉

19



Ⅱ ロータリー米山記念奨学会の誕生

全国のロータリアンが支援

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立に

貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して、世界に

“平和日本”の理解を促す願いを込めて発足しました。学

問的、技術的指導者の養成とともに、平和を求め日本と

の“懸け橋”となる人を支援することを願い、1952年に

東京ロータリークラブで構想が立てられたこの事業は、

やがて日本の全クラブの共同事業に発展し、1967年、

文部省（文部科学省）の許可を得て財団法人ロータリー

米山記念奨学会となりました。

なお、新公益法人制度の施行に伴い、2012年1月4日

をもって公益財団法人へ移行しました。

奉仕の人「米山梅吉」

米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏（1868

－1946）は、幼少にして父と死別し、母の手一つで育て

られました。16歳の時、静岡県長泉町から上京し、働き

ながら勉学に励みました。20歳で米国へ渡り、ベルモン

ト・アカデミー（カリフォルニア州）、ウェスレアン大学（オ

ハイオ州）、シラキュース大学（ニューヨーク州）で8年間

の苦学の留学生活を送りました。帰国後、文筆家を志し

て勝　海舟に師事しますが友人の薦めで三井銀行に入

社し常務取締役となり、その後、三井信託株式会社を創

立し取締役社長に就任しました。信託業法が制定される

といち早く信託会社を設立して、新分野を開拓し、その

目的を “社会への貢献”とするなど、今日のフィランソロ

ピー（Philanthropy）*の基盤を作りました。晩年は財団

法人三井報恩会の理事長となり、ハンセン病・結核・癌研

究の助成など多くの社会事業・医療事業に奉仕しまし

た。また、子どもの教育のために、はる夫人と共に私財を

投じて小学校を創立しました。“何事も人々からしてほし

いと望むことは人々にもその通りせよ”これは米山梅吉

氏の願いでもありご自身の生涯そのものでした。“他人

への思いやりと助け合い” の精神を身もって行いつつ、

そのことについて多くを語らなかった陰徳の人でした。

１８６８年

１８７２年

１８８３年

１８８６年

１８８７年

１８９５年

１８９６年

１８９７年

１９０９年

１９２０年

１９２４年

１９２６年

１９２８年

１９３４年

１９３７年

１９３８年

１９３９年

１９４０年

１９４６年

２月４日　大和国高取藩　和田竹造の三男と
して東京に生まれる

父の死後、母親の郷里静岡県三島に移る

沼津中学２年中退、上京し銀座江南学校に入る

東京英和学校へ入学

米山家に養子として入籍、渡米
在米８年間、カリフォルニア州ベルモント・アカ
デミー、オハイオ州ウェスレアン大学、ニューヨ
ーク州シラキュース大学で修学（法律専攻）

帰朝

米山はると結婚

合名会社三井銀行に入社

三井銀行　常務取締役

東京ロータリークラブを創立し初代会長となる

三井信託株式会社創立　取締役社長
Special Commissioner for Japan（1924～26）

RI理事（1926～27）

RI第70地区ガバナー（1928～31）

財団法人三井報恩会　理事長

財団法人緑岡小学校　校長、理事長

貴族院議員に勅撰

日満ロータリー連合会　会長

日本のロータリー解散

4月28日　逝去

米山梅吉氏の略歴

＊Philanthropy :語源はギリシャ語の「フィラン（愛）」と「アンソロポス（人類）」。
  人類愛・博愛を意味し、今日的には「社会貢献」と訳される。

Ⅰ ロータリーの歴史と目的

ロータリーの誕生とその成長

20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の

陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。

ちょうどそのころ、シカゴに事務所を構えていた青年弁

護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人3人と語

らって、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上

の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような

仲間を増やしたい、という趣旨でロータリークラブという

会合を考えました。ロータリーとは集会を各自の事務所

持ち回りで順番に開くことから名付けられたものです。

こうして1905（明治38）年2月23日にシカゴロータ

リークラブが誕生しました。それからは志を同じくするク

ラブが各地に生まれ、国境を超えて、今では世界200以

上の国・地域に広がり、クラブ数37,050、会員総数

1,201,081人（2022年11月16日RI公式発表）に達

しています。そして、これら世界中のクラブの連合体を国

際ロータリーと称します。

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を

重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。その組

織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、ロータリーは

世界に目を開いて、幅広い奉仕活動を求められるように

なり、現在は多方面にわたって多大の貢献をしています。

「ロータリーの友」“ロータリーとは”より抜粋。

日本のロータリー

わが国最初のロータリークラブは1920（大正9）年10

月20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

1921年4月1日に世界で855番目のクラブとして、国

際ロータリーに加盟が承認されました。日本でのロータ

リークラブ設立は、当時三井銀行の重役であった米山梅

吉氏の功績があげられます。

その後、第2次世界大戦のため、1940年に国際ロータ

リーから脱退し、戦後1949（昭和24）年3月に再び復帰

加盟しました。

その後の日本におけるロータリーの発展は、目覚ましい

ものがあります。ロータリー財団への貢献でも、今や国

際ロータリーにおける日本の地位は不動のものとなり、

また、日本国内では、各地区のロータリークラブで様々

な奉仕活動が幅広く展開されています。現在、日本全体

でのクラブ数は2,216、会員数は84,467人（2022年

10月現在）となっています。
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奨学生ハンドブック2023奨学生の心得Ⅳ
～新規奨学生オリエンテーションで詳しい説明があります～

奨学生に守ってもらう項目は「確約書の内容」（巻頭P.1参照）に記載されています。以下は、確約書の内容の補
足です。奨学生として守るべきことを心得てください。

奨学金は、それぞれの世話クラブの例会に出席し支給されます。皆さんが受け取る奨学金は、全国のロータリアンが、皆
さんの学問への熱意や将来の活躍に期待して、寄付してくださったものです。皆さんができることは、これを真摯（しんし）
に受け止めて勉学に励むこと、ロータリークラブとの良い交流を心がけることです。交流を通じて国際理解と奉仕を学
ぶ奨学金であることを理解し、オリエンテーション欠席や例会欠席、行事欠席、奨学金を途中辞退したり、当会の「休学」
および「留学」申請を積極的に利用する状況にならないよう心がけてください。

2.例会出席
奨学生は世話クラブの例会に必ず月１回以上出席する義務があります。決められた例会に出席できない場合は、カウ
ンセラーあるいは、世話クラブ会員やクラブ事務局に相談をし、他の週の例会に出席するなどしてください。原則として、
無断で例会を欠席した場合は奨学生としての資格を失います。平日の昼に例会をするクラブが多いですが、クラブによ
っては休日や、夜や朝に例会をする場合もありますので予定を調整して出席してください。

1.奨学生番号
あなたの奨学生番号は、合格通知およびオリエンテーションで配付される確約書に記載されています。レポートの提出、
証明書の発行などのWEB手続きの時に必要となりますので、“奨学生番号”を覚え、活用してください。（奨学期間終了
後もあなたの番号として使用できます）

新奨学生は、地区（全国で34に分かれているロータリー地区のことで、あなたの通っている学校所在地で地区が決まり
ます。）で開催される「新規奨学生オリエンテーション」に出席し、世話クラブとカウンセラーの紹介および奨学生の心
得・規程などについて説明をうけ、当日配付される「確約書」に署名することによって正式な「ロータリー米山記念奨学
生」となります。

2 知っておくこと

1 新規奨学生オリエンテーション

奨 学 生 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル

①毎月1回以上世話クラブの例会に出席する。
②世話クラブや他のクラブの例会などで卓話をする。
③例会やクラブ・地区の活動を通じてロータリアンとの交流を深める。

年間を通して

2月 奨学生レポート提出

翌年2-3月　歓送会参加（地区別に通知）

10月 米山月間（卓話を実施。他の月に卓話をする場合もあります。）

9月 奨学生レポート提出

4月-5月 【新規奨学生】
 ●オリエンテーション参加（地区別に通知）　●確約書署名
 ●4月分の奨学金はオリエンテーション後地区またはクラブから支給
 【継続奨学生】
 ●世話クラブの例会に出席（奨学金は月毎にクラブにて支給）

※海外学友会推薦・秋入学の海外応募者対象奨学生の場合
　　　 ●採用月にオリエンテーション参加　●確約書署名　●奨学金支給

3月 合格者決定

ロータリー米山記念奨学事業Ⅲ
ロータリー米山記念奨学事業とは

ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロータリアンが

作り育てた国際奉仕プログラムです。

事業の推進は、全国約84,000人のロータリアンの寄付

によって支えられています。2023学年度は約900名の

米山奨学生を支援していますが、これらは、ロータリアン1

人ひとりの浄財によるものです。

ロータリアンの心のこもった支援に応えられるよう、米山

奨学生は日本での留学生活を有意義なものにしてくだ

さい。

世話クラブ・カウンセラー制度

奨学金による支援だけでなく、“世話クラブとカウンセラ

ー制度”があります。

●世話クラブ

ロータリークラブのうち1クラブがあなたの世話クラブ

になり、カウンセラーが決まります。米山奨学生は、世話

クラブの例会に出席し、カウンセラーやロータリアンとの

心のふれあいを通して真の国際・文化交流および相互理

解を深め、ロータリーの奉仕の心を共に学びます。積極

的にロータリアンとの交流を深め、学生生活では体験で

きない人間関係を育んでください。

●カウンセラー

カウンセラーは、奨学生の個人的ケアにあたるアドバイ

ザー的存在です。奨学生が世話クラブで多くのロータリ

アンと交流を深める機会を持てるよう努め、学校生活で

は体験できない人物・文化交流、地域活動への参加のチ

ャンスを広げます。

奨学生に求められること

ロータリー米山記念奨学事業の使命は、留学生の優れた

学業の達成を支援し、同時に、カウンセラーや世話クラブ

との交流を通じ、ロータリー精神を学び、国際理解を深め

日本と母国との懸け橋となるなど国際親善に尽くす人材

を育てることにあります。そのために求められる米山奨

学生の資質は、「学業」、「異文化理解」、および「コミュニ

ケーション能力」における熱意や優秀性です。

学友会活動

米山奨学生学友会（元米山奨学生同窓会）は日本国内に

33の学友会、海外では台湾、韓国、中国、タイ、ネパー

ル、モンゴル、スリランカ、マレーシアとミャンマーの9つ

の国・地域にあります。米山奨学生終了後も、学友会活動

を通して学友（元米山奨学生）同士のネットワークを広

げ、ロータリークラブあるいはロータリー組織と連携した

活動に参加できます。詳しくは、P.28～29参照。
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奨学生ハンドブック2023奨学生の心得Ⅳ
～新規奨学生オリエンテーションで詳しい説明があります～

