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おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう        

    早稲田大学大学院早稲田大学大学院早稲田大学大学院早稲田大学大学院にごにごにごにご入学入学入学入学のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。    

    皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい大学大学大学大学のののの大学院大学院大学院大学院へおへおへおへお入入入入りになりましたりになりましたりになりましたりになりました。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、なぜなぜなぜなぜ早稲田早稲田早稲田早稲田はすばらしいはすばらしいはすばらしいはすばらしい大学大学大学大学なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょう？？？？    そしてそしてそしてそして、、、、学部学部学部学部とととと大学院大学院大学院大学院のののの違違違違いはなんでしょうかいはなんでしょうかいはなんでしょうかいはなんでしょうか。。。。    

    早稲田早稲田早稲田早稲田はははは良良良良いいいい大学大学大学大学だとだとだとだと皆皆皆皆がががが言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、世間世間世間世間のののの評判評判評判評判というものはというものはというものはというものは、、、、往往往往往往往往にしてにしてにしてにして間違間違間違間違いがいがいがいが多多多多いものですいものですいものですいものです。。。。

しかししかししかししかし、、、、私私私私にはにはにはには、、、、早稲田早稲田早稲田早稲田がすばらしいがすばらしいがすばらしいがすばらしい大学大学大学大学だとだとだとだと思思思思うううう理由理由理由理由がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

シカゴシカゴシカゴシカゴでででで経験経験経験経験したしたしたした喜喜喜喜びびびび    

    私私私私はははは、、、、シカゴシカゴシカゴシカゴ大学大学大学大学のののの大学院政治学部大学院政治学部大学院政治学部大学院政治学部へへへへ留学留学留学留学するするするする機会機会機会機会をををを得得得得ましたましたましたました。。。。    

    政治学部政治学部政治学部政治学部ではいろいろなではいろいろなではいろいろなではいろいろな授業授業授業授業をとりましをとりましをとりましをとりましたがたがたがたが、、、、ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが講義講義講義講義でででで、、、、しかもたくさんのしかもたくさんのしかもたくさんのしかもたくさんの本本本本をををを読読読読まされるのでまされるのでまされるのでまされるので、、、、

英語英語英語英語ににににハンディキャップハンディキャップハンディキャップハンディキャップのあるのあるのあるのある留学生留学生留学生留学生にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、かなりかなりかなりかなり辛辛辛辛いいいいものでしたものでしたものでしたものでした。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに東大東大東大東大でのでのでのでの法律法律法律法律のののの勉勉勉勉

強強強強もももも、、、、教科書教科書教科書教科書をををを暗記暗記暗記暗記するだけのするだけのするだけのするだけの、、、、苦苦苦苦しかったというしかったというしかったというしかったという記憶記憶記憶記憶しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。    

    

    さてさてさてさて、、、、何何何何かかかか楽楽楽楽ななななコースコースコースコースはないかとはないかとはないかとはないかと探探探探したしたしたした結果結果結果結果、、、、Theodore J. LowiTheodore J. LowiTheodore J. LowiTheodore J. Lowi というというというという教授教授教授教授のののの Public Policy Analysis Public Policy Analysis Public Policy Analysis Public Policy Analysis とととと

いういういういうワークショップワークショップワークショップワークショップをををを見見見見つけましたつけましたつけましたつけました。。。。何何何何もしなくてももしなくてももしなくてももしなくても単位単位単位単位をををを呉呉呉呉れるれるれるれるらしいとらしいとらしいとらしいと言言言言うううう噂噂噂噂でしたでしたでしたでした。。。。自分自分自分自分でででで好好好好きなきなきなきなテーテーテーテー

ママママ選選選選びびびび、、、、政府政府政府政府のののの政策政策政策政策をををを分析分析分析分析しししし、、、、ペーパーペーパーペーパーペーパーにまとめるとにまとめるとにまとめるとにまとめると１１１１年間年間年間年間でででで３３３３コースコースコースコース分分分分のののの単位単位単位単位をくれるということがをくれるということがをくれるということがをくれるということが分分分分

かりましたかりましたかりましたかりました。。。。こんなこんなこんなこんな有難有難有難有難いいいいクラスクラスクラスクラスはないとはないとはないとはないと喜喜喜喜んでんでんでんで１１１１年間継続年間継続年間継続年間継続しましたしましたしましたしました。。。。    

