
 
 

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3 時代にわたり多様な変化進展を経て、83 年の歴史を刻んでいます。本学は、平成 6 年、

大坪久泰第 2 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 3 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。世界的には、1 年を超えたロシアとウクライナの

戦争、2 月に起きたトルコ地震等、予想できなかったことが数々起こります。次世代は、VUCA の

時代であると言われていますが、今まさに予測困難、不確実・複雑・曖昧というVUCA のただ中

にあると思います。これからの時代を生きていくためには、希望を持ち続けること、そして生涯に

わたって学び続けることが求められていると思います。数々の困難な状況に直面した時、希望を持

てなくなる時があるかもしれません。しかし、必ず次の光が見えてきます。助けの手が待っている

と思います。希望を持ち続けて欲しいと願います。 

そして、ダイバーシティの中で生きていくためには、学びの継続は不可欠です。本学のグローバ

ルキャンパスの中で、自分の常識が常識ではない瞬間に遭遇した学生さんは多いのではないかと思

います。人を理解し、時代を理解し、豊かな社会への貢献を目指すには、生涯学び続けることは不

可欠です。どうぞ、本学の学びを土台として、さらに、研鑽を積んでいってください。 

私は、本学卒業生が語ってくださった次の言葉がいつも心に残っています。 

「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」 

この言葉には、見たことのない景色を見てみたいと思う前向きな心、新たな自分に出会ってみた

いと思う希望の心が記されていると思います。いよいよ新たな世界への出発です。見たことのない

景色を見て、希望にあふれた見たことのないご自分に出会っていかれることを願います。 

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5 年3 月9 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 day when you can feel the warm breath of spring, I would like to extend my 
congratulations to all of you who are graduating today. I would also like to extend my congratulations to your 
families and all those who have nurtured and warmly watched over you. I would like to express my deepest 
gratitude for your cooperation and understanding of Miyazaki International College. 

Miyazaki Gakuen was founded in 1939 by its first Chief Trustee, Tsukehide Otsubo. The history of 
Miyazaki Gakuen has been marked for 83 years through various changes and developments over the three 
eras of Showa, Heisei, and Reiwa. The College was founded in 1994 by its second Chief Trustee, Hisayasu 
Otsubo. Aiming to nurture human resources who can play an active role in global society, the college has been 
engaged in a very advanced liberal arts education in English. In the year of our 20th anniversary, we newly 
established the Faculty of Education and began to train teachers. 

The educational philosophy of the institution is "respect and diligence”. The goal of the philosophy 
of "respect and diligence" is the growth of all human beings. In the spirit of "respect," we have aimed for 
students to respect civility and humanity, to discipline themselves, and to think from the perspective of others. 
Furthermore, in the spirit of "diligence," we aim to make a positive effort in all that we do, with both mind 
and body. These are principles that call for a sincere attitude in our daily lives. 

Three years ago, when no one doubted that the global community would continue to grow, we 
experienced the spread of a new type of coronavirus infection. Globally, many previously unforeseen events 
are occurring, such as the war between Russia and Ukraine, which has been going on for over a year, and the 
earthquake in Turkey that occurred in February. It is said that the next generation is the era of VUCA, and I 
believe that we are now in the midst of VUCA, which is difficult to predict, uncertain, complex, and ambiguous. 
In order to live in the coming era, I believe that we must keep hope alive and continue learning throughout 
our lives. When we are faced with numerous difficult situations, there may be times when we lose hope. But 
there will always be another light. I believe that a helping hand is waiting for us all. I hope that you will 
continue to have hope. 

And in order to live in diversity, it is essential to continue learning. I am sure that many students have 
encountered moments in our global campus when their common sense is not the norm. To understand people, 
to understand the times, and to contribute to a prosperous society, it is essential to continue learning 
throughout one's life. I hope that you will build on the foundation of your studies at our university and continue 
to further your studies.  I am always reminded of the following words of one of our graduates. 
"See a landscape you have never seen before and meet a person you have never seen before. 
I believe these words express the positive spirit of wanting to see new landscapes and the hopeful spirit of 
wanting to meet new people. Finally, it is time to depart for a new adventure. I hope that you will see landscapes 
you have never seen before and meet a new you filled with hope. 

I hope that you will use your studies at Miyazaki International College to contribute to the development 
of global society. In closing, I would like to express my sincere wishes for you to continue on your path with 
high aspirations, and to lead a wonderful life. 

 
March 9, 2023 

     Keiko Yamashita,  
Chief Trustee, Miyazaki Gakuen 
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