奨学生に守ってもらう項目は「確約書の内容」（巻頭P.1参照）に記載されています。以下は、確約書の内容の補
足です。奨学生として守るべきことを心得てください。

奨学金は、それぞれの世話クラブの例会に出席し支給されます。皆さんが受け取る奨学金は、全国のロータリアンが、皆
さんの学問への熱意や将来の活躍に期待して、寄付してくださったものです。皆さんができることは、これを真摯（しんし）
に受け止めて勉学に励むこと、ロータリークラブとの良い交流を心がけることです。交流を通じて国際理解と奉仕を学
ぶ奨学金であることを理解し、オリエンテーション欠席や例会欠席、行事欠席、奨学金を途中辞退したり、当会の「休学」
および「留学」申請を積極的に利用する状況にならないよう心がけてください。

2.例会出席
奨学生は世話クラブの例会に必ず月１回以上出席する義務があります。決められた例会に出席できない場合は、カウ
ンセラーあるいは、世話クラブ会員やクラブ事務局に相談をし、他の週の例会に出席するなどしてください。原則として、
無断で例会を欠席した場合は奨学生としての資格を失います。平日の昼に例会をするクラブが多いですが、クラブによ
っては休日や、夜や朝に例会をする場合もありますので予定を調整して出席してください。

1.奨学生番号
あなたの奨学生番号は、合格通知およびオリエンテーションで配付される確約書に記載されています。レポートの提出、
証明書の発行などのWEB手続きの時に必要となりますので、“奨学生番号”を覚え、活用してください。（奨学期間終了
後もあなたの番号として使用できます）

新奨学生は、地区（全国で34に分かれているロータリー地区のことで、あなたの通っている学校所在地で地区が決まり
ます。）で開催される「新規奨学生オリエンテーション」に出席し、世話クラブとカウンセラーの紹介および奨学生の心
得・規程などについて説明をうけ、当日配付される「確約書」に署名することによって正式な「ロータリー米山記念奨学
生」となります。

2 知っておくこと

1 新規奨学生オリエンテーション

奨 学 生 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル

①毎月1回以上世話クラブの例会に出席する。
②世話クラブや他のクラブの例会などで卓話をする。
③例会やクラブ・地区の活動を通じてロータリアンとの交流を深める。

年間を通して

2月 奨学生レポート提出

翌年2-3月　歓送会参加（地区別に通知）

10月 米山月間（卓話を実施。他の月に卓話をする場合もあります。）

9月 奨学生レポート提出

4月-5月 【新規奨学生】
 ●オリエンテーション参加（地区別に通知）　●確約書署名
 ●4月分の奨学金はオリエンテーション後地区またはクラブから支給
 【継続奨学生】
 ●世話クラブの例会に出席（奨学金は月毎にクラブにて支給）

※海外学友会推薦・秋入学の海外応募者対象奨学生の場合
　　　 ●採用月にオリエンテーション参加　●確約書署名　●奨学金支給

3月 合格者決定

ロータリー米山記念奨学事業Ⅲ
ロータリー米山記念奨学事業とは

ロータリー米山記念奨学事業は、日本のロータリアンが

作り育てた国際奉仕プログラムです。

事業の推進は、全国約84,000人のロータリアンの寄付

によって支えられています。2023学年度は約900名の

米山奨学生を支援していますが、これらは、ロータリアン1

人ひとりの浄財によるものです。

ロータリアンの心のこもった支援に応えられるよう、米山

奨学生は日本での留学生活を有意義なものにしてくだ

さい。

世話クラブ・カウンセラー制度

奨学金による支援だけでなく、“世話クラブとカウンセラ

ー制度”があります。

●世話クラブ

ロータリークラブのうち1クラブがあなたの世話クラブ

になり、カウンセラーが決まります。米山奨学生は、世話

クラブの例会に出席し、カウンセラーやロータリアンとの

心のふれあいを通して真の国際・文化交流および相互理

解を深め、ロータリーの奉仕の心を共に学びます。積極

的にロータリアンとの交流を深め、学生生活では体験で

きない人間関係を育んでください。

●カウンセラー

カウンセラーは、奨学生の個人的ケアにあたるアドバイ

ザー的存在です。奨学生が世話クラブで多くのロータリ

アンと交流を深める機会を持てるよう努め、学校生活で

は体験できない人物・文化交流、地域活動への参加のチ

ャンスを広げます。

奨学生に求められること

ロータリー米山記念奨学事業の使命は、留学生の優れた

学業の達成を支援し、同時に、カウンセラーや世話クラブ

との交流を通じ、ロータリー精神を学び、国際理解を深め

日本と母国との懸け橋となるなど国際親善に尽くす人材

を育てることにあります。そのために求められる米山奨

学生の資質は、「学業」、「異文化理解」、および「コミュニ

ケーション能力」における熱意や優秀性です。

学友会活動

米山奨学生学友会（元米山奨学生同窓会）は日本国内に

33の学友会、海外では台湾、韓国、中国、タイ、ネパー

ル、モンゴル、スリランカ、マレーシアとミャンマーの9つ

の国・地域にあります。米山奨学生終了後も、学友会活動

を通して学友（元米山奨学生）同士のネットワークを広

げ、ロータリークラブあるいはロータリー組織と連携した

活動に参加できます。詳しくは、P.28～29参照。
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奨学生ハンドブック2023奨学生の心得Ⅳ

このバッジは、“日本の心”とも言われる桜、
染井吉野をモチーフにしています。花びらを
形取った一つひとつが、これから学識や技術
を学んで、花開かんとする奨学生の皆さんを表しています。集
って満開となる桜の木のように友好の花を咲かせ、日本と世界と
を結ぶ大きな懸け橋になることを願っています。

奨学生バッジ 奨学生・学友証明書
オリエンテーションで無料配付されます。例会やロータリーの行
事、学友会（元米山奨学生の会）等に参加する際、身に付けてく
ださい。　
◆紛失した場合は購入できますので米山奨学会まで連絡してく
ださい。（本人負担で切手送付：500円）

バッジの由来

奨学金 新規奨学生 継続奨学生（2年目）奨学金の種類

入国後のオリエンテーション終了後に
クラブまたは地区にて支給

クラブにて支給
学部・修士・博士課程／
クラブ支援／地区奨励／
海外応募者対象奨学金

海外学友会推薦奨学金

秋入学の海外応募者対象奨学金 クラブにて支給

クラブまたは地区にて支給

クラブにて支給

4.奨学金の支給

4月分

5月以降

採用月分～

確約書に記載されている期間が奨学期間です。奨学期間は在籍課程の学年と入学年月によって異なります。

期　　間奨学金の種類

学部3、医歯獣医学部5、修士1、博士2、
医歯獣医学系博士3年の場合

学部4、医歯獣医学部6、修士2、博士3、
医歯獣医学系博士4年の場合

高専専攻科1年、専修学校高度専門士課程3年

学部・修士・博士課程奨学金 ※秋入学の場合は期間が
　短くなります。

クラブ支援奨学金

地区奨励奨学金
（短大・高専・専修学校在籍者）

海外学友会推薦奨学金
海外応募者対象奨学金 学部生・大学院生

上記以外

上級研究者

5.奨学期間

1年または6か月間
2年間
1年間
1年間
2年間

２年間

1年間

3.奨学金額

学部課程奨学金

修士・博士課程奨学金

クラブ支援奨学金
（延長プログラム）

海外学友会推薦奨学金

海外応募者対象奨学金
学部生

上級研究者

大学院生

地区奨励奨学金
（大学以外の短大・高専・
専修学校等の在籍者）

奨学金の種類 金　　　額 使　　　途

月額10万円

月額14万円

月額10万円

月額14万円

月額14万円

月額10万円

月額14万円

月額 7 万円

月額10万円

学業および研究・文化交流・地域活動へ
の参加など有意義な活動に役立てる

学部生

大学院生
以下以外

高専専攻科1,2年・
専修学校高度専門士課程3,4年

ソ メイ ヨ シ ノ

7月以降に、「奨学生・学友証明書」をクラブに送りますの
で、クラブから受け取ってください。これは、奨学生としての
自覚を持っていただくこと、奨学生番号や世話クラブ名な
どを忘れないでいただくこと、学友となっても奨学生時の情
報を覚えておいていただくことを目的に発行しています。ま
た、学友としての証明として奨学期間終了後も有効です。
奨学期間が終
了しても捨てず
に持っていてく
ださい。

注意
次のような場合には、奨学金が打切られます。
①米山奨学会が定める「出国に関する規程」に反したとき。
②米山奨学会が定める「休学・復学に関する規程」に反したとき。
③停学又は退学の処分を受けた、または除籍されたとき。
④学業成績不良により留年したとき。
⑤在籍校および在籍課程を変更したとき。
⑥他の機関から奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金などを受けたとき。
⑦米山奨学生としてふさわしくない行為があったとき。
⑧就職が決定し、正式に就労を開始するとき。
⑨在留資格が「留学」（地区奨励奨学生については「留学」以外に「研修」、「文化活動」を含む）でなくなっ
たとき、または「難民」認定を取り消されたとき。ただし、奨学生としての義務を果たし、奨学期間後の就
職を目的に在留資格を変更する場合はこれに限らない。