    将来将来将来将来、、、、郵政省郵政省郵政省郵政省でででで、、、、放送行政放送行政放送行政放送行政をををを担当担当担当担当したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていましたのでっていましたのでっていましたのでっていましたので、、、、米国米国米国米国のののの放送局免許放送局免許放送局免許放送局免許のやりかたとのやりかたとのやりかたとのやりかたと日本日本日本日本

のそれとをのそれとをのそれとをのそれとを比較研究比較研究比較研究比較研究することにしましたすることにしましたすることにしましたすることにしました。。。。    

    調調調調べるといってもべるといってもべるといってもべるといっても、、、、当時当時当時当時のののの留学生留学生留学生留学生にはにはにはには、、、、図書館図書館図書館図書館があるだけでしたがあるだけでしたがあるだけでしたがあるだけでした。。。。図書館図書館図書館図書館でででで関係関係関係関係のありそうなのありそうなのありそうなのありそうな本本本本をををを探探探探しししし

てみるとてみるとてみるとてみると、、、、結構結構結構結構あるのですあるのですあるのですあるのです。。。。少少少少しししし読読読読んでみるとんでみるとんでみるとんでみると、、、、いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことを先達先達先達先達たちがたちがたちがたちが、、、、調調調調べているのですべているのですべているのですべているのです。。。。今今今今までまでまでまで

理想的理想的理想的理想的だとだとだとだと思思思思っていたっていたっていたっていたアメリカアメリカアメリカアメリカのののの免許制度免許制度免許制度免許制度がががが、、、、いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えていることがえていることがえていることがえていることが、、、、だんだんとだんだんとだんだんとだんだんと見見見見ええええてきまてきまてきまてきま

したしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、図書館図書館図書館図書館へへへへ行行行行ってってってって毎日毎日毎日毎日、、、、新新新新しいしいしいしい発見発見発見発見をすることがをすることがをすることがをすることが楽楽楽楽しくてしくてしくてしくて仕方仕方仕方仕方ないということになりましたないということになりましたないということになりましたないということになりました。。。。

夜遅夜遅夜遅夜遅くくくく図書館図書館図書館図書館をををを出出出出てててて、、、、空空空空をををを見上見上見上見上げたときげたときげたときげたとき、、、、大大大大きなきなきなきな充実感充実感充実感充実感をををを感感感感じじじじたものでしたものでしたものでしたものでしたたたた。。。。    

    

    今今今今までまでまでまで、、、、勉強勉強勉強勉強というものはというものはというものはというものは、、、、苦苦苦苦しいものしいものしいものしいもの、、、、辛辛辛辛いものといものといものといものと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、大学大学大学大学にこんなにこんなにこんなにこんな楽楽楽楽しいことがあるのしいことがあるのしいことがあるのしいことがあるの

かとかとかとかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

    

    ＬｏｗｉＬｏｗｉＬｏｗｉＬｏｗｉ    教授教授教授教授はははは、「、「、「、「君君君君のののの分析分析分析分析方法方法方法方法はははは、、、、いろんないろんないろんないろんな政策分析政策分析政策分析政策分析にににに使使使使えるのでえるのでえるのでえるので、、、、是非是非是非是非,,,,    本本本本にしてにしてにしてにして出版出版出版出版ししししたらたらたらたら。」。」。」。」とととと

言言言言ってくれってくれってくれってくれましたましたましたました。。。。私私私私はははは、、、、またまたまたまた、、、、うれしくなりうれしくなりうれしくなりうれしくなり、、、、苦苦苦苦しかったしかったしかったしかった留学生活留学生活留学生活留学生活はははは一転一転一転一転、、、、自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りのりのりのりのバラバラバラバラ色色色色のののの人生人生人生人生にににに

変変変変わったのでしたわったのでしたわったのでしたわったのでした。。。。    

    

    そんなそんなそんなそんな訳訳訳訳でででで、、、、教教教教わるのではなくわるのではなくわるのではなくわるのではなく、「、「、「、「自分自分自分自分でででで発見発見発見発見するするするする」、」、」、」、これがこれがこれがこれが研究研究研究研究でありでありでありであり、、、、これがこれがこれがこれが大学院大学院大学院大学院でででで、、、、学部学部学部学部とはとはとはとは違違違違

