
平 成 ２ ３ 年 度 事 業 報 告 書 
自 平成２３年  ４月   １ 日  

至 平成２４年  ３月  ３１日 

 

 

＜目的及び事業＞ ＊ 定款第3条・第4条より 

 

（目的） 

第3条 この法人は、優秀でありながら経済的理由により修学が困難な、日本国内で学ぶ大学

生・大学院生に対する奨学金の貸与・給付及び留学生に対する奨学金の給付を行うとともに、

育英に関する調査研究・情報提供、大学生等の人材育成活動に対する助成事業を行い、もっ

て社会を牽引する人材を育成することを目的とする。 

 

（事業） 

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）日本国内で学ぶ大学生・大学院生に対する奨学金の貸与・給付及び留学生に対する奨

学金の給付並びに奨学生に対する指導・助言 

（２）育英に関する調査研究・情報提供事業 

（３）大学生等の人材育成活動助成事業 

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

Ⅰ. 事業の状況 

１、大学生への奨学金支給事業 ＜公益事業 1＞ 

 
（１） 大学貸与奨学生の採用・奨学金支給 

 

22 年度から、大学貸与奨学生の募集･採用を中止している。そのため、貸与奨学金は、

21 年度以前に採用した大学 3年生以上の奨学生への貸与奨学金となる。 

期中に貸与した貸与奨学金は合計 8,140 万円で、奨学生総数は 171 名となった。昭和 40

年第 1期奨学生採用以来、貸与奨学金の累計は 26 億 3,300 万円となった。 

 

（２） 貸与奨学生対象の留学奨励金の給付 

 

留学奨励金は学校納付金、渡航費等の範囲で 100 万円を限度に提供する制度。 

平成 23 年度中の新たな応募者はなく、23 年度の留学奨励金は、21 年度採用の留学奨励

金支給対象者への支給金額として 40 万円であった。  

 

（３） 大学貸与奨学生の「成績優秀による奨学金返還免除者」選考 

 

平成 24 年 3 月卒業予定の貸与奨学生のうち、4 年前期までの成績表、生活状況報告書、

大学推薦書を基に平成 23 年 12 月の選考委員会による書類審査、選考委員による面接を

経て、理事長により以下の返還免除者 20 名を選考した。(男性 ７名、女性 １３名) 

返還免除総額は、3,600 万円となった。 



（４） ＜一般枠＞大学給付奨学生の採用・奨学金給付 

  

平成 22 年度に予約採用した５０名と 21 年度予約採用の一浪１２名のうち、以下の５５

名が 23 年 4月に当財団指定大学・学部への入学を果たしたので、大学給付奨学生として

正式採用になった。（男性 ２２名、女性 ３３名。国立３９名、私立１２名、公立４名） 

 

  平成 21 年度採用の４９名、22年度採用の３９名と合わせて大学給付奨学生＜一般＞は、 

  総数１４３名となり、23 年度給付奨学金総額は 8,550 万円であった。 

 

（５） ＜芸術枠＞大学給付奨学生の採用・奨学金給付 

 

平成 22 年度から当財団の特色を出すための制度として芸術枠を新規導入した。当財団指

定の芸術系大学･学部へ進学を条件とする以外は、一般枠と同様の条件で募集している。 

平成 22 年度に予約採用した９名のうち、以下の５名が 23 年 4 月に当財団指定の芸術系

大学・学部への入学を果たしたので、大学給付奨学生として正式採用になった。 

  23 年度給付総額は 300 万円であった。 

 

（６） 大学給付奨学生の予約採用 

 

一般枠･芸術枠とも、募集を平成 23 年 6 月に行い、奨学生選考委員会の書類選考、選考

委員面接を経て一般枠５１名、芸術枠８名が採用内定した。応募資格は、当財団が指定

する公立高等学校の 3年生で成績優秀かつ学費の援助が必要と認められる人材。 

採用内定者のうち、当財団指定の大学・学部に平成 24 年 4月に入学した者に対し、最長

4 年間、月額 5 万円の奨学金を支給する制度であり、24 年度採用者は現役合格の一般枠

が４３名、一浪の一般枠５名、現役芸術枠４名、一浪芸術枠１名及び震災支援枠３名で、

合計５６名となった。（男性 １７名、女性 ３９名 ； 国公立 ４７名、私立 ９名）。 

 