　※海外学友会推薦奨学生は別に定める。

・出国届（WEB登録）
※60日を超える場合は、WEB登録＋書類提出
・辞退届
・休学届・復学届
所定用紙:巻頭ページもしくは米山奨学会ホームページ

よりプリントアウトして使用

奨学期間終了
（原則、確約書に記載されている期間）

※正当な理由なく“奨
学生の義務”を怠った
場合、原則として奨学
金が打ち切られます。

提出書類・登録手続（必要に応じて）

①クラブ例会に月1回以上出席する
②9月、2月に奨学生レポートをWEB登録
　 ※世話クラブは、レポートが未提出の場合、
　　 翌月以降の奨学金を支給停止する。
③クラブで卓話(スピーチ)をする
④地区の行事に参加する

奨学生の義務

歓送会
ロータリー地区または世話クラブで開催され「終了証」が授与される

奨学期間内に当該課程を修了した場合

ホームページアドレス
 http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
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ロータリアンとの交流を積極的に行う。
奨学金は、勉学・研究に役立てるために使うことが求められます。

困った事が
発生した場合は
相談

24



奨学生ハンドブック2023奨学生の心得Ⅳ

このバッジは、“日本の心”とも言われる桜、
染井吉野をモチーフにしています。花びらを
形取った一つひとつが、これから学識や技術
を学んで、花開かんとする奨学生の皆さんを表しています。集
って満開となる桜の木のように友好の花を咲かせ、日本と世界と
を結ぶ大きな懸け橋になることを願っています。

奨学生バッジ 奨学生・学友証明書
オリエンテーションで無料配付されます。例会やロータリーの行
事、学友会（元米山奨学生の会）等に参加する際、身に付けてく
ださい。　
◆紛失した場合は購入できますので米山奨学会まで連絡してく
ださい。（本人負担で切手送付：500円）

バッジの由来

奨学金 新規奨学生 継続奨学生（2年目）奨学金の種類

入国後のオリエンテーション終了後に
クラブまたは地区にて支給

クラブにて支給
学部・修士・博士課程／
クラブ支援／地区奨励／
海外応募者対象奨学金

海外学友会推薦奨学金

秋入学の海外応募者対象奨学金 クラブにて支給

クラブまたは地区にて支給

クラブにて支給

4.奨学金の支給

4月分

5月以降

採用月分～

確約書に記載されている期間が奨学期間です。奨学期間は在籍課程の学年と入学年月によって異なります。

期　　間奨学金の種類

学部3、医歯獣医学部5、修士1、博士2、
医歯獣医学系博士3年の場合

学部4、医歯獣医学部6、修士2、博士3、
医歯獣医学系博士4年の場合

高専専攻科1年、専修学校高度専門士課程3年

学部・修士・博士課程奨学金 ※秋入学の場合は期間が
　短くなります。

クラブ支援奨学金

地区奨励奨学金
（短大・高専・専修学校在籍者）

海外学友会推薦奨学金
海外応募者対象奨学金 学部生・大学院生

上記以外

上級研究者

5.奨学期間

1年または6か月間
2年間
1年間
1年間
2年間

２年間

1年間

3.奨学金額

学部課程奨学金

修士・博士課程奨学金

クラブ支援奨学金
（延長プログラム）

海外学友会推薦奨学金

海外応募者対象奨学金
学部生

上級研究者

大学院生

地区奨励奨学金
（大学以外の短大・高専・
専修学校等の在籍者）

奨学金の種類 金　　　額 使　　　途

月額10万円

月額14万円

月額10万円

月額14万円

月額14万円

月額10万円

月額14万円

月額 7 万円

月額10万円

学業および研究・文化交流・地域活動へ
の参加など有意義な活動に役立てる

学部生

大学院生
以下以外

高専専攻科1,2年・
専修学校高度専門士課程3,4年

ソ メイ ヨ シ ノ

7月以降に、「奨学生・学友証明書」をクラブに送りますの
で、クラブから受け取ってください。これは、奨学生としての
自覚を持っていただくこと、奨学生番号や世話クラブ名な
どを忘れないでいただくこと、学友となっても奨学生時の情
報を覚えておいていただくことを目的に発行しています。ま
た、学友としての証明として奨学期間終了後も有効です。
奨学期間が終
了しても捨てず
に持っていてく
ださい。

注意
次のような場合には、奨学金が打切られます。
①米山奨学会が定める「出国に関する規程」に反したとき。
②米山奨学会が定める「休学・復学に関する規程」に反したとき。
③停学又は退学の処分を受けた、または除籍されたとき。
④学業成績不良により留年したとき。
⑤在籍校および在籍課程を変更したとき。
⑥他の機関から奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金などを受けたとき。
⑦米山奨学生としてふさわしくない行為があったとき。
⑧就職が決定し、正式に就労を開始するとき。
⑨在留資格が「留学」（地区奨励奨学生については「留学」以外に「研修」、「文化活動」を含む）でなくなっ
たとき、または「難民」認定を取り消されたとき。ただし、奨学生としての義務を果たし、奨学期間後の就
職を目的に在留資格を変更する場合はこれに限らない。

　※海外学友会推薦奨学生は別に定める。

・出国届（WEB登録）
※60日を超える場合は、WEB登録＋書類提出
・辞退届
・休学届・復学届
所定用紙:巻頭ページもしくは米山奨学会ホームページ

よりプリントアウトして使用

奨学期間終了
（原則、確約書に記載されている期間）

※正当な理由なく“奨
学生の義務”を怠った
場合、原則として奨学
金が打ち切られます。

提出書類・登録手続（必要に応じて）

①クラブ例会に月1回以上出席する
②9月、2月に奨学生レポートをWEB登録
　 ※世話クラブは、レポートが未提出の場合、
　　 翌月以降の奨学金を支給停止する。
③クラブで卓話(スピーチ)をする
④地区の行事に参加する

奨学生の義務

歓送会
ロータリー地区または世話クラブで開催され「終了証」が授与される

奨学期間内に当該課程を修了した場合

ホームページアドレス
 http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
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3 奨学生が守ること

ロータリアンとの交流を積極的に行う。
奨学金は、勉学・研究に役立てるために使うことが求められます。

困った事が
発生した場合は
相談
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（１）出国に関する規程
日本を出国する場合は、事前に別途定める「出国届」を奨学生本人がWEB上で届け出てください（P.12参照）。クラ
ブへは奨学生から報告し、了承を得てください。出国が認められる期間は、年間（4月から3月まで）通算６０日まで。
ただし、国外に出る必要があると指導教員が許可した場合は、通算９０日まで認めます。出国が認められる期間を超
えて出国した場合、その月をもって奨学金を打ち切ります。なお、離日中やむを得ず、例会に出席できなかった場合、
「出国中の近況報告」の提出が必要です。また、その月の奨学金は日本に戻り、例会に出席した際に支給します。
（P.12-14参照）
※海外学友会推薦奨学生は対象としない。

（２）休学に関する規程
休学する場合、奨学金の支給はその期間停止されます。復学後は米山奨学会の規程に従って、休学期間分を追加延
長し奨学金を支給します。ただし最終学年で課程が修了する場合はその月をもって奨学期間終了となります。手続
きは必ず事前におこなってください。
◆休学が認められる期間 : 185日まで。これを超えた場合は休学前の月をもって奨学金が打ち切りになります。

ただし、兵役の場合に限りその期間に応じます。

所定の休学届用紙（巻頭ページまたは奨学会ホームページよりプリントアウト）に必要事項を記載し提出する。

所定の復学届用紙（巻頭ページまたは奨学会ホームページよりプリントアウト）に必要事項を記載し提出する。

休学の手続き

復学の手続き

2023年4月 2025年3月

2025年9月2023年4月

奨学期間2年間の奨学生が183日休学する場合

奨学期間1年6か月間 休学期間183日（奨学金なし） 復学後の延長期間

4 奨学生に関する規程

※海外学友会推薦奨学生は対象としない。

◆博士の学位を取得した場合
「学位取得証明書」又は「学位記写し（A4サイズ）」とホームページの「ダウンロード」にある「博士号取得報告書」を世
話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。博士号取得年月について米山奨学会のデータに記録されます。ま
た、世話クラブ経由で記念品の腕時計が贈られます。（見込証明書では基本的に認められません）
元米山奨学生が博士の学位を取得した場合も、上記のとおり記念品が贈られます。ただし、原則、世話クラブへの発送
となり日本国内の発送のみとなりますのでご了承ください。
※記念品の贈呈は、奨学生採用後に博士号を取得した場合のみ対象となります。

（4）奨学期間内に当該課程を修了したとき
米山奨学生が奨学期間内に予定よりも早く当該課程の学位を取得したときは、取得月をもって米山奨学金支給は
終了します。

（3）他の機関からの奨学金との二重受給の禁止

奨学期間中に、二重受給に該当する可能性のあるものを受給予定の場合は、事前に奨学会まで連絡をしてく
ださい。奨学生としての資格に関わることですので、個人で判断せず、必ず、奨学会へお問い合わせください。
二重受給に該当するものを受給する場合は、クラブを通して「辞退届」を提出していただきます。連絡なしに、
二重受給していたことが発覚した場合は、奨学金の打ち切り対象となります。