うところだとうところだとうところだとうところだと思思思思ったのですったのですったのですったのです。。。。    

    以後以後以後以後、、、、どんなどんなどんなどんな場面場面場面場面においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、できるだけこのできるだけこのできるだけこのできるだけこの時時時時のののの大学院生気分大学院生気分大学院生気分大学院生気分でででで、、、、問題問題問題問題にににに立立立立ちちちち向向向向かかかかうことにしていまうことにしていまうことにしていまうことにしていま

すすすす。。。。    
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人間力人間力人間力人間力とはとはとはとは    

    私私私私はははは、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府でででで、、、、またまたまたまた、、、、国際電気通信連合国際電気通信連合国際電気通信連合国際電気通信連合のののの事務総局長事務総局長事務総局長事務総局長としてとしてとしてとして、、、、世界各国世界各国世界各国世界各国のののの多多多多くのくのくのくの方方方方方方方方といろいろといろいろといろいろといろいろ

なななな仕事仕事仕事仕事をしましたをしましたをしましたをしました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、常常常常にににに感感感感じることがありますじることがありますじることがありますじることがあります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、人人人人にはにはにはには二種類二種類二種類二種類ののののタイプタイプタイプタイプがあるということでがあるということでがあるということでがあるということで

すすすす。。。。    

    自分自分自分自分でででで問題問題問題問題をををを発掘発掘発掘発掘しししし、、、、解決方法解決方法解決方法解決方法をををを考考考考ええええ、、、、前前前前にににに進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく人人人人とととと、、、、自分自分自分自分ではではではでは何何何何もももも考考考考えずえずえずえず、、、、他他他他のののの人人人人からからからから指示指示指示指示

されされされされ、、、、ぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつ文句文句文句文句をををを言言言言いながらいながらいながらいながら仕事仕事仕事仕事をするをするをするをする人人人人とですとですとですとです。。。。    

    大学大学大学大学でででで優秀優秀優秀優秀なななな成績成績成績成績をををを収収収収めてめてめてめてトップトップトップトップでででで組織組織組織組織にににに入入入入ったったったった人人人人にもにもにもにも、、、、このようなこのようなこのようなこのような不平不満分子不平不満分子不平不満分子不平不満分子がたくさんいますがたくさんいますがたくさんいますがたくさんいます。。。。

またまたまたまた一方一方一方一方、、、、記憶力記憶力記憶力記憶力がががが悪悪悪悪くてくてくてくて、、、、決決決決してよいしてよいしてよいしてよい頭頭頭頭のののの持持持持ちちちち主主主主だとはだとはだとはだとは思思思思えないえないえないえない人人人人でもでもでもでも、、、、自分自分自分自分でででで考考考考ええええ、、、、積極的積極的積極的積極的にににに行動行動行動行動

しているしているしているしている人人人人はははは、、、、尊敬尊敬尊敬尊敬されされされされ、、、、大大大大きなきなきなきな仕事仕事仕事仕事をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

    

    最近最近最近最近よくよくよくよく「「「「人間力人間力人間力人間力」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが使使使使われますがわれますがわれますがわれますが、、、、これはこれはこれはこれは、「、「、「、「大大大大きなきなきなきな目標目標目標目標をををを持持持持ってってってって、、、、自分自分自分自分でででで考考考考ええええ、、、、自分自分自分自分でででで解解解解

決方法決方法決方法決方法をををを編編編編みみみみ出出出出しししし、、、、前前前前をををを向向向向いていていていて行動行動行動行動するするするする喜喜喜喜びをびをびをびを知知知知っているっているっているっている」」」」ことをことをことをことを云云云云うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。    そそそそ

のことをのことをのことをのことをシカゴシカゴシカゴシカゴ大学大学大学大学でででで始始始始めてめてめてめて経験経験経験経験したのでしたしたのでしたしたのでしたしたのでした。。。。    

    

地球地球地球地球のののの限界限界限界限界    

 地球地球地球地球をををを 1111 千万分千万分千万分千万分のののの 1111 にににに縮小縮小縮小縮小してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、直径直径直径直径１１１１ｍｍｍｍ２０２０２０２０ｃｍ、ｃｍ、ｃｍ、ｃｍ、運動会運動会運動会運動会でででで玉玉玉玉ごろがしにごろがしにごろがしにごろがしに使使使使うううう大玉大玉大玉大玉くらいのくらいのくらいのくらいの大大大大きききき