※平成 23 年度から 3 年間の期間限定で、震災支援枠の募集・予約採用を開始した。23

年度の応募は４名に留まり、４名とも予約採用した。うち３名が 24 年 4 月に入学を果

たした。 

 

なお、23 年度採用内定していたが指定大学・学部への入学を果たせなかった一般枠６名

と芸術枠４名及び震災支援枠１名は、一浪として 25 年度に指定大学・学部に入学すれば、

大学給付奨学生として正式採用される。 

 

２、大学院生への奨学金給付事業 ＜公益事業 1＞ 

 
（１） 大学院奨学生（国内）の採用・奨学金給付 

 

大学院奨学生（国内）は当財団が指定した２７の大学からの推薦、奨学生選考委員会での

選考、選考委員面接を経て、理事長が以下の２５名の採用を決定した。（男性 １４名、女

性 １１名。 国公立 １４名、私立 １１名)。 

22 年度採用の２５名と合わせて、大学院奨学生は５０名となった。 

給付金額は月額 8万円で、期中の給付奨学金総額は 4,752 万円であった。 

 



（２） 学部予約採用 

 

平成 23 年 12 月と 24 年 3 月の奨学生選考委員会の書類選考、選考委員面接を経て、２３名

の大学院奨学生（国内）を学部予約採用した。当該内定者の全員が、当財団指定の大学院

に平成 24 年 4 月に進学したので、最長２年間、月額８万円の奨学金を給付する。 

 

（３）大学院奨学生（外国人留学生）の採用・奨学金給付 

 

平成22年度から大学院留学奨学生の採用方法を国内大学院在学採用方式から中国と韓国を

限定対象として海外大学現地予約採用方式に変更した。具体的には、中国については中国

教育部の協力を得て「中国建設高水準大学国家派遣留学生事業」の採用者の中から、一方

韓国についてはソウル大学校と延世大学校との協約により、当財団の応募条件に合致する

修士・博士課程進学予定者の推薦を受ける。 

平成 23 年度は、中国から 4名、韓国から 1名の学生が推薦され、奨学生選考委員会を経て、

以下の 5 名が採用された。いずれも 23 年 10 月からの留学開始であった。 

給付金額は月額 16 万円で、期中の給付奨学総額は 1,248 万円であった。 

 
 

３、奨学生の研修・交流会事業 ＜公益事業 1＞ 

 
（１） 奨学生(大学生)の集いの実施 

 

大学貸与奨学生及び大学給付奨学生を対象に「奨学生の集い」を開催した。奨学生の研修

と相互交流を主目的としたものだが、奨学生と選考委員、事務局との交流の場ともなって

いる。「集い」の前半は講演会、後半が交流会の 2部構成となっている。 

東京・大阪 2 地区で開催し、大学関係者、OB・OG も参加し、出席者合計は１９８名となっ

た。うち、現役奨学生は、東京９６名、大阪８４名で、計１８０名であった。 
 

＜東京地区＞ 平成 23 年 11 月 6 日（日）  電通ホール 

＜大阪地区＞ 平成 23 年 11 月 20 日（日） 電通関西支社 大ホール 

＜講  演＞ 東京・大阪とも、「ココロの元気の作り方」 

＜講  師＞ 東京・大阪とも、人材活性化プロデューサー 大谷由里子氏 

 

（２） 大学院生研修会の実施 

 