〈二重受給の対象について〉
当会の奨学金は、他の機関からの奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金などと同時に受けること
はできません。ただし、以下は二重受給の対象とみなしません。
①地方自治体による学習奨励金（在住の留学生全員が受給の対象となるもの）、学術上の貢献に対する一時
的な褒賞金・報奨金・賞金。
②授業料免除（減額）またはそれに相当する学校の奨学金。
③研究に直接必要な費用のみを使途とする研究助成。
④研究費用以外を含む研究助成もしくは、授業料免除（減額）またはそれに相当する奨学金以外の学校の奨
学金などで、受給額が、57万6千円未満。複数の受給がある場合は受給額の総額で判断する。
⑤貸与型奨学金等。
⑥ティーチングアシスタント、リサーチアシスタント、インターンシップによる報酬。

5 奨学期間終了
奨学期間を終了する奨学生は、地区または世話クラブから、「終了証（証明書）」が授
与されます。これは、奨学金を受けていた証明になると同時に、「ロータリー学友」に
なった証となります。奨学期間の途中で辞退する場合も含め、奨学期間が終了した
からといって、そこでロータリーとの関係が終了するということではなく、終了後は、
「ロータリー学友」となり、関係を続けていただきます。クラブ、地区とは引き続き連
絡を取り、「ロータリー学友」として、クラブ、地区、学友会への参加や協力をしてくだ
さい。（学友会について：P.28、29参照）

〈奨学生終了証（証明書）見本〉

①近況をお知らせください➡alumni@rotary.yoneyama.or.jp
クラブ、カウンセラー、所属地区などへは、奨学期間終了後も、元気でいること、心境の変化、家族が出来たなどの近況
を知らせて交流を続けてください。奨学会へは、表彰、ロータリークラブへの入会、博士号取得、起業、学友会活動、奉
仕活動、研究成果などをお知らせください。

②連絡先更新画面➡https://rotary-yoneyama.secure.force.com/siwlogin/
奨学期間終了後も、所属地区、カウンセラー、世話クラブや学友会とのつながりを継続できるよう
に、連絡先などの変更などがありましたら、「連絡先更新画面」で、更新を行ってください。奨学会
からの連絡のほか、所属地区、クラブや学友会からのイベント案内などの連絡先となります。登録
された個人情報は、当会「個人情報の保護及び管理に関する規程」を遵守し、保護・管理します。
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◆博士の学位を取得した場合
「学位取得証明書」又は「学位記写し（A4サイズ）」とホームページの「ダウンロード」にある「博士号取得報告書」を世
話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。博士号取得年月について米山奨学会のデータに記録されます。ま
た、世話クラブ経由で記念品の腕時計が贈られます。（見込証明書では基本的に認められません）
元米山奨学生が博士の学位を取得した場合も、上記のとおり記念品が贈られます。ただし、原則、世話クラブへの発送
となり日本国内の発送のみとなりますのでご了承ください。
※記念品の贈呈は、奨学生採用後に博士号を取得した場合のみ対象となります。

（4）奨学期間内に当該課程を修了したとき
米山奨学生が奨学期間内に予定よりも早く当該課程の学位を取得したときは、取得月をもって米山奨学金支給は
終了します。

（3）他の機関からの奨学金との二重受給の禁止

奨学期間中に、二重受給に該当する可能性のあるものを受給予定の場合は、事前に奨学会まで連絡をしてく
ださい。奨学生としての資格に関わることですので、個人で判断せず、必ず、奨学会へお問い合わせください。
二重受給に該当するものを受給する場合は、クラブを通して「辞退届」を提出していただきます。連絡なしに、
二重受給していたことが発覚した場合は、奨学金の打ち切り対象となります。

〈二重受給の対象について〉
当会の奨学金は、他の機関からの奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金などと同時に受けること
はできません。ただし、以下は二重受給の対象とみなしません。
①地方自治体による学習奨励金（在住の留学生全員が受給の対象となるもの）、学術上の貢献に対する一時
的な褒賞金・報奨金・賞金。

②授業料免除（減額）またはそれに相当する学校の奨学金。
③研究に直接必要な費用のみを使途とする研究助成。
④研究費用以外を含む研究助成もしくは、授業料免除（減額）またはそれに相当する奨学金以外の学校の奨
学金などで、受給額が、57万6千円未満。複数の受給がある場合は受給額の総額で判断する。

⑤貸与型奨学金等。
⑥ティーチングアシスタント、リサーチアシスタント、インターンシップによる報酬。

5 奨学期間終了
奨学期間を終了する奨学生は、地区または世話クラブから、「終了証（証明書）」が授
与されます。これは、奨学金を受けていた証明になると同時に、「ロータリー学友」に
なった証となります。奨学期間の途中で辞退する場合も含め、奨学期間が終了した
からといって、そこでロータリーとの関係が終了するということではなく、終了後は、
「ロータリー学友」となり、関係を続けていただきます。クラブ、地区とは引き続き連
絡を取り、「ロータリー学友」として、クラブ、地区、学友会への参加や協力をしてくだ
さい。（学友会について：P.28、29参照）

〈奨学生終了証（証明書）見本〉

①近況をお知らせください➡alumni@rotary.yoneyama.or.jp
クラブ、カウンセラー、所属地区などへは、奨学期間終了後も、元気でいること、心境の変化、家族が出来たなどの近況
を知らせて交流を続けてください。奨学会へは、表彰、ロータリークラブへの入会、博士号取得、起業、学友会活動、奉
仕活動、研究成果などをお知らせください。

②連絡先更新画面➡https://rotary-yoneyama.secure.force.com/siwlogin/
奨学期間終了後も、所属地区、カウンセラー、世話クラブや学友会とのつながりを継続できるよう
に、連絡先などの変更などがありましたら、「連絡先更新画面」で、更新を行ってください。奨学会
からの連絡のほか、所属地区、クラブや学友会からのイベント案内などの連絡先となります。登録
された個人情報は、当会「個人情報の保護及び管理に関する規程」を遵守し、保護・管理します。
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ロータリー米山記念奨学会 学友会Ⅴ

韓国学友会
毎年5月、帰国した米山学友の歓迎会を開催

マレーシア学友会
海岸清掃とともに研究機関と協力して
集まったゴミの分析データを政府に
提供するプロジェクトを実施

モンゴル学友会
コロナ禍であっても楽しみながら
「アウトドア例会」

第2730地区学友会（宮崎県・鹿児島県）
国際料理大会を開き、学友・奨学生、ロータリアンが
手作りの各国の味を堪能

第2770地区学友会（埼玉県）
地域貢献と懇親を兼ねて地元駅周辺の
ゴミ拾いをしながらウォーキング

第2780地区学友会（神奈川県）
第2780地区出身学友に呼びかけ「同窓会」を
開催、年1回の活動として定着

学友会活動

1.目的

米山学友会活動は、学友（元米山奨学生）および現役奨

学生がロータリアンとの交流を深め、ロータリーの理想

とする国際交流・親善および平和の創造と維持に貢献す

ることを目的とします。

2.学友会組織

「米山学友会」は、米山学友を中心に組織されている会で

す。現在、日本には33団体の学友会（34ロータリー地

区）、海外には台湾、韓国、中国、ネパール、タイ、モンゴ

ル、スリランカ、マレーシアとミャンマーの9つの国・地

域にあります。新しい学友会の設立は学友の意欲と活動

実績によって実現できます。

3.活動

学友会は、米山学友を中心に、運営されています。各学友

会によって活動内容は異なりますが、ロータリアンやロ

ータリークラブ、さらに、国内学友会は地区米山奨学委

員会などと連携して、交流を深めるためのイベントや地

域貢献につながる奉仕活動などを企画・実施しています。
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米山学友会代表連絡先一覧  　　　　　2023年1月現在

以下の連絡先または地区にお問合せください。連絡先が不明な場合はalumni@rotary-yoneyama.or.jpへご連絡ください。

国内学友会 エリア（地区） 代表メール ホームページ、Facebook

北海道（2500/2510） 2510yoneyamagakuyu@gmail.com FB	：	米山学友会（北海道）
岩手・宮城（2520） yoneyama2520@hotmail.com
福島（2530） yoneyama2530@yahoo.co.jp
秋田（2540） 2540ygakuyukai@gmail.com
栃木（2550） yoneyama2550@yahoo.co.jp FB	：	米山記念奨学会北関東学友会栃木
新潟（2560）

埼玉西北部（2570） yoneyama2570@gmail.com FB	：	RI 2570地区米山学友会
東京東北部（2580） info@rotary-yoneyama-ob-tokyo.jp HP	：	http://www.rotary-yoneyama-ob-tokyo.jp/

神奈川（2590）
川崎・横浜市

2590yoneyama@gmail.com 
第2590地区ガバナー事務所 
g-office@rid2590.jp

FB	：	第2590地区 ロータリー米山学友会

長野（2600） yoneyama2600@gmail.com

富山・石川（2610） yoneyama2610@gmail.com
HP	：	http://www.yoneyama2610.org/ 
FB	：	第2610地区米山学友会

山梨・静岡（2620） yoneyama2620@gmail.com FB	：	ロータリー第2620地区米山学友会
岐阜・三重（2630） 2630gakuyukai@gmail.com

和歌山・大阪大和川以南、　
柏原市を含まない（2640） ryyoneyama2640@gmail.com FB	：	国際ロータリー第2640地区米山奨学生学友会

京都、福井、滋賀、奈良（2650） yoneyama2650@gmail.com
大阪大和川以北、柏原市を含む

（2660） yoneyama2660@gmail.com
HP	：	https://kansaiyoneyama.com/ 
FB	：	米山奨学生学友会（関西）

徳島・香川・愛媛・高知（2670） 第2670地区ガバナー事務所 
trf-office@rid2670.com

兵庫（2680） yoneyama2680alumni@gmail.com
鳥取・島根・岡山（2690） info2690tiku@gmail.com
福岡・長崎県壱岐、対馬・
佐賀県鳥栖市、

