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卒業おめでとうございます。卒業しても、自分の頭でものを考え、学び続けることをやめないでく

ださい。社会や会社の駒のひとつとしてではなく、自分の人生の主役として生きていってください。

そして、自分を愛することを学んでください。 皆さんの門出を心からお祝いすると共に、これから

の人生が豊かなものになっていくよう心から祈っています。 （阿比留久美）

卒業・修了おめでとうございます。大変な時期の船出となってしまいましたが、今の社会のあり方

を見直すチャンスであるともいえます。これからのみなさんのご活躍をお祈りしております。

（池田祥英）

ご卒業おめでとうございます。この文を書いている 3 月 20 日現在、社会はコロナ騒動で揺れてい

ます。皆さんと過ごした 4 年間を振り返ると、その間にも、社会の動く速度が速まってきたと感じ

ます。この傾向はまだ続くでしょう。加速的に動く世の中を、皆様がしなやかに乗り切ってゆくこと

を祈っております。 （石田光規）

皆さんは、幼子の頃の 9･11 から、リーマン・ショックと 3･11 そして新型肺炎と、わずか二十年

で大規模なテロ・経済・災害・疫病を経験した、波瀾万丈な世代です。同時に、世界が立ち直る姿を、

普及し始めたネットワークで見た、最も新しく強い世代でもある。古来、哲学者も発明家も、困難や

苦境を発想の友とし糧としてきました。AI やリモートを軸に人文と科学の融合する、皆さんの切り

開く時代が楽しみです。また会いましょう、お元気で。 （市川真人）

わたしが感じた早稲田生とは、読む力、考える力、書く力がある。自信がある。同じくらい自信が

ない。野心がある。野心をためらう心もある。人間として最高の能力です。広い世界でも自分を信じ

ることをやめず、自信のなさを失わず、自分より年上の人たち（伊藤も含む）の言うことなんかきか

ず、上の世代が持っていた野心とは違う野心を抱いて、生きていけますように。暗闇がつづきます。

でもあなたなら大丈夫です。 （伊藤比呂美）

ご卒業おめでとうございます。古代ギリシアのチャンス（機会）の神様は、前髪は長く生えていま

すが、後頭部は剥げているとされています。これは、チャンスは出会い頭につかまないと逃げてしま

い、一度逃したチャンスはもうつかまえられないという意味です。困難な時代が続きそうですが、そ

のような時代であるからこそ、貴重なチャンスを逃すことなく、ご多幸な人生を歩まれることを願っ

ております。 （井上文則）

卒業祝賀ハムニダ！早稲田から巣立つ皆さん、おめでとうございます！大学で経験したことは、良

いことも良くないことも、成功も失敗も、嬉しいことも悲しいことも、すべて皆さんのこれからの人

生に大きく役立つことと思います。なお大学で出会ったみんなは皆さんを心から応援し、サポートし

ています。今後の人生に待ち受けている様々な時にぜひ振り返って思い出して下さい。そしてまた大

学にお立ち寄り下さい。いつでも大歓迎です！ （印省熙）
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卒業おめでとう。卒業式がこうした事態になるのは、2011 年 3 月以来のことです。当時は、東日