さになりますさになりますさになりますさになります。。。。    そのそのそのその上上上上にににに厚厚厚厚ささささ 2222 ミリミリミリミリのののの膜膜膜膜をををを張張張張りつけたのがりつけたのがりつけたのがりつけたのが大気大気大気大気、、、、わずかわずかわずかわずか 0.160.160.160.16 ミリミリミリミリのののの皮膜皮膜皮膜皮膜がががが水水水水のののの層層層層ですですですです。。。。ここここ

のののの薄薄薄薄いいいい 2222 つのつのつのつの皮膜皮膜皮膜皮膜のののの間間間間にににに、、、、地球上地球上地球上地球上のすべてののすべてののすべてののすべての生命生命生命生命がががが存在存在存在存在しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。    

    

もしもしもしもし中国経済中国経済中国経済中国経済がががが、、、、年年年年 8888％％％％のののの成長成長成長成長をををを続続続続けるならばけるならばけるならばけるならば、、、、2031203120312031 年年年年までにはまでにはまでにはまでには 1111 人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの所得所得所得所得がががが米国米国米国米国とととと同同同同じになじになじになじにな

りますりますりますります。。。。このこのこのこの時時時時にはにはにはには、、、、中国中国中国中国のののの人口人口人口人口はははは 15151515 億億億億。。。。このこのこのこの人人人人たちがたちがたちがたちが米国人米国人米国人米国人とととと同同同同じじじじレベルレベルレベルレベルのののの食事食事食事食事をするとをするとをするとをすると、、、、世界世界世界世界のののの穀穀穀穀

物物物物のののの生産量生産量生産量生産量をををを、、、、現現現現在在在在のののの１１１１．．．．７７７７倍倍倍倍にににに増産増産増産増産しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

現在現在現在現在、、、、世界世界世界世界でででで８８８８億台億台億台億台のののの車車車車がががが走走走走っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、米国米国米国米国なみになみになみになみになるとなるとなるとなると、、、、中国中国中国中国だけでだけでだけでだけで 11111111 億台億台億台億台ににににももももなりますなりますなりますなります。。。。そそそそ

れだけのれだけのれだけのれだけの車車車車をををを走走走走らせるらせるらせるらせる石油石油石油石油はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

今今今今、、、、猛烈猛烈猛烈猛烈なななな勢勢勢勢いでいでいでいで発展発展発展発展しているしているしているしているインドインドインドインドでもでもでもでも、、、、１１１１１１１１億以上億以上億以上億以上のののの人人人人がいますがいますがいますがいます。。。。そのそのそのその後後後後ろにろにろにろに控控控控えているえているえているえている新興国新興国新興国新興国

にはにはにはには、、、、約約約約 30303030 億億億億のののの人人人人ががががいますいますいますいます。。。。    

    

    このままこのままこのままこのまま人類人類人類人類がががが、、、、今今今今までまでまでまでたどってきたたどってきたたどってきたたどってきた道道道道とととと同同同同じじじじ発展発展発展発展のののの道道道道をををを進進進進んでいくことはんでいくことはんでいくことはんでいくことは、、、、物理的物理的物理的物理的にににに不可能不可能不可能不可能なことなことなことなこと

はははは明白明白明白明白ですですですです。。。。環境問題環境問題環境問題環境問題だけではありませんだけではありませんだけではありませんだけではありません。。。。地球地球地球地球はははは、、、、もうもうもうもう人類人類人類人類であふれているのですであふれているのですであふれているのですであふれているのです。。。。    

    



 3 

新新新新しいしいしいしい指導原理指導原理指導原理指導原理がががが必用必用必用必用    

    今今今今、、、、世界世界世界世界をををを動動動動かしてかしてかしてかしているいるいるいる指導原理指導原理指導原理指導原理はははは、、、、自由競争原理自由競争原理自由競争原理自由競争原理ですですですです。。。。それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが自由自由自由自由にににに競争競争競争競争してしてしてして個個個個のののの利益利益利益利益をををを追追追追

求求求求すればすればすればすれば、、、、最最最最もももも効率効率効率効率よいよいよいよい社会社会社会社会ができができができができ、、、、全体全体全体全体のののの利益利益利益利益がががが最大最大最大最大になるというになるというになるというになるという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。    

