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■会長報告 國枝　千秋 会長
　今月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」で
す。8月26日には「世界米山学友による感謝in熊本」が
開催され、世界18の国・地域からの奨学生と学友196
人、ロータリアン204人、その他家族など含め総勢444
人が参加しました。このイベントは、学友によるロータ

リー米山奨学会財団設立50周年への祝賀に加え、今後、国内外の学
友・学友会が横のつながりを持つためのプラットホーム、「世界平和学
友会」の発足を目的としたものだそうです。この会には当クラブより、
渡辺喜代美会員・讃岐武史会員も参加されています。
　本日、卓話をいただく米山記念奨学生のティアナさんも卒業されご
活躍されるわけですが学友同士の横のつながりをもって益々、ご活躍
頂きますよう祈念致します。
　米山記念奨学委員会から、あらためてご案内がありますが会員皆様
にご寄付をお願いします。
　以上で会長報告とさせていただきます。ありがとうございます。

■プログラム　「卓　話」
ティアナ  ナバロナ  ランドリアナントアンドロ 様
 米山記念奨学委員会
　私のプレゼンテーションはマダガスカルの教育シス
テムと私の個人的な経験についてです。まず私はマダ
ガスカルの教育制度についてお話ししたいと思いま

す。1817年キリスト教をマダガスカルにもたらした“ロンドン伝道協
会”は最初の学校をスタートさせました。1896年学校はフランス植民
地化の道具として再編成されました。1960年にはマダガスカルは独
立しましたが学校の方針はフランス領の組織と全く同じでした。
1991年政府は方針を変えて子ども達にマダガスカル語（私たちの母国
語）だけを教えようとしましたが、成功しませんでした。現在授業の説
明はフランス語とマダガスカル語の両方ですが、授業はフランス語だ
けで書かれています。
教育組織
　子どもは3才から行く幼稚園があります。義務教育は6才から10才ま
での5年間続きます。中学校は4年続き高校は3年です。大学は10月に
始まり7月に終わります。
小学校の就学率
　この数字は初等教育の年齢に関係ない入学者数を示し公的な初等
教育の年齢の人口割合として表されたものです。早期入学、遅い入学、
留年などの為規定年齢を超えた生徒や規定年齢に満たない生徒達も
含みます。2003年に学校の制服や学用品などが政府から無料で生徒
達に提供されていました。2009年1月よりマダガスカルは政治的な危
機に直面しその結果経済的な援助や外国からの出資がなくなりまし
た。生徒達に対する学用品の援助は今にいたるまでないままです。
2014年に関しては小学校に入学した生徒の71%が最後の学年まで達
しました。
費用と学校給食
　公立の小学校教育は無料です。入学金や授業料はいりません。食料
不足がマダガスカルの家庭の約35%に影響を及ぼしている事実にも
関わらず、1500の小学校のうちわずか1200の公立の小学校が子ども
たちに昼ごはんを提供しています。政府の予算不足のためです。
学校給食のプラスの効果
　学校給食には次のような好ましい結果が見られます。入学者数の増
加、中途退学者数の減少、学業向上などです。
学校給食
　この写真は毎年干ばつで、飢きんになるマダガスカル南部の子供た
ちの学校給食です。政府とは別に学校の給食を提供する地方の団体