本大震災で、学生の安否確認すら進まず、計画停電と交通機関のストップなどが連動して起こる緊迫

した状況でした。こうした中での卒業は、これから社会人として何に価値を置きどのように生きてい

くかを改めて考えるよき機会になる、卒業式に相応しい出来事であろうと思います。羅針盤を研ぎ澄

ませ勇気をもって航路を切り開いて下さい。 （浦野正樹）

手のひらに春の陽ざしの別れかな （大久保孝治）

卒業とは新たな世界への門出のときです。その卒業を早稲田大学で迎える皆さんに「わが道を行く

勇気をもて」という言葉を贈ります。これから切り拓いていく人生という道では、答えが一つではな

い課題にかならず直面します。そうした課題に出会ったときに大切なこと、それは「大いに迷い、他

人の意見に真剣に耳を傾け、最後は、自分で考え、勇気を出して決断し、その結果を引き受ける覚悟

をもつ」ことだと思います。 （大藪泰）

ご卒業おめでとうございます。あなたの豊かな人生の門出を心より祝福いたします。これからあな

たは、自らを羅針盤として広い大海原へ船出します。願わくば、早稲田大学で過ごした日々が、出会

った人々が、あなたが見いだした、ささやかであってもかけがえのない真実が、これからのあなたの

航路を照らす光となりますように。 （岡崎由美）

みなさん、ご卒業おめでとうございます。コロナウィルス感染拡大で不安な社会に船出することに

なりましたが、あなたの心が弱くなったときは、かつてあなたの心を明るくしてくれた本や映画やド

ラマや演劇やアニメやマンガなどなんでもいいからフィクションの世界を思い出してください。そう

いうオルタナティヴな世界を心に持っているのは、とても豊かで強いことです。あなたたちのこれか

らの人生が幸多きものでありますように。 （岡室美奈子）

学士号、修士号の取得、誠におめでとうございます。たいへんご苦労様でした。これからのキャリ

アのなかで、ぜひ学位に相応しい社会的役割を果たしてください。皆さんがこれまでに得たものが、

個々の存在証明として活用されるのみならず、公益として社会へ還元された時、高等教育機関として

の大学の役割も全うされます。それは後続する世代にとっての学びの場を持続させることにもなりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 （岡本智周）

ご卒業おめでとうございます。10 年ぶりに卒業式で皆さんとお会いすることができないことにな

り、残念です。この数か月、数年に至るかもしれない混乱期をしっかり生き抜かれますように。そし

て、このキャンパスでの学修・経験が「学ぶほど知らないことが増える」こと、「学び続けることに

意味がある」ことを理解する機会になったのであれば幸いです。実り多き生活をお過ごしください。

私も引き続き研鑽を積みます。 （沖清豪）
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皆さん，ご卒業おめでとうございます。予想外の出来事で，卒業式が休止となってしまい残念です。

今回のように，人生は予想できない出来事が起こるものです。皆さんにはこのキャンパスで学んだ経

験で得られた知識と，人とのつながりがあります。このキャンパスで学んだ内容は，人生の場面で具

体的な対処につながるようなものではなかったかもしれませんが，人生の危機を経験する中で我々が

何を考えるべきなのか，どう行動するべきかにつながる内容であったはずです。また私たちは一人で

生きることはできません。家族，友人，より広い人間関係も大切にして，これからの人生を豊かなも

のにしていってください。皆さんのご活躍を期待しています。 （小塩真司）

あしひきの やまひはびこる コロナれど さきはへたまへと いのるばかりぞ （兼築信行）

卒業、修了誠におめでとうございます。卒業・修了式を挙行できないことは大変残念ですが、文学

学術院教員から贈る言葉を寄書きすることはほとんどない特別な歳だとご理解下さい。今後皆さんの

人生には多くの困難や壁に出会うかもしれません。無理をせず、ときには休んで、少しずつ前に進め

ば何とかなります。文学学術院で学んだことは今後の人生で役に立ちます。霞が関で長年働いてそう

実感しました。自信を持って生きてください。 （川瀬由照）

私の知人の知人によると、「７時間眠って毎朝６時までに起きれば、人生のほぼすべての問題は解

決する」だそうです。朝７時まででもいいとは思うけれど、正しいです。だけども難しい。昨年体調

を崩して週 100 時間くらいベッドの中だった私は、なんとか外に出た日には、人間の顔を見るのは

避け、ただひたすら緑を探しました。べつに公園に行かなくても、民家の玄関先の植木鉢、アスファ

ルトの隙間の雑草でよいです。不可解な感謝に包まれます。 （草野慶子）

ご卒業おめでとうございます。社会学者 G. ジンメルの言葉をおおくりします。「生活の本質的課

題はこうだ。毎日の生活を、その日が最初の日であるかのように新たに始めること---- しかも一切の

過去を、過去のすべての結果と在りし日の忘れがたい姿ともどもその日のなかに集め、前提とするこ

と」（『断想』1923 より）。それぞれの方向へ進んでいく皆さんの門出を今、心よりお見送りします。

お元気で。 （草柳千早）

ご卒業おめでとうございます。今こそ、「文化」の力、「文」の力をもって羽ばたいていってくださ

い。皆さんのご健康とご活躍をお祈りいたします。 （河野貴美子）

振り返るな、前を見ろ！ （小島雅春）
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真・善・美が古臭くなってしまった、失効してしまった、忘れられている―———そんなふうにおも

