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招待卓話　「中国の留守児童」
 米山記念奨学生
 筑波大学人文社会研究科国際地域専攻
 楊　萍　様

この 1年間は本当にあっという間に過ぎました。2019 年 12 月に
私は日本に来ました。当時は色々な好奇心を持っている学生でしたが、
今は 1年が経ち、本日が卒業式、大学院から卒業します。新社会人に
なります。神奈川県横須賀市で GUで働いています。
私は米山奨学生で本当に大切な絆を作る貴重な時間を過ごすことが

できました。１年間ありがとうございました。お世話になりました。

自己紹介から、名前は楊　萍（よう　へい）です。出身は中国・武漢市、筑波大学人文社会研究科国際地域専攻
に所属し、趣味は日本文学と絵画、そして最近麻雀をやります。

今回は、私の大学院での研究テーマ「中国の国籍問題から生まれた子供たちの問題」です。

中国の戸籍問題から生まれた子供達は、中国の専門用語で「留守児童」と言います。
「留守児童」は中国の10年前の国勢調査によって約6000万人以上いると推測されました。その多くの「留守児童」
の心理と教育問題はとても深刻でした。例えば学業に対する関心が少なかったり、態度が悪かったり、社会や家族
からの支持に欠ける心理も持っています。

「留守児童」とは、両親が農村から都市部に移り、その時、生まれた農村に残され親と一緒に暮らせない 18歳
以下の子供たちの事をいいます。

「留守児童」となる原因は、両親との ”別れ ” です。生まれた村に残された子供たちが、自分で学校通い、生活をし、
面倒見てくれる人はおじいちゃん、おばあちゃん世代です。中国のこの世代は教育に関心少なく、ただ子供達の基
本的な面倒を見るのみで、教育や道徳問題には無関心な状態です。
留守児童を生み出した理由は２つあります。
ひとつは、経済変革によって現れた農村余剰労働力の出現です。中国で農村の改革が行われました。農村改革の

ために、大量の労働力が
解放されました。そして中国はWTOに参画して製品の加工に関する貿易は急速に増加して、関連企業の出がせ

ぎ労働者の雇用促進が行われ、農民は都市に出て働くようになりました。
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もうひとつの問題は、都市と農村の二元構造、都市と農村２つに別
れた戸籍制度も理由のひとつとしてあげられています。
日本は第二次世界対戦後、10年ほどで高度経済成長期に入りまし

た。1950 年代～ 1970 年代まで、都市化率も 30%～ 70%までに増加
しました。日本の農村平均 6人以上の兄弟東北地方で労働力の過剰も
現れましたが、なぜ日本では「留守児童」が出なかったか、私の調べ
たところ、日本では都市化問題に対して、家賃の安い貸家を提供した
り、学校の学生受け入れ数を増加させたり、早急に公立学校を設立し
たりと様々な有効な対策を実施しました。公立学校の教師を周期で移
動し、学校の教育方針も教師の能力の格差も均一にする政策をとりま
した。そのような政策は中国は学ぶところが多く、中国は出稼ぎ労働
者を落ち着かせる資金調達が不足しています。それと同時に戸籍制度
の問題が存在しています。
この戸籍制度は実は教育制度や医療制度にも関係しています。農村

からの出稼ぎ労働者は農村戸籍ですので都市戸籍の福祉対象となりま
せん。
二元戸籍に合わせて、経済と制度の二重の要因で、子供達は農村戸

籍のため社会保障が受けられず故郷に置いてくるといった「留守児童」
が生まれました。
私の研究は中国の農村現地に行き、「留守児童」はどのような生活

をしているのか、目の当たりにして研究したいのですが、コロナ禍で、
帰郷できずただ新聞記事を見だけとなっています。記事の内容に左右
されてしまう可能性があります。
近年中国政府は、二元戸籍制度を緩める意欲を出しましたが、戸籍は 福祉、医療、教育に結びついていて、そのほ

とんどが変わっていません。
将来、戸籍制度の廃止は実施されるとは思いますが、共通の教育、医療、社会保障施設及び衛生管理問題などの対策

を打ち出していかなければ、実は意味はないと思います。
本日で卒業しますが「留守児童」の問題に関心を持っていきたいと思います。

米山記念奨学　村上委員長　ご挨拶
2020-21 年度の米山奨学生カウンセラーとして一年間、米山奨学生の楊さんのカウ

ンセラーを務めさせていただきました。本日１５時から大学院卒業式ということで、合
わせて本日来ていただき、卓話をお願いしました。
真面目に頑張って頂き、心残りがクリスマス例会などの楽しい行事が中止になって

しまい、つくば学園 RCのロータリアンの仲間皆様との交流の機会が制限されてしまっ
て、一年間の生活を終え、晴れて社会人となりました。
株式会社ファーストリテイリングに就職して、横須賀のジーユー

にお勤めです。
横須賀方面に行った時には、海沿いのショッピングモールのジー

ユーとのことですので、いかれた時は是非お声かけいただければと
思います。本当にありがとうございました。
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退会のご挨拶　
水戸証券株式会社横浜支店　支店長　林　康夫様　
この度、横浜支店に異動になり、つくば学園 RCを退会します。後任につくば支店支店長の角