大学院奨学生に対しては、夏期及び冬期の研修会を実施した。この研修会は大学院奨学生

(国内/留学大学院生)の研修と懇親を目的とするもので、研究発表会、外部講師の講演、交

流会の構成となっている。夏期は５２名、冬期は５４名の奨学生が参加し、研究発表会で

の質疑応答、グループ討論等の中で、奨学生相互の研鑽と親睦が図られた。 
 

＜夏期セミナー＞ 平成 23 年 8 月６（土）７日（日）  クロスウェーブ幕張  

研究経過報告者 １１名 

講演「大学院生活を充実させるための方法論」名古屋大学 准教授 近田政博氏 

講演「クリエーティブ発想法」 電通 第 4ＣＲ局 局長 鈴木武人氏    
 

＜冬期セミナー＞ 平成 23 年 12 月 10 日（土） 電通関西支社 大ホール  

研究経過報告者 １２名 

講演「コンサルから見た最近の日本企業の課題」   野村総研 柴山慎一氏 



（３）大学給付奨学生対象のセミナーの実施 

  

大学給付奨学生の１期生５０名、2 期生３３名と 3 期生４２名（計１２５名）が参加して、

23 年 9 月 17（土）18（日）に研修会を葉山の湘南国際村センターにて一泊二日で実施した。 

セミナーは、学年別に内容を設定し、それぞれ経験豊かな講師によって行われた。 

1 年生（3期生）対象には、アイデア社のダーキー氏によるロジカルコミュニケーション・

スキルとプレゼンテーション・スキルの研修 

2 年生（2期生）対象には、児美川法政大学教授による課題解決力の養成研修 

3 年生（1期生）対象には、我究館熊谷館長による自己分析とキャリア研修 

1 年生と 2年生の混成によるグループディスカッションや奨学生間の交流も図った。 

 

（４）修了懇親会 

  

 23 年度修了予定の大学院奨学生と、卒業予定の返還免除奨学生の修了・卒業後の各界での  

 活躍を祈念して、当財団の選考委員、主要財団、大学教職員など来賓出席のもと、3 月に

東京で開催した。修了生有志によって編纂された「研究報告集」を出席者に配布した。 

 

 

４、育英に関する調査研究・情報提供事業 ＜公益事業 1＞ 

 

（１）「IKUEI NEWS」の発行 

 

「大学の今がわかる情報誌」として、高等教育関係者や奨学生への有益な情報提供を目的に、

機関誌「IKUEI NEWS」を年間 4回（4 月、7月、10 月、1 月）発行した。 

奨学生（OB、OG含む）、大学関係(学長室、学生部)に加え、全国の図書館、教育研究機関にも

向けて企画の充実を目指した。（各号約 4,000 部配布） 

 

 発行月 特集テーマ 取材大学 

Vol.54 平成23年4月 共同生活で学ぶ他者への配慮 明治大学 他 

Vol．55 同   7月 社会との接点・地域交流に学ぶ 金沢大学 他 

Vol．56 同   10月 大学生研究フォーラム2011 一橋大学 他 

Vol．57 平成24年1月 インターンシップを考える 横浜国立大学他

 

（２）大学生研究フォーラムの開催 

 

 大学生研究の深化と課題発見のため、京都大学の高等教育研究開発推進センターと東京大学大

学総合教育研究センターとの 3者共催で、平成 23 年 8 月 1日（月）に京都大学百周年時計台記念

館にて、教育学・心理学・青年若者論等の教員、研究者 400 名余の参加のもとシンポジウムを開

催した。シンポジウムは、「現代大学生の学びとキャリアをデータと実践を架橋して理解する」を

テーマに基調講演、パネルディスカッション、情報交換会の構成で行われた。 

また、翌 8月 2日（火）には、「高校教諭のためのシンポジウム」も 100 名程度の全国の高校教諭

が参加し、併催した。 

 

 



５、大学生等の人材育成活動助成事業 ＜公益事業２＞ 

 