っています。そのうえで、理念として、みずからのうちに持ちつづけていたい。不安で不満で不安定

で日々をやりすごしているけれど、真・善・美を意識していれば、それに照らして感じる、考えるこ

とができる、と。わたしじしんがもうひとつ意識してきたのは詩と時。ことばと変化、でしょうか。

いま、わたしがおもっていること、として。 （小沼純一）

学生生活で得たものは簡単には言い表せませんが、この先できっと、皆さんそれぞれに「あっ、早

稲田で学んだのはこれだったんだ」と実感する瞬間がやってくると思います。いつの日かそうしたこ

とを語り合えたら嬉しいです。皆さんと一緒に揺れているつもりで「早稲田の栄光」を歌ってみます。

卒業・修了おめでとうございます。 （坂庭淳史）

ご卒業、ご修了、おめでとうございます。これまで授業や各種イベントでご一緒した皆様、そして

特にゼミや演習で努力を重ねて卒業論文、修士論文を書き上げた皆様が、こうして立派に巣立たれる

ことに、格別の思いがあります。今、大きな混乱と深い悲しみが私たちの社会を包もうとしているの

かもしれません。しかし皆様のしなやかさと強さをもってすれば、空が晴れた時には、地域や文化、

立場の違いを乗り越えて世界の様々な人々とともに新しい社会の仕組みをつくりあげることが出来

るはずです。そしてその時に笑顔で再会出来ることを心から楽しみにています。 （佐藤尚平）

卒業おめでとう。ほんとうは直接お祝いの言葉をかけたかったし、皆さんのまぶしい笑顔を見せて

もらいたかった。皆さんも悔しいだろう。納得がいかない人もいるはずだ。それでも、持って行き場

のない無念を噛みしめたことが、皆さんを強くしてくれる。優しくもしてくれる。僕はそう信じてい

る。奥歯でしっかりと無念を噛みしめながら、背筋を伸ばして、歩きだしてほしい。そしてまたいつ

か、どこかの街で会えたらいいね。 （重松清）

皆さんは、文化構想学部・文学部での文系学問の学習をとおして、社会が、高度に発達した技術や

情報をどのように活用すべきか、その方法を考える基準（倫理）を身につけてきました。今般のコロ

ナウィルスへの社会の混乱ぶりをみても、この知識の重要さは理解できます。これからの皆さんの活

躍を大いに期待しています。 （嶋崎尚子）

卒業もしくは修了、おめでとうございます。式にあわせて一緒にお祝いする機会をもつことができ

ないのは、とても残念なことです。しかし、あらためて四月以降に会ってお祝いをしたいとおもいま

す。また、大学を出てしばらく経ってから、進むべき道に迷うことなどがあるかもしれませんが、そ

ういう時にもどうぞ声をかけてください。 （陣野英則）

愛する人でいてください。誰が何と言おうと、それがすべてです。 （鈴木雅雄）
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Nil admirari, prope res est una, solaque quae possit facere et servare beatum.「何ごとにもあた