上峰町以外の三養基郡（2700）
rotaryyoneyamakyushu@gmail.com

広島・山口（2710） yygu2710@yahoo.co.jp FB	：	第2710地区米山学友会
大分・熊本（2720）
宮崎・鹿児島（2730） 2730yoneyamagakuyu@gmail.com
佐賀・長崎（2740） 2740y.gakuyukai@gmail.com
東京西南部（2750） yoneyama2750@gmail.com FB	：	国際ロータリー第2750地区米山学友会（東京）

愛知（2760） 第2760地区ガバナー事務所分室 
ybranch@rotary2760.org

埼玉南東部（2770） yoneyama2770@gmail.com FB	：	国際ロータリー第2770地区「米山奨学生・学友会」
神奈川（2780）
川崎・横浜市以外

第2780地区ガバナー事務所 
g-office@rid2780.gr.jp

千葉（2790） chibayoneyamagakuyukai@gmail.com FB	：	ロータリー第2790地区米山奨学生学友会

山形（2800） a86830789@gmail.com
HP	：	http://yamagata-gakuyu.com/ 
FB	：	国際ロータリー第2800地区山形米山学友会

茨城（2820） yygyk2820@yahoo.co.jp
HP	：	https://www.yg2820.com/ 
FB	：	ロータリー第2820地区米山学友会

青森（2830） gakuyukai2830@gmail.com
群馬（2840） rcyoneyama2840@yahoo.co.jp

海外学友会エリア 代表メール ホームページ、Facebook

台湾 yoneyama.rotary@gmail.com
HP	：	http://www.yoneyama.org.tw/ 
FB	：	ロータリー米山台湾学友会

韓国 yoneyama@hanmail.net
FB	：	米山ロータリー学友会 
Instagram	：	yoneyama_rotary_in_korea

中国 上海
北京

タイ thaiyoneyama@gmail.com FB	：	タイロータリー米山学友会
ネパール rysannepal@gmail.com
モンゴル mongolianyoneyama@gmail.com FB	：	Mongolia Rotary Yoneyama Alumni Association
スリランカ yoneyamasrilanka@gmail.com FB	：	米山スリランカ学友会
マレーシア yoneyama.malaysia@gmail.com FB	：	Malaysia Rotary Yoneyama Alumni Association - MRYA
ミャンマー myanmargakuyu@gmail.com
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奨学生ハンドブック2023奨学生 Q&AⅥ
奨学生として気を付けること

Q1
なぜ、例会に出てからの奨学
金支給なのですか？

当会の奨学金は、単にお金を渡
すだけではなく、世話クラブ、
カウンセラー制度により、人と
の出会いや、心の通った国際親
善をし、交流を深めてもらうこ
とを目的としているからです。
また、そこで多くのことを学ん
でもらいたいというロータリア
ンの願いがあります。そのため、
例会に出席することを義務と
し、例会に出てから奨学金を渡
すルールにしています。

Q2
奨学生として何をするのです
か？

単に奨学金を受け取るだけの奨
学生で終わらないようにしてく
ださい。

●�例会に月1回以上出席する
●�卓話（スピーチ）をする
●�奨学生レポートを提出する
●�地区やクラブの行事・奉仕活
動に積極的に参加する
●�自分からカウンセラーや世話
クラブ会員に話しかける
●�機会があれば、母国語講座の
講師や訪問授業等で母国文化
や歴史を紹介する

奨学生の選考基準の「優秀性」
は、「学業」だけでなく、「異文
化理解」「コミュニケーション
能力」など総合的な“人間性”に
対する期待値の高さです。
求められる優秀性に対して責任
を持ち、ロータリー会員の寄付
によって成り立つ奨学金である
ことを理解してください。米山
記念奨学生としての誇りを持っ
て留学生活を送ってください。

Q3
奨学生はアルバイトをしては
いけないのですか?

アルバイトの経験や、そこでの
人間関係なども社会勉強になり
ますので、禁止はしていません。

ただし、米山奨学金は、アルバ
イトに時間を取られずに研究や
論文作成に専念できるように支
給金額を決めています。アルバ
イトの内容・目的が納得できる
もので、米山奨学生としての品
格を失わないこと、義務が果た
せる範囲である必要があります。

Q4
奨学金の使い方に制限はあり
ますか?

奨学金は勉学・研究のために使
うことが求められます。
当会の奨学金は、所得税法第9
条第1項第15号に規定する「学
資に充てるため給付される金
品」（学資金）として非課税所
得に該当します。したがって、
趣旨を逸脱することがないよ
う、母国への送金などに充てる
ことがないよう十分に気を付け
てください。

Q5
奨学生としてふさわしくない
行為とはどんなことですか。

奨学会が求める書類（9月・2月
の奨学生レポートなど）の未提
出、世話クラブの例会に理由も
なく欠席する、ロータリー活動
や奉仕の心に無関心な態度をと
るなどです。
また、停学・退学処分を受けた
場合や、学業成績不良により留
年したときなどは、米山奨学生
としての資格を失い、奨学金支
給が打ち切られます。
（P.1「確約書」、P.25「3�奨学
生が守ること」参照）

例会出席、カウンセラーやロータリアンとの交流に役立ててください。
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Q6
奨学生は他の奨学金を受けら
れますか？

米山奨学生は他奨学金や同種の
個人に与えられる補助金などを
同時に受給できません。
（P.1「確約書」、P.27参照）

Q7
奨学生になったら、次年度授
業料減免が受けられなくなっ
たのですが･･･

学校の減免審査では奨学金は前
年1年間の所得とみなし、減免
措置が受けられなくなる場合が
あります。事前に学校窓口に確
認してください。また、奨学金
終了後に減免措置が受けられな
いことを想定して、経済的に困
ることがないように準備してく
ださい。

Q8
連絡先を変更した時は？

●住所
●メールアドレス
●電話番号
専用WEB画面で変更登録をし
てください。そして、世話クラ
ブやカウンセラーに変更後の連
絡先を伝えてください。
登録方法：P.9参照

※�郵便受け（mailbox）に氏名
を書いていないと、郵便物が
届かないことがあります。

※�引っ越しをする時、郵便局ま
たは日本郵便HP上で「転居
届」の手続きをすると、旧住
所あての郵便物が、新住所に
1年間無料で転送されます。
窓口手続きには、パスポート
など本人確認できるものが必
要です。

Q9
帰国や海外旅行するときの手
続きは？

①�出国予定を世話クラブとカウ
ンセラーに伝える
②�必ず出国前までに、専用WEB
画面で出国届を登録する
（P.12参照）
③�出国して例会を欠席した月は、
「出国中の近況報告」を専用
WEB画面で登録する（P.13
参照）

出国日程は、
●�毎月の世話クラブ例会に出席
できる
●�地区行事と出国期間が重なら
ない
ことが望ましいです。
出国中、やむを得ず例会や地区
行事を欠席する場合は、
①早めにクラブや地区に伝えて
ください。
②カウンセラーと相談し、欠席
する例会日の代わりの出席日
を事前に決めてください。
代わりの出席日は、帰国後の日
程としてください。出国前に例
会に出席し、欠席分の奨学金を
受け取ることはできません。帰
国後に支給されます。

出国可能な期間は、
●�WEB登録により、４月から
翌年３月までの1年間で通算
60日まで
●�指導教員が、国外に出る必要
があると許可した場合は、
WEB登録＋所定用紙提出
（P.14参照）により、通算
90日まで出国可能
※�所定用紙�「年間通算60日間を
超える離日申請」はP.14ま
たは専用WEB画面でダウン
ロードしてください。
●�90日を超える出国は、奨学
金打切りの対象です。
※�出国、休学・復学と留学に関
する規程は、組み合わせて適
用することはできません。

Q10
奨学生レポートは必ず提出す
るのですか？

必ず提出してください。9月末
と2月末までに提出しなければ、
10月と3月の奨学金が支給され
ませんので、注意してください。
提出方法：専用WEB画面に入力
（P.10参照）

提出後、メールで配信される「カ
ウンセラーの所見」の用紙をカ
ウンセラーに渡し、「カウンセ
ラー所見」を書いて頂くよう依
頼してください。

提出締切月より後に休学または終
了、辞退する予定がある場合、必
ず締切までに提出を済ませてくだ
さい。

※�休学中の奨学生は提出不要で
す。

※�参考文献や米山学友のスピー
チなどの文章を引用するとき
は、必ず引用であることを明
記し、自分の言葉と引用した
内容を区別する文章マナーを
守ってください。

例会・世話クラブについて

Q11
例会って何ですか?

昼食をとりながら、前半は情報
交換を行い、後半は「卓話」（講
演）を聞きます。基本的に毎週
12:30〜13:30に行われます
（朝や夜や休日の場合もありま
す）。
奨学生は、世話クラブの例会に
毎月1回以上出席します。
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Q12
例会出席の日は、どのように
決めるのですか？

カウンセラーと相談して第何週
目の例会に出席するかを決めて
ください。通常、第1週目の出
席が多いようです。
授業の都合などでどうしても欠席
しなければいけない時は、早めに
カウンセラーに相談してください。
例会に欠席する理由を事前にき
ちんと説明し、代わりの出席日
を決めましょう。

Q13
例会には、どんな服を着れば
良いですか?

求められるのは、清潔さです。
ほとんどのロータリー会員はス
ーツ着用ですが、クラブによっ
てはカジュアルな服装を勧める
ところもあります。カウンセラ
ーに相談しましょう。
ただし、派手なアクセサリーや
露出の多い服装は適切ではあり
ません。対面する相手に不快感
を与えないのは、どのような服
装なのかを考えて選んでくださ
い。
（P.39参照）

Q14
例会には何時までに行くと良
いですか?