    これはこれはこれはこれは、、、、資源資源資源資源がががが無限無限無限無限にあるということがにあるということがにあるということがにあるということが前提前提前提前提にありますにありますにありますにあります。。。。しかししかししかししかし、、、、人類人類人類人類はははは、、、、そのそのそのその５０５０５０５０万年万年万年万年のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、

始始始始めてめてめてめて地球地球地球地球がががが無限無限無限無限ででででははははないというないというないというないという現実現実現実現実にににに直面直面直面直面ししししましたましたましたました。。。。    

    

限限限限りあるりあるりあるりある地球地球地球地球でででで生生生生きききき延延延延びるためにはびるためにはびるためにはびるためには、、、、新新新新しいしいしいしい指導原理指導原理指導原理指導原理やややや行動原理行動原理行動原理行動原理、、、、倫理観倫理観倫理観倫理観、、、、更更更更にににに問題解決問題解決問題解決問題解決のためののためののためののための

科学技術科学技術科学技術科学技術というものがというものがというものがというものが必要必要必要必要なのですなのですなのですなのです。。。。    しかししかししかししかし、、、、世界世界世界世界をををを支配支配支配支配しているしているしているしている指導原理指導原理指導原理指導原理やややや価値観価値観価値観価値観にににに、、、、疑問疑問疑問疑問をををを呈呈呈呈しししし

てててて、、、、立立立立ちちちち向向向向かうかうかうかうということはということはということはということは、、、、並大抵並大抵並大抵並大抵ののののことではできませんことではできませんことではできませんことではできません。。。。    

    

早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学のののの教旨教旨教旨教旨        

    早稲田早稲田早稲田早稲田にはにはにはには、、、、ごごごご承知承知承知承知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、「「「「学問学問学問学問のののの独立独立独立独立」「」「」「」「学問学問学問学問のののの活用活用活用活用」「」「」「」「模範国民模範国民模範国民模範国民のののの造就造就造就造就」」」」をををを理念理念理念理念としとしとしとしたたたた教旨教旨教旨教旨とととと呼呼呼呼

ばれるばれるばれるばれる憲法憲法憲法憲法のようなものがありますのようなものがありますのようなものがありますのようなものがあります。。。。このこのこのこの「「「「学問学問学問学問のののの独立独立独立独立」「」「」「」「学問学問学問学問のののの活用活用活用活用」「」「」「」「模範国民模範国民模範国民模範国民のののの造就造就造就造就」」」」こそがこそがこそがこそが、、、、新新新新しいしいしいしい

指導原理指導原理指導原理指導原理のののの確立確立確立確立のためにのためにのためにのために、、、、今今今今、、、、最最最最もももも求求求求められていることだとめられていることだとめられていることだとめられていることだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

このこのこのこの教旨教旨教旨教旨はははは、、、、東京専門学校東京専門学校東京専門学校東京専門学校のののの創立創立創立創立３０３０３０３０周年周年周年周年をををを記念記念記念記念してしてしてして、、、、総長大隈重信総長大隈重信総長大隈重信総長大隈重信によってによってによってによって制定制定制定制定されされされされましましましましたたたた。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、そのそのそのその３０３０３０３０年前年前年前年前のののの東京専門学校東京専門学校東京専門学校東京専門学校のののの開校式開校式開校式開校式でででで小野梓小野梓小野梓小野梓がががが、、、、またまたまたまた１１１１１１１１年前年前年前年前のののの早稲田大学開校式早稲田大学開校式早稲田大学開校式早稲田大学開校式でででで、、、、学長学長学長学長のののの

高田早苗高田早苗高田早苗高田早苗もももも、、、、教旨教旨教旨教旨のののの内容内容内容内容とととと同同同同じことをじことをじことをじことを話話話話しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。    またまたまたまた、、、、教旨教旨教旨教旨草案草案草案草案はははは、、、、各科教授各科教授各科教授各科教授からからからから選選選選ばばばば

れたれたれたれた教旨起草委員会教旨起草委員会教旨起草委員会教旨起草委員会によってによってによってによって作成作成作成作成されたそうですされたそうですされたそうですされたそうです。。。。    教旨教旨教旨教旨はははは、、、、大熊重信一人大熊重信一人大熊重信一人大熊重信一人のののの考考考考えではなくえではなくえではなくえではなく、、、、当時当時当時当時、、、、早早早早