ふたしないこと，これが幸せを作って維持する唯一無二の方法です。」ローマの詩人ホラティウスの

書簡にあることばです。東日本大震災のときもそうでしたが，突然に何が起こるかわかりません。心

を平静にたもつというのは実に難しいことです。自分を客観的に見つめて，この世に新しいものなし，

と思えるような人になれるといいですね。いつも狼狽している私からの忠告です。 （瀬戸直彦）

みなさん、ご卒業・修士課程修了おめでとうございます。せっかくの日に一堂に会することができ

なくて残念です。かわりに言葉を贈ります。わたしは早稲田の校歌の一節が好きです。「集まり散じ

て人は変われど、仰ぐは同じき理想の光」。この学舎で仲間とともに過ごしたかけがえのない日々が、

みなさんのこれからの航海を支えてくれると信じています。ウィルス騒ぎが落ち着いたら必ずもう一

度集まりましょう。一層の活躍をお祈りしています。 お元気で。 （千野拓政）

ご卒業おめでとうございます。ウィルスに負けず、AI にも負けずに、でも AI とは共生してください！

（高橋透）

今春大学を巣立つ君たち。楽しかった思い出と共に、自らを鍛え真摯に学んだ早稲田を去ることに

一抹の寂しさがよぎるだろう。高校までの勉強とは比べ物にならない専門研究の奥深さ、前向きに学

ばない限り決して超えられない学問の壁を味わったに違いない。明日からの実社会では大学とは別の

研鑽が必要であり、新たな壁が君たちを待ち受けるだろう。しかし、前向きの姿勢がある限り大丈夫

だ。先の読めない不確実な時代だが、切り開いてくれると信じている。 （高橋龍三郎）

大学生活を終えて、次のステージに進む皆さん。卒業、修了、おめでとうございます。学生生活で

得たことを糧にして、自由に羽ばたいてくれることを願っています。 （髙野孝子）

ご卒業おめでとうございます。魯迅の小説「故郷」の最後は「其実地上本没有路、走的人多了、也

便成了路」という言葉で結ばれています。先が見えずに思い悩む時は、新たな路を切り開く機会かも

しれません。ご活躍をお祈りしています。 （高屋亜希）

皆さん、ご卒業、ご修了おめでとうございます。卒業式・大学院学位授与式の中止は、大変残念に

思います。しかし、今直面している困難は、必ず歴史となります。歴史に責任を持つとは、私たちが

未来にとって歴史的存在となること自覚し、未来の社会に責任を持つことだと思います。過去に学び、

今をしっかり生きることで、未来社会が誇れる自分や「私たち」であり続けることを目指し努力して

いって欲しいと思います。 （田中史生）
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卒業・修了おめでとうございます。新型コロナウィルスの大流行は、行き過ぎたグローバル化の風