カウンセラーに聞いてみましょ
う。例会開始30分前には会場
に行って手伝いをしたり、より
多くの世話クラブ会員と話をし
てください。

Q15
どんな卓話をすればいいです
か？

奨学生は、例会で卓話（スピー
チ）をする義務があるので、日
程や内容をカウンセラーと相談
しましょう。
P.38「例会での卓話について」

を参考に準備をするとよいでし
ょう。

Q16
指導教員に米山奨学金のこと
を理解してもらうには･･

まずは合格通知と一緒に学校へ
送付した「指導教員の皆様へ」
を読んでいただきましょう。指
導教員を地区やクラブの行事に
招待することもありますので、
その時には、是非出席してもら
い、米山奨学金のことを理解し
てもらいましょう。

Q17
宗教上の理由で食べられない
ものがあるときは?

例えば、「私はイスラム教徒な
ので、豚肉料理を食べない宗教
上の習慣・タブーがあります」
などとカウンセラーに伝えてく
ださい。例会での食事のアレン
ジなど、相談にのってもらいま
しょう。
食事に招待された際も、事前に
伝えましょう。理由も伝えずに、
食べないことは失礼になってし
まいます。

Q18
“参拝”について

地区や世話クラブの行事で寺社
を見学する場合があります。そ
の時、他の宗教の信者であるた
めに“参拝”を断り見学のみする
こともできます。
宗教上の決まりや習慣に関して
説明の必要がある場合、分かり
やすく伝えてください。

カウンセラーについて

Q19
カウンセラーと何を話せばよ
いですか?

カウンセラーはアドバイザーの
ような存在です。
日常生活で疑問に感じること、
習慣の違い、わからないことな
ど気軽に相談してください。母
国や家族のことなど身近な話題
から始めるのもよいでしょう。
例会にカウンセラーと一緒に参
加することで、学生生活では体
験できない企業人との交流や文
化体験・地域活動に参加するチ
ャンスが広がるでしょう。

Q20
カウンセラーとどのように接
したらよいですか？

授業・研究・試験などでどうし
ても例会に出られない時：
連絡もせずに例会や地区行事に
欠席したり、カウンセラーや世
話クラブからの電話・メールに
返事をしない、という態度では
伝わりません。
なぜ出席できないのかを説明し
て、どのようにしたら良いかを
相談しましょう。
米山奨学生として、例会や地区
行事と勉学を両立する意欲があ
ることを伝えましょう。

ハラスメントについて：
文化の違い、習慣の違いによっ
て、誤解や不信感が生まれる場
合があります。カウンセラーや
世話クラブ会員に言われた内容
で、理解できなかったことや困
ったことがあれば、カウンセラ
ー・世話クラブ会員・世話クラ
ブのスタッフに質問や相談をし
てみましょう。クラブの人に相
談しにくければ地区委員会へ相
談してください。
カウンセラーは例会以外で奨学
生に会う場合、カウンセラーの
家族や世話クラブ会員、世話ク
ラブのスタッフなどを加えて、
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奨学生 Q&AⅥ
奨学生を家族として迎えるよう
な工夫をしています。
ただし、もし「ハラスメントで
は？」と感じて、地区やクラブ
の人に直接言い出しにくいこと
があれば、P.40〜41「ハラス
メント相談窓口」に連絡してく
ださい。

浴衣（ゆかた）／民族衣装を着
てほしいと言われたとき：
文化体験や文化紹介の目的で依
頼されることがあります。しか
し、もし負担に感じたら、遠慮
なくそのことを伝えてくださ
い。話をして奨学生が依頼され
た目的を理解し、依頼した側が
奨学生の気持ちを理解できるこ
とが誤解を防ぎます。

もしもアルバイト先の雇用契約
書、通帳などを見せてほしいと
言われたとき：
カウンセラーは、奨学生を預か
っているという責任感から、奨
学生の生活状況を心配します。
ただし、いかなる理由であって
も、そのような書類を見せるよ
う求めることは、プライバシー
の侵害にあたります。見せる必
要はありません。

※�継続奨学生は、4月に継続資

格確認のために、在学証明書・
在留カードをカウンセラーに
見せる必要があります。前述
の問題とは区別してくださ
い。

Q21
就職進路の相談をカウンセラ
ーにしてもいいのですか?

ロータリー会員の豊富な人生経
験や、経営哲学・専門性にもとづ
く教えを受けることは貴重な体験
になるので相談しても構いませ
ん。
ただし、自分本位に就職の世話
などを依頼したり、期待するこ
とは避けましょう。

Q22
カウンセラーに進学や就職先
の保証人になってもらえます
か?

他人の保証をするということ
は、責任のあることです。依頼
する方も責任を持つ姿勢が必要
です。安易な考えで依頼するこ
とはやめましょう。信頼関係を
なくしたり、誤解を招いたり、
決して迷惑をかけることがない

よう細心の注意が必要です。
カウンセラーに依頼する前に、
まずは学校のキャリアセンター
や就職課を活用してください。

日本での生活
自分を守るために

Q23
保険には入った方がいいので
すか？

奨学会で奨学生のために加入す
る保険は以下のコラム「傷害保
険の加入について」の通りです。
また、3か月を超えて日本に滞
在する外国人は国民健康保険に
加入する必要があります。（Q25
参照）
そのほかの保険に任意加入する
場合は、保険の種類や手続きに
ついて、学校の窓口で確認して
ください。家族が来日する時は、
海外旅行損害保険に加入するこ
とが重要です。保険は、自分の
身を守るだけでなく、損害賠償
などのリスクを軽減するため
に、必要なものだと理解してく
ださい。

傷害保険の加入について
奨学会では傷害保険に加入しています。
世話クラブの例会出席や、地区行事（オリエンテ
ーション、終了式、地区大会）に際し、交通事故、
ケガ、食中毒、熱中症などになった場合は保険が
適用されます。
何かあった時は、直ちにカウ
ンセラーに相談して、米山奨
学会事務局まで連絡をしても
らうようにお願いしてくださ
い。
例会は準備や後片付け等を
含む3時間となります。また、
例会出席のための往復途上
（行きと帰り）も補償されます。

大きな災害が起きたら、、、
大きな災害が起きたとき、まずカウンセラー
や地区に、あなたが無事であることを知ら
せてください。

日ごろから、住んでいる地域や学校の緊急
避難場所、大使館など在外公館の所在
地などを確認し、食料や防災用品を準備
しておきましょう。災害が起きたら、落ち着
いて、ラジオ、テレビ、SNSなどで最新情報
を確認しましょう。

米山奨学会の緊急連絡事項は、奨学会
HPのトップ画面「News & Topics －
重要なお知らせ」に掲示されます。
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Q24
家を借りる時、どうすればい
いの？

世話クラブやカウンセラーに連帯
保証人をお願いする前に、まずは
学校の窓口に相談しましょう。
連帯保証人を探す難しさや、連
帯保証人を頼まれる人の負担を
軽減するために、「留学生住宅
総合補償」制度を利用できます。
これは、「協力校」に指定され
ている学校に在籍する留学生の
みが利用できます。
協力校かどうかや、加入手続き
の方法は、学校の窓口で確認し
てください。また、学校が保証
人になったり、「連帯保証人不要」
で住居を見つけることができる
制度を持つ大学もあります。
●留学生住宅総合補償の概要
http://www.jees.or.jp/crifs/

Q25
高額医療費について

2012年7月から在留期間3か
月以上の外国人は、国民健康保
険の加入が義務づけられていま
す。そのため、米山奨学会によ
る医療費補助はありません。

国民健康保険に加入すると、医
療費の3割を負担しますが、入
院などで医療費の支払いが高額
となった場合、自己負担上限額
を超えた分が「高額療養費支給
制度」によって支給（＝払い戻
し）されます。
また、長期の入院等で支払いが
困難な場合に、自己負担金の一
時立替えが受けられる「高額療
養費貸付制度」を利用できます。
手続き等については、学校の担
当窓口で確認してください。

国民健康保険証の発行・保険料
の手続きは、市町村の役所で行
ってください。
●�全国健康保険協会「高額な医
療費を支払ったとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
g3/sb3030/r150/

Q26
在留期間の更新について

在留期間の更新手続については
学校の窓口で確認してくださ
い。手続きには、申請者の銀行
口座の貯金記録等の提出が必要
で、単位取得状況、授業出席率
やアルバイト時間・内容の妥当
性などが審査されます。米山記
念奨学生として誇りをもって留
学生活を送ってください。

手続きのために「奨学金受給証

【新型コロナウイルス感染症・インフルエンザなど】
①症状があれば学校を休み、学校・世話クラブのカウンセラーへ連絡する。
②かかりつけ医または地域の身近な医療機関に電話相談。かかりつけ医がいない場合、土日夜間等
　の場合は、最寄りの保健所や相談窓口に連絡し、その指示に従う。
③学校の最新のお知らせ・注意をよく確認する。
・試験や行事の中止・延期について
・学校を休んだ後に「治癒証明書」や「登校許可証」等が必要かどうか
④健康管理をしっかりする ： 人ごみを避ける、マスク着用で外出する、うがい、石鹸での手洗い、食事・
　睡眠を十分とる。
⑤以下のホームページで最新情報を確認してください。
●（厚生省HP）新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●（厚生省HP）感染症・予防接種相談窓口
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/inful_consult.html

【その他感染症への対応について】
感染症が発生している地域への渡航は、慎重に判断をする。
●外務省海外安全ホームページ　
https://www.anzen.mofa.go.jp

●厚生労働省検疫所
https://www.forth.go.jp/index.html

●世界保健機関（WHO）
https://www.who.int/

感染症についての注意
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明書」が必要な時は、専用WEB
画面から申請してください。
（P.11参照）