川をご紹介し、名刺を交換させて頂き、きっちり引き継ぎができたと思います。
思い起こせば、四年前にきちんとした形で皆様にご挨拶ができればよかったかなと思います。

入会のご挨拶
水戸証券株式会社　つくば支店　支店長　角川　僚一様
林の後任で参りました、水戸証券つくば支店の角川と申します。どうぞお見知りおき、お引き

立ての程、よろしくお願いします。

退会のご挨拶
株式会社常陽銀行　研究学園都市支店　支店長　小河原公男様
突然に辞令をいただき、3月 31日を以って研究学園都市支店を離れることになりました。４月

1日より、国の事業で県の事業コーディネーターという職に就くことになりました。水戸市・大同
生命ビルに新しいオフィスに配置になります。茨城県全エリアの仕事で皆様のところには商工会と
してお邪魔するかもしれませんが、引き続きよろしくお願いいたします。1年 8ヶ月という短い時
間でしたが、後任に新たな支店長を会計委員長として引き継ぎをします。ありがとうございました。

大野　治夫ガバナーノミニー　近況ご挨拶
近況と言われても、現在は何にもしてません。やっと来月 4月 3日・4日に PETS（PRESIDENTS 

ELECT TRAINING SEMINAR）に参加します。それがガバナーノミニーとしてのデビュー戦です。
井田　充夫会員からも 4月 10 日に米山記念奨学会に来てほしいと言われていますのでそれが

２つ目の行事となります。
多くの方から電話で「何でもやるから、何でも手伝うから・・・」と連絡を受けますが、まだ

何もないです状態です。PETS に参加して、大変だったな感じて帰ってくるかと思っています。
会員皆様のご協力がないと 1年間やれません。私もモチベーションを高めていきますので、どうぞよろしくお願いします

一般社団法人つくば青年会議所　会員
有限会社コンコース　代表取締役社長　大関　虎之介様　ご挨拶
大関虎之介と申します。仕事は清六家というラーメンチェーン店を展開しています。本日はつ

くば青年会議所の例会で高田様に講師の依頼に伺ったところ、ご飯食べて行かないかと言われ、ま
さかこのような緊張する席で食事をすることになるとは思いませんでした。このような貴重な体験
させて頂きまして、本当に有難うございます。
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ニコニコBOX　

村上義孝 楊さん、大学院ご卒業おめでとうございます！！社会人生活、がんばって下さい！！
大野治夫 皆さん年齢を考えて趣味とかは選びましょう。誰かさんの様にならない様にね。
上野　修 アメリカ横断の卓話させていただきありがとうございます。また地平線に向い、旅に出ます！！！
鈴木昌実 林さん、おつかれ様でした。例の動画、横浜に送りますね（ちゃんとありますよ！）
  小河原さん、ありがとうございました。角川さん、よろしくお願いします。そして楊さん、仕事がんばってください
逆井甚一郎 早くコロナが終息しますよう。
塙徹  昨日沖縄から戻って来ました。帰りの便は満席、那覇のレストランも多くの人でいっぱいでした。
  私は人の少ないレストランを選んで食事しましたが。こんな状況でコロナはまた増えるでしょうね。
鈴木富士雄 この糧、事故によりメディカルに 1ヶ月入院しておりましたが、3/19 になんとか退院。
  今日は例会に出られることをうれしくまた楽しみにしておりました。
鈴木一雄 今日は、これで失礼します。東郷さんごちそう様でした。
高田稔美 林さん、小河原さんお世話になりました。林さんのデビューは忘れられないです。
長瀬行弘 林さん、残念です。学園ロータリークラブ特別委員会である『そんなに酔って委員会』がコロナのせいで
  開催されないままなのに・・・さようなら、また逢う日まで
木沢藤房 ポール・ハリス・フェローありがとうございました。英語では何て書いてあるかわかりませんが！
  立派なバッチも付けさせて頂きます。
木村英博 林さん、小河原さん大変お世話になりました。ご栄転、おめでとうございます。
  そして大関さん入会お待ちしております。
浦里浩司 ・林会員横浜でも御活躍下さい。又角川会員ようこそつくば学園ロータリークラブへ。
  ・小河原会員、新たな現況でも御活躍下さい。
林康夫 4 年間お世話になりました！
小河原公男 短い間でしたが大変お世話になりました。後任の支店長も宜しくお願い致します。

角川様　よろしくお願いします 大関様　余裕のピース

楊さん、横須賀でも頑張って 木沢会員　おめでとうございます。

すき焼き重、とても美味しかった



つくば学園ロータリークラブ『レッツトライ！　ワンチームで』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：ホテル日航つくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2020-21 年度池田　正純ガバナー　地区スローガン
ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
  １．真実かどうか   ２．みんなに公平か
  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか
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2020-21 年度　Ｒ I テーマ　ホルガー・クナークＲＩ会長 第２８２０地区
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会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

88 63 25 5 4 3 78.57%
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04 月 01 日　17：00～ 18：00 理事会　20-21 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長
04月 01日　18：00～ 20：00 移動例会　浦里年度「観桜会」会場：ホテルグランド東雲
04月 08日　12：30～ 13：30 例会　招待卓話「パン工房 クーロンヌ　田島浩太様」　卓話演台：「人を活かし、輝かせる秘訣とは」
    ※ 4 月会員奥様誕生・結婚記念祝い　3月ニコニコ大賞
04月 08日　13：30～ 14：30 次年度第 1回（事前）理事会&クラブ協議会　21-22 年度（次年度）役員・理事、各委員会委員長
04月 15日　18：30～ 20：30 移動例会　招待卓話「数学者　和田尚樹　様」
・18：30　卓話演台「データ分析の現場から見た、企業におけるデジタル化推進、及びデータ活用の現状と今後」
・19：30　懇親会
・20：30　終了
04月 22日　12：00～ 13：30 例会　会員卓話「会員　野澤俊夫様」
04月 29日　休会   休会（定款細則第 6条第 1節により）