潮に警鐘を鳴らすものでもあると言えます。最悪の事態を想定し、それに陥らないようあらゆる可能

性を探る。これはあらゆる困難に立ち向かう時の方法です。皆様が、世の中にあふれるフェイクニュ

ースや偏向報道に惑わされることなく、確固たる人生の羅針盤を持って、今後の社会人生活を送って

いけるようにと願っています。 （谷口眞子）

みなさん、ご卒業、ご修了おめでとうございます。私は昨年度に早稲田に赴任して、２年度に渡っ

て授業を担当し、みなさんの中でも少なからぬ方々が履修してくださりました。新型コロナウイルス

が示すように、グローバル化は利益だけでなくコストも私たちにもたらしてしまいます。ぜひ早稲田

で学んだことを活かしつつ、そんなグローバル化した世界で活躍なさることを大いに期待しています。

（樽本英樹）

ご卒業、おめでとうございます。ひとむかし前ならば武漢の風土病で終わったはずのコロナウイル

スの猛威は、グローバル化を象徴するできごとです。みなさんは、グローバル化を実感・痛感するま

たとない機会に卒業を迎えました。わたしたちの生きる時代は、多くものとつながり、不確実性とそ

れを上回る可能性に満ちています。賢明なみなさまが、この時代をしなやかに生き抜かれることを祈

っております。 （津田好美）

みんなと一緒に笑い合い、共に勉強できてとても幸せでした。これからもいろんな場所で多くの人

に幸せを分けてあげてください。そして明るい人生を切り開いてください。 （都甲幸治）

「天災は恐ろしいが、この国では、天災のあとに、もっと恐ろしいものがくる」と杉浦明平は書き

ました。卒業式中止は、東日本大震災と福島第一原発事故という、天災と人災の複合以来のことです。

コロナウイルス自体は天災でも、それには、様々な人災がからみついているようです。この稀有な事

態に遭ったみなさんは、この経験を胸に刻み、今後も戸山キャンパスで学んだ批判的な視座を忘れず

に、それぞれの仕事を進めて下さい。 （鳥羽耕史）

社会が大きく揺れ動くこの時期に卒業をするということは、新たな文化を構想する最大のチャンス

に面していると言えます。コロナウィルスは第一には医療福祉と自然科学の問題ですが、それは同時

にわたしたちの文化規範、経済、報道、政治の在り方に変化を突きつけています。卒業生の皆さんに

は、どうか激動の波にただ流されるだけでなく、波のポテンシャルを逆手に取って、自分たちの望む

社会像をかたちにしてほしいと思います。 （チェン・ドミニク）

「この杯を受けてくれ / どうぞなみなみ注がしておくれ / 花に嵐のたとえもあるぞ / さよならだ

けが人生だ（武陵「勧酒」・井伏鱒二訳）」だからこそ、今、このときを大切にしましょう、と卒業式

で言いたかったのですが、皆さんには、さよならすら言えませんでした。残念です。でも輝ける大学

での日々は消えません。思い出を胸に、大きく羽ばたいて下さい。 （豊田秀樹）
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新型コロナに関する一連の報道では、何が真実で何を信じれば良いのか、もはやわからなくなって