Q27
日本でトラブルに巻き込まれ
ないために

留学生は日本滞在において日本
の法律を守ることと共に「出入
国管理及び難民認定法（以下、
入管法）を守らなければなりま
せん。入管法に違反すると強制
的に日本から出国しなければな
らなくなったり、在留資格が取
り消されたりします。トラブル
に巻き込まれないために以下を
参考にしてください。

①中長期在留者は、身分証明書
として在留カードの携帯義務が
あります。在留期間の更新など
手続きに関しては、市役所にご
確認ください。
●法務省　入国管理局
https://www.moj.go.jp/isa/
applications/guide/index.html

②�入管法で禁止されているアル
バイトをしない
留学生は、資格外活動許可（週
28時間以内、夏休みなど長期
休業期間は1日8時間以内）を
得ることができますが、風俗営
業関連の店・会社などでのアル
バイトは、仕事の内容に関わら
ず禁止されています。例えば、
バーやスナック、ナイトクラブ
での接客やチラシ配り、ゲーム
センターのチラシ配りなどで
す。やってはいけないアルバイ
トについて、学校の注意情報を
確認してください。

③�「知らなかった」で犯罪に巻
き込まれないこと！
以下は、いずれも法律違反によ
る処罰の対象または、犯罪につ
ながる可能性があるものです。
注意してください。
・放置自転車を拾って使う
・安易なチラシ・ティッシュ配り
・�パスポートや身分証明書など
を他人に貸す
・チケットの転売
・�動画、音源の違法アップロー
ドやダウンロード

●JAPAN�STUDY�SUPPORT
「外国人のための危機管理講座」
http://www.jpss.jp/ja/life/
crisis/

crisis/
奨学期間終了後について

Q28
奨学金が途中で終了するのは
どんな時？

●就職や進学が決定したとき
就職や進学のため当初の奨学期
間終了月よりも前に母国に帰国
し、当初の終了月まで来日の予
定が無い場合、辞退届を提出し
てください。

●学位を取得したとき
当初の奨学期間終了月よりも前
に学位を取得した場合、取得月
をもって奨学期間終了となるの
で、辞退届を提出してください。
（P.27、43参照）

対象 ： 奨学期間が終了予定の奨学生のうち、学部最終学年で修士課程進学予定者・修士最終
学年で博士課程進学予定者・博士最終学年在籍者。クラブ支援奨学金の期間終了者
で博士号を取得していない者。海外応募者対象奨学生は、奨学期間終了後、同課程の
次の学年へ進級する者。

※申込時点で進学先の合否がまだ分からない場合、博士号取得の可能性を判断できない場合
でも、まずは申込をしてください。

応募方法 ： 
早めにカウンセラーに相談し、下記①～②の要件を満たし、世話クラブで推薦されることが決ま
ったら、申込書類を世話クラブに提出してください。その後、世話クラブが奨学会に申込書類を
提出します。合否は、地区選考を経て、最終的に奨学会の理事会にて決定します。
①クラブにて延長に値する奨学生かを審議し、推薦を決定する
②延長する期間の奨学金の半分をクラブが負担する
※この奨学金は、地区の新規採用枠を減らして採用するため、申込を受け付けない地区もありま
す。
締切 ： 10月採用締切：8月15日、次年度4月採用締切：10月15日
◆募集要項・申込書類は、米山記念奨学会ホームページを確認してください。

クラブ支援奨学金　～奨学期間の延長制度～
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●奨学金が打切りとなったとき
確約書に定めている奨学生の義
務を果たさなかった場合、奨学
金が打切りとなります。
（P.1、2「確約書」参照）

●在留資格等を変更したとき
結婚などにより「留学」でなく
なったときや、地区奨励奨学生
は「留学」「研修」「文化活動」
いずれの在留資格でなくなった
とき、また、「難民」認定を取り
消された場合も、奨学生の資格
外となるため、辞退届を提出し
てください。

また、3月（または秋）終了予
定の奨学生で、就職内定により
「就労」への在留資格変更を行
い、かつ3月（または秋）終了
までの間に給与が発生する方
は、辞退届を提出してください。
在留資格変更前の月をもって奨
学期間終了となります。
就職内定による在留資格変更の
みで給与が発生しない場合は、
辞退の対象とはなりません。

Q29
米山記念奨学金の再応募や
延長はできますか？

再応募はできません。
これは、多くの留学生に米山記
念奨学金を受けるチャンスを与
えたいとの願いからです。
ただし、延長制度がありますの
で、P.36コラム「クラブ支援
奨学金」を参照してください。

延長の申込にあたり、奨学生レ
ポートの提出遅れ、例会の度重
なる欠席、例会開始ぎりぎりに
来て奨学金をもらうような態度
の場合には、応募資格はないと
考えましょう。延長する学生に
は、地区を代表して延長支援す
るべき資質が求められます。
また、地区、クラブによって、
クラブ支援奨学金制度を受け付
けない場合があります。

Q30
終了後も、カウンセラーとの
交流を続けるのですか？

つながりを大事にすることは、
ロータリー会員からの支援に対
する感謝を伝える1番の方法で
す。
年賀状や誕生祝いなどのカード
やメールを送って、家庭や職場
のことなど近況を知らせてくだ
さい。世話クラブを訪問するこ
とも、カウンセラーや会員にと
って嬉しいことです。
（P.42参照）

Q31
同窓会はありますか？

元奨学生（学友）の同窓会組織
は、地区・地域ごと、また海外
に も あ り ま す。 詳 し く は、
P.28〜29を見て参加してくだ
さい。
学友の中には、ロータリー会員
になったり、後輩の奨学生のた
めに、あるいは、恩返しの気持
ちを表すために、奨学会へ寄付
を続けてくださっている方々が
たくさんいます。米山学友とし
て交流を続けるには、さまざま
な方法があります。

Q32
終了後に博士号を取得したと
きも、記念品がありますか？

奨学期間が終了し、学友になっ
てからも、博士号を取得した方
には、記念品（腕時計）をさし
あげます。
記念品は世話クラブに発送しま
すので、記念品を希望する場合
は、世話クラブにも連絡してく
ださい。
（P.27、43参照）
◆博士の学位を取得した場合

終了後、何年後でも受付けてい
ますので、「学位取得証明書」
または「学位記」コピーと、ホ
ームページにある「博士号取得
報告書」を奨学会に提出してく

ださい。
提出先は
FAX：03-3578-8281
メール：
alumni@rotary-yoneyama.or.jp

参考情報

●�奨学金・留学生支援・学生生
活関連
独立行政法人日本学生支援機
構（JASSO）
https://www.jasso.go.jp/

国際学生証（ISIC）
国際的に高い知名度を持ち、
世界の様々な国でサービスや
割引が受けられます
https://isicjapan.jp/

学生総合共済の「健康便り」
健康相談テレホンの相談事例
と対処法バックナンバー
https://kyosai.univcoop.or.jp/
useful/health/index.html

●�企業社員寮への留学生受入情
報
公益財団法人�留学生支援企業
協力推進協会
http://www.ryugakuseishien.
com
TEL：03-3275-0939

●�日本学生支援機構が運営する
宿舎
東京／兵庫国際交流会館
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/kyoten/

●就職・求人情報
国際留学生協会（IFSA）
http://www.ifsa.jp
TEL：042-349-6392
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のために

・苦手なところ、驚いたところ、母国との違い）

母国、日本、世界へ貢献

順序立てて分かりやすく
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ホームページアドレス　http://www.rotary-yoneyama.or.jp

あなただったらどうしますか？

奨学生のＣさんは、はじめて例会に出席する際、入学式に着たス
ーツで出席しました。カウンセラーに「例会にはどんな服装で来る
と良いですか？」と訊ねると、「学生らしい格好でいいですよ。」と
言われました。ロータリアンは、みんなスーツでしたが、2回目以
降の例会は、普段、学校に行くときに着て
いるダメージジーンズとランニング（ノー
スリーブ）に野球帽で行くことにしました。

例会での服装

例会は遊びに行くわけではありません。社会人の集まる正式な場ですから、身だしなみに気をつけましょう。無理をして、洋服
代に大事な奨学金を使わなくても良いのですが、なるべく襟の付いたもの、ジャケットや清潔感のあるものを着てください。女
性は、必要以上に肌が露出するようなものは避けた方が良いでしょう。
また、逆に、必要以上に派手な装いをすると、派手な洋服代に大事な奨学金が使われているのではないかと誤解を招いてし
まう場合もあります。奨学金は、約84,000人の日本のロータリアンが、寄付してくださった浄財で成り立っています。奨学金
がどのような形で使われているか、有効に使って欲しいと寄付者が思うのは当然です。浪費されているのではないかと受け取
られないように気をつけてください。

クラブによっては、カジュアルな服装を奨励しているところもありますので、カウンセラーに確認をとって、どんな格好で参加し
たら良いのか具体的に聞いてみてください。
また、例会以外に地区の行事に参加する場合があります。正式な場ではスーツを奨励する場合があります。

解説

1． 身だしなみは大切ですが、必要以上の装いや言動は奨学生として控えるべきだと思います。自分が寄付者の立場となって
考えると良く分かります。それは、奨学生は学生であるということと共に、資金を援助してもらっているという立場だからです。

2． 僕の場合は、シャツやポロシャツにズボンなどで例会に出席しました。特別な会合に出席する際はカウンセラーから事前に
連絡があったので、ジャケットを持参するなど、普段よりもあらたまった感じにしました。"相手に不快感を与えない身だしなみ"
が大切だと思います。

先輩米山奨学生からのアドバイス

イラスト ： 相模原中RC会員　市村 章氏（漫画家）

奨学生のあなたが
"寄付者"だったら、
どんな学生に奨学生に
なってほしいですか？

学生らしい格好とは言ったが、例会にボロボロのジーパンと袖の
ないもので参加してくるなんて思わなかった。遊びに来ている訳
ではないし、例会という正式な場であるのだから、スーツとは言
わないが、もう少しキチンとした格好で来て欲しい。ここは、学校
ではなく、社会人の集まる場だから、社会人としての常識も身に
つけてくれたら良いと思う。