があります。私は彼らの資金源は知りませんが彼らの給食の準備の手
伝いは親がします。給食は米、野菜、豆、といくらかの果物です。肉が提
供されることはめったにありません。一部の子供たちにとっては、学校
給食が唯一のその日の食事です。
学校の構造
　次の写真はマダガスカルの異なる地域の学校の中です。この学校は
首都にあります。この建物はカトリックの学校ですが教育は無料です。
教育の問題
　世界銀行によると、教科書の不足がマダガスカルにおける教育の主
要な問題の一つです。わずか10人に1人しかクラスで使う為のフラン
ス語のあるいは算数の教科書を持っていません。また教師の不十分な
スキルがあります。なぜなら小学校の教師たちは適切な訓練を受けて
いません。小学校の教師になる為に“小学校教師資格”を得るための試
験を用いる事ができますが、高校卒業の学位を持つ限りその資格は義
務ではありません。それらの問題にも関わらずマダガスカルの子供た
ちは勤勉で同じような問題を持つ他の国の子供たちの平均を上回る
結果を獲得しています。
国の試験
　書く事、読む事、算数、歴史、地理、応用科学などが小学校で教えられ
ます。日本と違い公民教育と体育はカリキュラムには含まれていませ
ん。5年生の終わりに子供たちは国の試験を受けます。合格率は45%
から60%です。それは中学校入学の減少を部分的に説明しています。
中等学校（中学校と高校）　この表はマダガスカルでの中学と高校の
入学を示します。入学率は小学校入学の半分です。男子の方が女子よ
りわずかですが多いです。
大学の入学
　この図から人口の5%未満が大学に行くという事がわかります。中等
学校のように女性より男性の方が多いですが、大きな違いではありま
せん。マダガスカルには6つの公立の大学しかありません。高校の終わ
りと同じように中学校の終わりにも又国の試験があります。この写真
は高校卒業後国の試験を受ける為に一か所に集まった生徒達を示し
ています、なぜなら試験会場は彼らの村からとても遠いからです。
大学
　高校の後、国の試験をパスした学生はだれでも大学に入学できま
す。入学試験のある学部もあります。ある学部は他の学部に比べ競争
が激しいです。学生は入学金を払わなくてはいけませんが、授業料は
無料です。加えて留年生を除いた全ての学生は毎月政府から奨学金
を受け取ります。私立の大学は無料ではなく学生達に対する奨学金も
ありません。マダガスカルには6つの公立の大学しかありません。
　これから私の私生活についてお話しします。
私の人生の教育
　マダガスカルの人口の80%のように私の父の両親は母の両親と同様
に小自作農です。父は6人兄弟、母は7人兄弟がいました。多くの私の親
戚もまた小作農です。私の両親は首都に住む事を選択しました。母は洋
服を仕立てる仕事で、父は家を建てる仕事をしています。私は彼らの一
人っ子です。私たちは貧しかったですが他の家と違い私たちはたとえ
それがおかゆだけだったとしてもいつも何か食べる物がありました。
小学校
　私は公立の小学校に出席しました。歩いて学校までの片道は40分く
らいです。1週間毎日午前7時から正午までクラスがありました。そし
て次の週は午後12：30から始まり17：30に終わりました。それは学校の
教室が十分でないので2クラスが同じクラスをローテーションして使
わなくてはいけません。その当時学校給食はありませんでした。
中学校
　私は公立の中学に出席しました。私の家から学校まで少し遠かった
です。歩いて1時間かかりました。クラスは同じように半日で午前7時
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事ができます。

②帯広南RC、10月9日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
③帯広南RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月16日（月）午前11時
　場　所　JA帯広かわにし別府事業所
④帯広東RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月17日（火）午前10時30分
　場　所　明治乳業十勝工場
⑤帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　10月20日（金）午後0時
　場　所　北の杜（帯広の森内）
⑥帯広南RC、10月23日（月）の例会は、休会と致します。
⑦帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　10月24日（火）午後6時30分
　場　所　幕別パークホテル悠湯館
⑧帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月26日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑨帯広東RC、10月31日（火）の例会は、休会と致します。
⑩帯広RAC、10月例会のご案内
　日　時　10月12日（木）午後7時30分
　場　所　緑西コミュニティセンター
　例会内容　みんなで体験しよう（ソーセージ作り）
　※例会内容の詳細は、青少年育成委員長まで。

■委員会報告
・帯広ローターアクトクラブ10月第一例会 青少年育成委員会
　10月12日　午後7時30分　緑西コミュニティセンター
　「みんなで体験しよう」ソーセージ作りの案内
・ニコニコ献金 親睦活動委員会
國枝　千秋 会長
　地区大会ゴルフコンペ申し込んでいましたが、アクシデントで参加
出来なくなりました。ごめんなさい。
合田　倫佳 会員
　ティアナが博士号を、9月末に帯広畜産大学から授与されました。
皆様ありがとうございます。
神山恵美子 会員
　帯広コア専門学校　歯科衛生士科一期生　昨日登院式です。本日
より実習がスタートしました。
神山恵美子 会員
　本日テーブル100%でした。テーブルマスターでした。持ってます。
池田　健太 会員
　本日の例会プログラムを担当させて頂きます。
■ご本人お誕生日祝い
髙橋　猛文 会員　　酒井　敬司 会員　　長澤　秀行 会員
藤森　裕康 会員　　小水　基弘 会員