きたと痛感していることでしょう。みなさんが受けた教育は、生きていくための「武器」であり、生

涯決して失われることのない「財産」です。まさに「ポスト真実」の時代に生きるみなさん、戸山キ

ャンパスで培った批判的な思考と分析的能力で、これからの時代を切り拓いてください。ご卒業、本

当におめでとうございます。 （豊田真穂）

皆さん、卒業おめでとうございます。今まで種々の知の方法を学び獲得してきたことと思いますが、

これから本格的な自己探究の道が始まります。そのためのヒントとして、ストレングス・パースペク

ティヴを活用することをお奨めします。ストレングスは個人が主体的に家族、地域、社会と関わる中

で見出されます。日々の生活の中で、自分で確かめ、自分で体験しながら見つけて下さい。

（内藤正子）

卒業生諸君へ卒業おめでとう。そう直接声をかけられず、卒業証書を手渡せないのは残念です。皆

さんは大学で様々な経験をしたと思います。楽しいことばかりだったわけではないでしょう。今回の

コロナ禍もそうです。大学で経験したことは、きっと社会でも経験します。早稲田大学での経験は必

ずあなたの役に立つと思います。困難で複雑な現代社会ですが、未知を楽しみ、ピンチをチャンスに

活かす気持ちで乗り切って下さい。 （長﨑潤一）

卒業・修了を心よりお祝い申し上げます。今日、私たちにとって思考するという行為が何にもまし

て大きな意味を持つようになっています。人文科学の探究を通じて皆さんは既に、自由に思考し、不

測のものへと開かれ、遠く離れたものの言葉に耳を傾けるためのすべを手に入れています。これから

も、一歩立ち止まって考える人であり続けることで、皆さんが多くの発見と出会いに満ちた人生を歩

まれることを願っています。 （西山達也）

おめでとうございます。いまさら言うまでもないことですが、卒業式をしようがしまいが、皆さん

がここで学ばれたことの意義と価値はいささかも減じるものではありません。自分が学んできたこと

に誇りをもって卒業して頂ければと思います。そしてパンデミックのなかにあっても、ただ世間や社

会に流されることなく、自分の頭を使って悩み、考えることのできる人間であって欲しいと思います。

（長谷正人）

ご卒業，おめでとうございます。2011 年に次いで卒業式の行われない事態になってしまい，残念

です。私が都立高校を卒業し，早稲田大学に入学したのはちょうど 50 年前の 1970 年でした。学園

紛争の時代で，高校の卒業式もなく，大学の授業開始も一か月以上遅れましたが，自分と向き合う時

間が多くとれたことは貴重な体験でした。（独文の卒業生の皆さんには別途コースナビでメッセージ

を送ります。） （藤井明彦）



2020 年 3 月に卒業/修了する学生に対するお祝いの言葉（贈る言葉）

早稲田大学文学学術院

8

世界は人間の都合にあわせてできておらず、人間の非常時はむしろ世界の自然です。放っておくと

人は病み衰え、築いたものは朽ち果てる。悲観的に聞こえるでしょうか？しかしその認識に立てばこ

そ、人間は知性と技術を用いて世界に秩序をつくりだし、生活をより安寧なものにする努力を続けて

きたのです。このシジフォス的に終わりのない、それでいて反シジフォス的に実り多い事業に加わる

準備を整えられたみなさんに、心からおめでとうと申し上げます。 （藤井仁子）

ダイヤモンドも原石のままでは美しくありません。唯一無二のご自身の価値を信じて、その磨き方

を工夫され、人生行路を力強く歩んでいかれることを祈念します。 （藤野京子）

「〔卒業後〕諸君は必ず失敗をする。随分失敗する。成功があるかも知れませぬけれども、成功よ

り失敗が多い。失敗に落胆しなさるな。失敗に打ち勝たなければならぬ。失敗すると、そこで大切な

経験を得る。この経験によって以て成功を期さなければならぬ」大隈重信の有名な卒業生への言葉で

すが、この後には、人生の初心者たる諸君が成功を期すには羅針盤が必要である、その羅針盤とは学

問である、という言葉が続いています。卒業おめでとう！これからも学びを！そして疲れた時には「心

のふるさと」に戻ってきてください。 （真辺将之）

2020 年 3 月にご卒業の皆さんに。ご卒業、おめでとうございます。みなさんは何らかのかたちで、

文学、歴史、哲学という人文社会科学の学びを経て、大学を巣立っていかれます。その学びは、すぐ

に直接皆さんの人生に役立つことはないかもしれません。しかし、少しだけ深く人間のことを知り、

学びによって重くなったのだと思います。その重みを担いながら、自分の翼で、この大空を駆けめぐ

ってください。ご幸運を心からお祈りします。 （三浦清美）

卒業・修了、おめでとうございます。社会にはみなさんと違う考え方をする他人がたくさんいます。

それが社会のおもしろいところです。自分と考え方の違う人と出会えたら、それが理性的に考え始め

ることを可能にします。人間の理性は、知性と違って、他人とともに考えることを要求するからです。

他者への「共感力」のような感性も重要ですが、やはり重要なのは根拠をもって考える理性です。理

性で突破する若者であってください。 （御子柴善之）

AD AMICOS DISCIPVLOS AB EVANDRO IAPONICO PALATINO

Ite trans mihi desertum firmo pede pestis,

Campo florenti, discipuli iuvenes!

病満つ 時には遭へど 夢溢る 花咲く野へと 君よ旅立て （宮城徳也）
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みなさん、ご卒業・修了おめでとうございます。文学学術院でみなさんが培ってきたのは、テクス