カウンセラーの声
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の時間」を設けています。
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巣立った後もロータリアンと交流をしましょう P.42

表紙のシンボルマーク
重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨
学生」を表しています。外国人留学生
の支援・交流を通じ、国を超えた絆や信
頼関係を築き、やがて、一人ひとりの胸
に世界平和を願う"心"を育てるという、
事業創設の願いが込められています。
手は、そうした"心"を生み出すと同時に、
当事業がロータリアンの手で支えられて
いることを示しています。

◆奨学期間が終わったら米山学友会に参加しましょう
米山学友会は、学友（元奨学生）を中心とする同窓会組織です。日本に33（34ロータリー地区）、海外は9つ（台湾・韓国・中国・
タイ・ネパール・モンゴル・スリランカ・マレーシア・ミャンマー　※設立順）の国と地域に学友会があります。また、正式な学友会で
はありませんが、ベトナムにも学友のネットワークがあります。
近年、2年に1回、世界各地から米山学友が集まるイベントも開催されています。2017年には熊本で、そして、2019年にはモンゴ
ルのウランバートルで開催され、日本各地の学友、ロータリアンはもとより、海外からも大勢の学友が参加し、国・地域を超えたロ
ータリーファミリーの絆を深めました。続く世界大会は、当初2021年6月に台北で予定されていましたが、新型コロナウイルス感
染症の世界的拡大により中止されました。次回は、日本で2023年8月5日、6日に「再会 in 関東」が開催されます。皆さんも奨学
期間が終了したら米山学友会に参加して、世界の仲間と交流してください。

◆博士号を取得した奨学生・学友に記念の腕時計をお贈りします
これまでに累計で3,900人以上の米山奨学生・学友が博士号を取得しています。
米山記念奨学会では、博士号を取得した奨学生・学友の皆さんに、お祝いの腕時計をお贈りしています。奨学期間後の取得
でも、終了してから何年経ってからでも申請できます。文字盤の裏にお名前が刻印され、世界にただ一つの腕時計として、何
十年も愛用してくれている学友もいます。博士号を取得したら、世話クラブを通して米山奨学会に報告してください。

●お届け先は、原則として世話クラブです
●完成まで約２週間かかります

◇奨学期間終了後も、転居・就職・転職した時は必ず米山奨学会のホームページから登録情報を更新してください（P.9参
照）。

◇登録住所の地区に所在する学友会から案内が届きます。
◇転居先の学友会について知りたい場合は、米山奨学会事務局へお問い合わせください。

学友会に参加するには？

2019年7月にモンゴル・ウランバートルで開催された「絆 in モンゴル」には、日本をはじめ世界各地から米山学友・奨学生、ロータリアンなど約550人が参加

「学位記の写しまたは写真」か「学位取得証明書」と米山奨学会ホームページのダウンロードにある
「博士号取得報告書」を世話クラブ経由で米山奨学会へFAXまたはメールでお送りください。
（FAX ： 03-3578-8281／Eメール ： alumni@rotary-yoneyama.or.jp）

申請方法

交流は“人生の宝物”となるでしょう！

終了する奨学生にアンケートを取ったところ、「今後もカウンセラーと交流を続けますか？」との質問に、94％の奨学生が「今
後も交流を続けたい」との回答でした。「わからない」と回答したのは6%、「もう交流は続けたくない」が0%でした。
ロータリーとの出会いを「人生の宝物」と言う終了奨学
生がいます。また、「今後も交流を続けながら恩返しが
したい」と言う学友（元奨学生）が沢山います。みなさん
もロータリアンとの出会いを大切にし、奨学期間終了後
も素晴らしい交流をもってください。

2022年3月～4月実施　終了奨学生アンケート
回答数：429／599名（回答率約72%）

ロータリークラブや地区の行事に積極的に参加し、学生生活では体験できない人物交流、文化交流、地域活動へ行動
の場を広げましょう。ロータリアンの豊富な人生経験、経営哲学、専門知識などの教えを受けることは貴重な体験となりま
す。奨学生時代はもちろんのこと、奨学期間が終了しても、ロータリアンとの絆を大切にその交流を続けてください。その
後の生活や活躍、社会人としてどんな人生を歩んでいるかなどをカウンセラーやクラブなどへ連絡しましょう。これこそが、
ロータリアンからの支援に対する感謝であり、お返しです。交流を続けていくことはあなたの“役割”です。

巣立った後もロータリアンと交流をしましょう

最新の連絡先登録を！
みなさんが学友になってからも、米山奨学会から皆さんに定期的
な連絡をします。ほとんどは、Eメールでお送りしますが、日本国内
在住の方には、年賀状もお送りします。住所やメー
ルアドレス等を変更した時は、必ず米山奨学会ホー
ムページの「奨学生・学友の窓口」から登録情報を
更新してください（P.9参照）。

Facebookに「いいね！」
奨学会の公式Facebookページでは、学友会の活動や、奨学生・
学友の活躍など最新ニュースを配信しています。気に入ったニュ
ースがあれば、気軽に「いいね！」やコメントをしてく
ださい。また、世話クラブがFacebookページを持
っていたら、そちらにもリアクションをして交流を続
けてください。

終了後も世話クラブ・カウンセラーと交流を！
皆さんが近況を知らせてくださると、世話クラブやロータリアン
にとても喜ばれます。電話やメールだけでなくSNSを含め、さま
ざまな方法がありますので、奨学期間が終わってからも、お世話
になったロータリアンと末永く交流をしてください。
◆交流継続/再会のきっかけづくりとは・・・
　◇年賀状やクリスマスカードで近況連絡
　◇進学、就職、結婚など生活の変化を報告
　◇地区・世話クラブ行事や学友会の行事に参加

交流を続けるために・・・・・・

わからない
25名（6%）

もう交流は続けたくない
（0%）

N=429

今後も交流を続けたい
404名（94%）
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  Ⅳ ．奨学生の心得 P.23-27

    新規奨学生オリエンテーション、知っておくこと

    奨学生が守ること、奨学生に関する規程、奨学期間終了

  Ⅴ ．ロータリー米山記念奨学会学友会 P.28-29

  Ⅵ ．奨学生Q&A P.31-37

例会での卓話について P.38

あなただったらどうしますか？ P.39

ハラスメント相談窓口のご案内 P.40-41

巣立った後もロータリアンと交流をしましょう P.42

表紙のシンボルマーク
重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨
学生」を表しています。外国人留学生
の支援・交流を通じ、国を超えた絆や信
頼関係を築き、やがて、一人ひとりの胸
に世界平和を願う"心"を育てるという、
事業創設の願いが込められています。
手は、そうした"心"を生み出すと同時に、
当事業がロータリアンの手で支えられて
いることを示しています。

◆奨学期間が終わったら米山学友会に参加しましょう
米山学友会は、学友（元奨学生）を中心とする同窓会組織です。日本に33（34ロータリー地区）、海外は9つ（台湾・韓国・中国・
タイ・ネパール・モンゴル・スリランカ・マレーシア・ミャンマー　※設立順）の国と地域に学友会があります。また、正式な学友会で
はありませんが、ベトナムにも学友のネットワークがあります。
近年、2年に1回、世界各地から米山学友が集まるイベントも開催されています。2017年には熊本で、そして、2019年にはモンゴ
ルのウランバートルで開催され、日本各地の学友、ロータリアンはもとより、海外からも大勢の学友が参加し、国・地域を超えたロ
ータリーファミリーの絆を深めました。続く世界大会は、当初2021年6月に台北で予定されていましたが、新型コロナウイルス感
染症の世界的拡大により中止されました。次回は、日本で2023年8月5日、6日に「再会 in 関東」が開催されます。皆さんも奨学
期間が終了したら米山学友会に参加して、世界の仲間と交流してください。

◆博士号を取得した奨学生・学友に記念の腕時計をお贈りします
これまでに累計で3,900人以上の米山奨学生・学友が博士号を取得しています。
米山記念奨学会では、博士号を取得した奨学生・学友の皆さんに、お祝いの腕時計をお贈りしています。奨学期間後の取得
でも、終了してから何年経ってからでも申請できます。文字盤の裏にお名前が刻印され、世界にただ一つの腕時計として、何
十年も愛用してくれている学友もいます。博士号を取得したら、世話クラブを通して米山奨学会に報告してください。

●お届け先は、原則として世話クラブです
●完成まで約２週間かかります

◇奨学期間終了後も、転居・就職・転職した時は必ず米山奨学会のホームページから登録情報を更新してください（P.9参
照）。
◇登録住所の地区に所在する学友会から案内が届きます。
◇転居先の学友会について知りたい場合は、米山奨学会事務局へお問い合わせください。

学友会に参加するには？

2019年7月にモンゴル・ウランバートルで開催された「絆 in モンゴル」には、日本をはじめ世界各地から米山学友・奨学生、ロータリアンなど約550人が参加

「学位記の写しまたは写真」か「学位取得証明書」と米山奨学会ホームページのダウンロードにある
「博士号取得報告書」を世話クラブ経由で米山奨学会へFAXまたはメールでお送りください。
（FAX ： 03-3578-8281／Eメール ： alumni@rotary-yoneyama.or.jp）

申請方法
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配 布 先  奨学生
配布時期  3月下旬～

オリエンテーションに必ず持参してください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル3階
TEL （03）3434-8681　　FAX （03）3578-8281
ホームページ  http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ RYS.14H.23-1
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背幅：1.5ミリ

地区番号 クラブ

奨学生番号 奨学生氏名