稲田稲田稲田稲田のののの教職員教職員教職員教職員のののの間間間間ににににみなぎっていたみなぎっていたみなぎっていたみなぎっていた共通共通共通共通のののの目的意識目的意識目的意識目的意識でありでありでありであり、、、、行動原理行動原理行動原理行動原理だったにだったにだったにだったに違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。    

        

    ところでところでところでところで、、、、早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学のののの校歌校歌校歌校歌はははは、「、「、「、「進取進取進取進取のののの精神精神精神精神」「」「」「」「学学学学のののの独立独立独立独立」「」「」「」「現世現世現世現世をををを忘忘忘忘れぬれぬれぬれぬ久遠久遠久遠久遠のののの理想理想理想理想」「」「」「」「大大大大なるなるなるなる使命使命使命使命

をををを担担担担ひてひてひてひて立立立立てるてるてるてる」」」」とととと、、、、まさにまさにまさにまさに教旨教旨教旨教旨そのものをそのものをそのものをそのものを謳謳謳謳っていますっていますっていますっています。。。。早稲田早稲田早稲田早稲田のののの皆様皆様皆様皆様はははは、、、、毎日校歌毎日校歌毎日校歌毎日校歌をををを歌歌歌歌ってってってって、、、、教旨教旨教旨教旨をををを

徹底徹底徹底徹底させているのですさせているのですさせているのですさせているのです。。。。    

    

１２５１２５１２５１２５年間年間年間年間    教旨教旨教旨教旨をををを実践実践実践実践するするするする早稲田早稲田早稲田早稲田    

    白井白井白井白井総総総総長長長長はははは、、、、「「「「教旨教旨教旨教旨をををを、、、、現代的現代的現代的現代的にににに言言言言いいいい換換換換えるとえるとえるとえると、、、、高高高高いいいい志志志志をもちをもちをもちをもち、、、、自自自自らららら考考考考ええええ行動行動行動行動できるできるできるできる能力能力能力能力をををを養養養養いいいい、、、、人類人類人類人類

のためにのためにのためにのために貢献貢献貢献貢献しししし、、、、地球社会地球社会地球社会地球社会のためにのためにのためにのために生生生生きるきるきるきる人間人間人間人間になることであるになることであるになることであるになることである。。。。」」」」とととと、、、、おっしゃられていますおっしゃられていますおっしゃられていますおっしゃられています。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、

今今今今、、、、人類人類人類人類のののの一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとりにににに求求求求められているめられているめられているめられているものものものものですですですです。。。。    

    

    このようにこのようにこのようにこのように早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学はははは、、、、創立以来創立以来創立以来創立以来、、、、１２５１２５１２５１２５年間年間年間年間、、、、ずうとずうとずうとずうと人間人間人間人間のありのありのありのあり方方方方をををを見見見見つめつめつめつめ、、、、実践実践実践実践してきたのですしてきたのですしてきたのですしてきたのです。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、今今今今、、、、人類人類人類人類のののの危機危機危機危機にににに真正面真正面真正面真正面からからからから立立立立ちちちち向向向向かっているのですかっているのですかっているのですかっているのです。。。。    

    このことがこのことがこのことがこのことが、、、、私私私私がががが、、、、早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学がすばらしいがすばらしいがすばらしいがすばらしい大学大学大学大学だとだとだとだと思思思思わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない理由理由理由理由なのですなのですなのですなのです。。。。    

        

実現実現実現実現するのはするのはするのはするのは皆皆皆皆さんさんさんさん    

    しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの教旨教旨教旨教旨もももも、、、、実際実際実際実際にににに現実現実現実現実のものにならなければのものにならなければのものにならなければのものにならなければ、、、、掛掛掛掛けけけけ声声声声だけでだけでだけでだけで、、、、単単単単にににに絵絵絵絵にににに書書書書いたいたいたいた餅餅餅餅ですですですです。。。。    
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これをこれをこれをこれを実現実現実現実現するのはするのはするのはするのは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん自身自身自身自身なのですなのですなのですなのです。。。。    

    今日入学今日入学今日入学今日入学したしたしたした皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、「、「、「、「自分自分自分自分でででで考考考考ええええ、、、、自分自分自分自分でででで発見発見発見発見しししし、、、、自分自分自分自分でででで行動行動行動行動するするするする悦悦悦悦びびびび」」」」をををを、、、、必必必必ずやずやずやずや、、、、このこのこのこの早稲田早稲田早稲田早稲田