トを読み解く力、ということにほかなりません。それは、渾沌とした社会の状況から、さまざまな文

脈を腑分けして、自分の歩む路を見いだしていく力そのものです。いわば、信頼できる羅針盤です。

その羅針盤をもって、果敢に、そして時には逡巡しながら、この荒海に漕ぎだしてください。心から

応援しています。 （宗像和重）

まさにこんなご時世だからこそ、自由を守るべく世の大勢に抗うのが大学人の責務と考え、皆さん

には去年の大ヒット映画『天気の子』の一節を贈ります。「あの夏、あの空の上で、僕は選んだんだ。

青空よりも陽菜さんを。大勢のしあわせよりも陽菜さんの命を」。皆さんが生きるのは、家や会社や

社会や世界のためじゃありません。あなたは自分のためだけに生きて「大丈夫」なんです。そのため

に日本や世界がどうなろうと、知ったことじゃない。どうか皆さんも自粛また自粛の同調圧力に負け

ないで。 （村井 翔）

「おめでとうございます」。直接お伝えできなくてとても残念です。しかし、早稲田大学で、文学学

術院で学ばれた皆さんには、世界的な視野で協働する力、答えのない問いを立てて考え抜く力、未だ

形を成さないけれど次なる社会を構想する力を身に着けて巣立たれると確信しています。健康に十分

留意されて次のステージで蓄えたその力を存分に発揮してください。 （村田晶子）

皆さんが大学や大学院で学んだことを、これからの暮らしのなかで生かせる方法を自分なりに発

見・追究していただければ幸いです。皆さんは人文学を学び、幸福の前提となる価値の問題について

考えてきたわけです。大きな政治や社会が崩壊しても、自分の手で価値を発見しシェアできるよう、

お互い頑張ろうではありませんか。卒業後も、いつでも大学に来て疑問をぶつけてください。それか

ら、「他人に迷惑をかける」ことを恐れないでください。日本の生活者は迷惑をかけることに萎縮し

すぎだと思います。我々はもっと人に迷惑をかけなければならない。互いに迷惑をかけあいながら、

成熟していきましょう。自由を追究してください。卒業おめでとうございます！ （森由利亜）

ご卒業おめでとうございます。本日、皆さんは、人生のうちで大きなかわり目にあります。一八九

三（明治二六）年、早稲田大学の前身である東京専門学校の卒業式で、坪内逍遥が卒業生に贈った言

葉があります。「今日は今日だけの全力をかけ、明日は明日だけの全力をかけて、努力、精進せよ。」

過去の偉人の言葉を、未来を担う皆さんへ贈りたいと思います。皆さんの、ご活躍を心よりお祈り致

します。 （森田貴子）

ご卒業おめでとうございます。卒業式が中止となり、誠に残念です。世界は激動の時代を迎えたよ

うです。政治・宗教・民族の対立が尖鋭化していますが、思わぬかたちで、その人類全体の足元を掬

うような危機が訪れています。先日、ゴーストタウン化しつつあるパリから帰国しました。こんな世

界にしては絶対になりません。皆さんのひとつひとつの叡知がこれからますます必要になります。ご

健康とご多幸を祈ります。 （森原隆）
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ヘボン（J.C.Hepburn）の『和英語林集成』（明治十九年）という辞典にある「卒業」には、"finishing

or completing one's business" という語釈と"graduation from school or college"という語釈とがあ

ります。「入学」に対して、「出学」という言葉はないのです。まさに「業を卒え」ての旅立ち。これ

までの学びを胸に、豊かに羽ばたいていってください。ご卒業を心よりお祝い申し上げます。

（森山卓郎）

これからだって、今までどおり友人と遊べばよいし、今までどおり(以上に？)勉強してもよいので

す。楽しかった(ですか？)学生時代の延長線上にそれから先の人生があって全然かまわない。むしろ

そうあってほしいからこそ、その線上を進むエネルギーを生む「区切り」としての卒業式を提供でき

ないのが、残念でなりません。ご卒業おめでとうございます。それでもみなさんが、この延長線上を

ずっと先まで着実に進んでいくことを、願い、信じています。 （森山至貴）

文学部や文化構想学部で学んだことは、もしかしたら、いわゆる「社会」ではあまり役に立たない

ことかもしれません。ただ、あなたのこれからの「生」を豊かにしてくれる力を、あなたはここで学

びました。そのことにはまだ気づかないかもしれませんが、確かです。そして、個々の生が豊かにな

ることなしに、「社会」は変わりませんし、変えられません。自らを、周りを、社会を、世界を、豊

かにしていってください。あなたのその力で。 （八木君人）

卒業してしばらくは、自分のことで精いっぱいだと思います。挫折と成功を繰り返しながら、社会

人として自立する過程にしっかり向き合ってください。高い理想と地道で着実な経験の積み重ね、そ

の両方が不可欠です。少しの自信がついてきたら、社会のことにも目を向けてください。世界規模の

変動の時代、人文学を学んだ皆さんの役割がとても大きいことに気付くと思います。ご活躍を心より

期待しております。 （山本聡美）

ご卒業おめでとうございます。極めて困難な状況下での船出となりますが、うわべだけの情報に惑

わされることなく、これまでに学んだことをいかして、自分の進むべき道を切り開いていってくださ

い。ご活躍をお祈りしております。 （和田修）

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。このたびは予期せぬ事態が起こり、卒業式が執

り行われず残念でした。しかし、卒業式はひとつの区切り点であり、みなさんが過ごしてきたこの 4

年間の学びや経験は、早稲田大学を卒業したほんとうの「あかし」となって、今後の人生に、必ずや

役に立っていくことでしょう。４月からの新たな人生の１ページをどうぞ楽しみにお迎えください。

（渡辺愛子）


