
 
 

祝 辞 
 

春の息吹を感じるこの佳き日、本日ここに、卒業を迎えられました皆さん、ご卒業おめでとう  

ございます。皆さんに心よりお祝い申し上げます。 
また、これまで皆さまを育て、温かく見守ってこられたご家族をはじめ関係者の方々にも、お祝

い申し上げます。 
 これまで宮崎国際大学に対し、多大なご協力とご理解を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。 

学校法人宮崎学園は、昭和 14 年、大坪資秀初代理事長によって創設されました。昭和、平成、   

令和へと三時代にわたり多様な変化進展を経て、82 年の歴史を刻んでいます。 
本学は、平成 6 年、大坪久泰第二代理事長によって創設されました。グローバル社会で活躍する

人材育成をめざし、英語によるリベラル・アーツ教育という、極めて先進的な教育に取組みました。

また、創立 20 周年を迎えた平成 26 年には教育学部を新設し、教員養成に取り組み始めました。 
本学園の建学の精神は、「礼節・勤労」です。建学の精神「礼節・勤労」で目指してきたことは、

人間としての成長です。「礼節」の精神では、礼節を重んじ、自他の人間性を尊重し、自らを律し、

他者の立場に立って物事を考えることをめざしてきました。さらに「勤労」の精神では、心身を労し

て全てのことに積極的に努力することをめざしてきました。これらは、日々の生活において真摯な

態度で生きることを求めるものであります。 
グローバル社会は益々発展していくであろうと誰もが信じて疑わなかった 2 年前、私たちは、  

新型コロナウィルス感染症拡大に遭遇しました。このことにより、皆さんの大学生活は大きく変わ

りました。数々の困難な状況にあっても皆さんは見事に解決策を見出し、新たなる道を求め続けま

した。そのような努力によって今日の卒業という日を迎えられました。本当に頑張ったと思います。 
コロナ禍を体験した皆さんだからこそできる社会への貢献が皆さんには待っています。そして、

予測が困難と言われている令和の時代を主役として生きていく皆さんは、今後、変化に対応するた

めに、様々な選択をしていかなければなりません。これから社会に出られる皆さんに、選択場面に

おいて示唆を与えてくれる、アメリカの神学者であるラインホルド・ニーバーの言葉を贈ります。 
「神よ。変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。変え

ることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変える

ことのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。」 
変える勇気、変えることができないものを受け入れる冷静さ、どのような結論を出すべきかを     

識別する知恵。これらは、これから社会に出られる皆さんに求められるものであると思います。 
結びに、「見たことのない景色を見て、見たことのない自分に出会う」。いよいよ新たな世界への

出発です。宮崎国際大学での学びを地球社会の発展に貢献されますことを期待します。志高く、ご

自分の道をひたすらに進み、素晴らしい人生を歩んでいかれることを心から願いまして理事長祝辞

とします。 
 

令和 4 年 3 月 11 日                    
学校法人宮崎学園理事長  山下 恵子 

  



 
 

Congratulatory Address from the Chief Trustee 
 

On this fine spring day, I would like to extend my congratulations to all of you who are graduating 

today. My heartfelt compliments to all of you. I would also like to extend my congratulations to your families 

and all those who have nurtured and warmly watched over you. Furthermore, I would like to express my deepest 

gratitude to Miyazaki International College for its cooperation and understanding. 

Miyazaki Gakuen was founded in 1939 by its first chief trustee, Sukehide Otsubo. The institution has 

etched a place in history spanning 82 years lived through diverse changes and developments over the three eras 

of Showa, Heisei, and Reiwa. The College was founded in 1994 by Miyazaki Gakuen’s second chief trustee, 

Hisayasu Otsubo. Aiming to nurture human resources who can play an active role in global society, the 

university has provided an exceptionally advanced liberal arts education in English. In 2014, the 20th 

anniversary of the founding of the College, the School of Education was newly established as a program for the 

development of teachers. The educational philosophy our institution is "Respect and Diligence”. The aim the 

educational philosophy " Respect and Diligence" is the nurturing of our students as human beings. In the spirit 

of "Respect," we strive to have students respect civility and humanity, to discipline themselves, and to think from 

the perspective of others. Furthermore, in the spirit of "Diligence", we guide our students to apply their hearts, 

minds, and bodies into making positive efforts in all that they do. These principles call for approach and live 

our daily lives with sincerity. 

Two years ago, when no one doubted that global society would continue to develop, we experienced 

the spread of a new type of coronavirus infection. This has dramatically changed your college lives. In the face 

of numerous difficulties, you have successfully found solutions and continued to seek new paths. It is through 

such efforts that you have reached today's graduation day. I believe that you really did your best. There will be 

contributions to society that only those of you who experienced the Coronavirus crisis can make. And as you go 

about your lives playing leading roles in the Reiwa era, which is said to be difficult to predict, you will have to 

make various choices in order to cope with future changes. To those of you who are about to enter society, I 

offer the words of Reinhold Niebuhr, an American theologian, which gives us some insight into how to handle 

those situations where we must make choices. 

“God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, Courage to change the 

things which should be changed, and the Wisdom to distinguish the one from the other.” 

Give us the courage to change, the calmness to accept what we cannot change, and the wisdom to 

discern what conclusions to draw. These are the things I believe will be required of all of you as you enter 

society. 

In closing, I would like to say, "See landscapes you have never seen before, and encounter a self you 

have never known before. It is finally time to embark on your journeys to new worlds. 

I hope that your studies at Miyazaki International College will contribute to the development of global 

society. Finally, please accept my sincerest wishes for a wonderful life. 

March 11, 2022 
                Keiko Yamashita,  

Chief Trustee, Miyazaki Gakuen  