■配偶者様お誕生日祝い
後藤　裕弘 会員　　野村　文吾 会員　　仁木　宏一 会員 
■ご結婚記念日祝い
進藤　恒彦 会員　　橘　　精三 会員　　星屋　洋樹 会員
高橋　猛文 会員　　大和田三朗 会員　　伊藤　秀敏 会員
・出席報告 出席委員会
10/5例会の報告 会員総数90名　内免除会員4名　　出席者数59名
9/20例会の報告 メークアップを含む出席者数68名　出席率77.3%

■次週プログラム予定
10月11日（水）　「会員卓話」 （プログラム委員会）

からはじまりました。午後のクラスの時は6時に終わります。父が仕事
を終わって私を学校に迎えに来なければなりませんでした。特に寒い
季節の間6時はとても暗く道には街頭がほとんど無かったからです。
私が中学校を終えようとしている時電気が私たちの村に来ました。私
の最終の試験準備を以前のようにろうそくではなく電気でできた事
は幸運でした。
高校学校
　学校へ行くのに45分かかりました。午前中は7時から正午まで午後は
2時から6時までです。私は毎日昼食の為に家にかえります。バスを利用
しました。両親は毎日片道だけのバス代を私に与える事ができました。
大学
　大学に入るための課程を得て私は農業の大学を選びました。それは
グランゼコールといい高度な教育の確立と定義され公立の大学組織
の主な構成にははいりません。他の学部では学士の学位を得るのに4
年かかるのに、グランゼコールは終えるのに5年かかります。学校は多
少選抜的です。国中の2000人の候補者から100人だけが毎年受け入れ
られます。その大学の奨学金は他の学部の奨学金の4倍高いです。そ
して私の両親の家は学校まで10分でしたので私の奨学金は私の必要
を満たすのに十分でした。私は主に授業の為のコピー、研修旅行、イン
ターンシップにお金が必要でした。毎年私達は農家とその仕事を学ぶ
為に大学から400キロ離れた、遠隔農村地域に3週間の滞在トレーニン
グがあります。しかし私はお金をためる事ができ2年生の時デスクトッ
プのコンピューターを買う事ができました。
結婚
　私は1年生の時に私の夫に出会いました。私達は4年生の時結婚し
ました。彼が日本の政府から奨学金を受けた時私は5年生を終えよう
としている時でした。本当にありがとうございます。
　このプレゼンテーションを準備している時私の国の多くの子供た
ちが忍耐しなくてならず私が受けたような機会をどれだけの子供た
ちが受けれるだろうと思い悲しくなりました。彼らの多くは私よりも
っと多くの困難があります。みなさんの支援のおかげで私がここに立
つことができ感謝します。したがって私は米山ロータリー奨学金を可
能にしているあなたがた一人一人に心からのお礼を言いたいのです。
あなたがたの支援を深く感謝します。私に奨学金を与える事により私
が研究に集中できるよう私の家族の重荷を軽くしてくれました。
　特に私のカウンセラーごうだのりよし氏に感謝を表させてくださ
い。彼はいろいろな面でサポートして下さいました。会議の後大学に
送ってくれたり、奨学金の事を英語に訳してくれたり、彼の奥さんを
送ってくれて私達の家族におせち料理をふるまってくれたりしまし
た。それはとても素晴らしい経験でした。
　もう一度本当にご支援ありがとうございます。あなた方の寛容さは
私も他の人を助け共同体に恩返しをするよう
にと励ましを与えます。あなた方が私を助け
て下さったように私もいつか少なくとも一人
でも目標を達成できるように助けたいと思い
ます。ありがとうございます。

■ロータリー情報・記録保存委員会 合田　倫佳 委員長

　　　　　　Tianaの学位授与とご主人との写真

■会務報告 小白　智志 幹事
①2017−18年度地区大会開催のご案内
　開催日　10月6日（金）〜7日（土） 2日間
　第1日目（10/6）記念親睦ゴルフ大会  8：30〜 オホーツクカントリークラブ
　第2日目（10/7）受付登録  8：30〜 網走市民会館
　　　　　　　  本会議  9：00〜17：30
　　　　　　　  （昼　食 12：00〜13：00）
　　　　　　　  大会記念大懇親会 18：00〜19：30 網走セントラルホテル