学生の人材育成を目的として、インターンシップ、ボランティア活動、その他セミナー

活動などを行っている大学内組織や民間 NPO 団体を主な対象として、その人材育成活

動に対して資金助成する事業。 
 

（１）助成事業の募集・選考 

 
平成 23 年 10 月に首都圏エリア（1 都 3 県）の該当する組織を対象として活動計画を広

く募集し、24 年 2 月に有識者・専門家によって構成される助成事業選考委員会にて書類

選考・面接選考を行った。平成 24 年度は、応募総数 33 件から選考された以下の 11 団

体による人材育成活動に対して、資金助成を行う。 
＜選考基準＞ 

大学生等の人材育成効果に加えて①応募団体の過去の活動実績 ②活動の目的・有用性 

③実施計画の妥当性 ④計画遂行力 など、総合的に評価する。 
 
＜大学内組織、NPO による大学生等のキャリア形成支援活動（24 年度 採択）＞ 

 

  （助成金額 100 万円）6件 

 

・明治学院大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ  
東日本大震災復興支援活動の成果をフォーラムや報告書によって公表する活動 

・NPO ｱｸｼｮﾝﾎﾟｰﾄ横浜   
地域密着型のインターンシップ事業 

・NPO ３Ｋeys    
学び場づくりプロジェクト in 児童養護施設（教育支援活動） 

・NPO 16 歳の仕事塾    
社会人講師による高等学校での出前授業を通じた高校生のキャリア教育支援活動 

・NPO ｺﾄﾞﾓ･ﾜｶﾓﾉまち ing   
里山キャンプを体験させることで、感じる力などを身に付ける人材育成活動 

・NPO スマイルクラブ   
障がい者のための大学生スポーツボランティア養成モデル事業 
 

  （助成金額 50 万円）5件 

 

・NPO 勉強ﾚｽﾄﾗﾝそうなんだ  
知的障がい者を対象とした発見教室の企画運営を通じた大学生人材育成事業 

・NPO キッズドア      
教育での社会貢献に取り組む学生ボランティアのリーダー育成事業 

・NPO ＰＯＳＳＥ      
生活困窮者支援ボランティアを通じた大学生人材育成事業 

・NPO 非行克服支援ｾﾝﾀｰ   
非行少年に対する若者ボランティア支援者養成講座 

・NPO 環境持続研究ｾﾝﾀｰ   
大学生の政策提言能力向上のための実践的研修およびインターンシップ事業 

 



（２）シンポジウム「社会とつながる学生ボランティア」協力開催 

 
学生対象の人材育成助成事業の一環として、電通育英会は早稲田大学平山郁夫記念ボラン

ティアセンター（ＷＡＶＯＣ）主催、東京６大学ボランティアセンター連絡協議会共催で、

平成２４年１月２８日、早稲田大学で行われたシンポジウム「社会とつながる学生ボラン

ティア」に協力助成を行った。 

 

シンポジウムでは前半、６大学から東日本大震災における学生ボランティアの取り組む実

態が学生代表と指導教員から報告され、後半「震災後１年、学生ボランティアにできたこ

と、できなかったこと」をテーマに有識者によるパネルディスカッションが行われた。 

 

各大学から次のような発表が、教職員及び学生によって行われた。 

 

明治学院大学： 吉里吉里の歩みを次世代につなげる 

            「明学・大槌町吉里吉里復興支援プログラム」 

法政大学：   学生の力が活動のフィールドを拓く 

            市ヶ谷・多摩・小金井３キャンパスの取り組み 

明治大学：   身近な被災地支援からの復興へ 

            明治大学「浦安ボランティア活動拠点」の取り組み 

立教大学：   記憶の風化を防ぐために 

            被災地への想いをつなぐ事後フォローアップの取り組み 

中央大学：   レイトカマーから継続へ 

            ボランティアは社会と足下（あしもと）を変える 

早稲田大学：  「福島からの手紙」 

            福島県立双葉高校学習支援ボランティアの一週間 

 

なお、当シンポジウムの詳細については、「ＩＫＵＥＩ ＮＥＷＳ」（平成24年４月発行）に

掲載した。 

 

 
 
 