大学大学院大学大学院大学大学院大学大学院においてにおいてにおいてにおいて、、、、感感感感じることとじることとじることとじることと、、、、信信信信じておりますじておりますじておりますじております。。。。    

    

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

    最後最後最後最後にににに、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のますますののますますののますますののますますの精進精進精進精進をををを、、、、おおおお祈祈祈祈りしてりしてりしてりして、、、、おおおお祝祝祝祝いのいのいのいの挨拶挨拶挨拶挨拶にににに代代代代えさせていただきたいとえさせていただきたいとえさせていただきたいとえさせていただきたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

本当本当本当本当ににににおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。    
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For those who do not speak Japanese yet, I will brFor those who do not speak Japanese yet, I will brFor those who do not speak Japanese yet, I will brFor those who do not speak Japanese yet, I will briefly translate what I saidiefly translate what I saidiefly translate what I saidiefly translate what I said to English to English to English to English....    

    

Congratulation Congratulation Congratulation Congratulation onononon your entry to the graduate school of one of the best universities in the world. your entry to the graduate school of one of the best universities in the world. your entry to the graduate school of one of the best universities in the world. your entry to the graduate school of one of the best universities in the world.    

    

Why is Waseda a good university?Why is Waseda a good university?Why is Waseda a good university?Why is Waseda a good university?    

What makes the deference between the undergraduate and What makes the deference between the undergraduate and What makes the deference between the undergraduate and What makes the deference between the undergraduate and the the the the graduate studies?graduate studies?graduate studies?graduate studies?    

    

AAAAt undergraduatt undergraduatt undergraduatt undergraduateeee, y, y, y, you are lecturedou are lecturedou are lecturedou are lectured, you are taught, you are taught, you are taught, you are taught and and and and you have to follow it you have to follow it you have to follow it you have to follow it; ; ; ; it may be a hardship for it may be a hardship for it may be a hardship for it may be a hardship for 

most.most.most.most.    

        

On the other hand, On the other hand, On the other hand, On the other hand, graduate school is a place for you to study or do research by yourselves. graduate school is a place for you to study or do research by yourselves. graduate school is a place for you to study or do research by yourselves. graduate school is a place for you to study or do research by yourselves. Think by Think by Think by Think by 

yourselves and find a solution by yourselves. It gives youyourselves and find a solution by yourselves. It gives youyourselves and find a solution by yourselves. It gives youyourselves and find a solution by yourselves. It gives you a great pleasure.  a great pleasure.  a great pleasure.  a great pleasure. IIIIt is a pleasure to find the t is a pleasure to find the t is a pleasure to find the t is a pleasure to find the 

trtrtrtruuuuthththth....    

    

Those who Those who Those who Those who experienced experienced experienced experienced this pleasure will be able to work in any field positivelythis pleasure will be able to work in any field positivelythis pleasure will be able to work in any field positivelythis pleasure will be able to work in any field positively,,,, finding solutions for any  finding solutions for any  finding solutions for any  finding solutions for any 

problems.problems.problems.problems.    

    

        

The human being is facing a The human being is facing a The human being is facing a The human being is facing a hugehugehugehuge problem problem problem problem never experienced in the past. It is t never experienced in the past. It is t never experienced in the past. It is t never experienced in the past. It is the lack of resources on he lack of resources on he lack of resources on he lack of resources on 

the earth.the earth.the earth.the earth. The earth can no longer sustain the economic development for the growing  The earth can no longer sustain the economic development for the growing  The earth can no longer sustain the economic development for the growing  The earth can no longer sustain the economic development for the growing populationpopulationpopulationpopulation in the  in the  in the  in the 

way it allowed in the past.way it allowed in the past.way it allowed in the past.way it allowed in the past.    

    

The principle of free competition, todayThe principle of free competition, todayThe principle of free competition, todayThe principle of free competition, today’’’’s governing principle of the world, worked well in the worlds governing principle of the world, worked well in the worlds governing principle of the world, worked well in the worlds governing principle of the world, worked well in the world    

without limitation. without limitation. without limitation. without limitation.  In the environments of the limited resources, w In the environments of the limited resources, w In the environments of the limited resources, w In the environments of the limited resources, we need a new guiding principlee need a new guiding principlee need a new guiding principlee need a new guiding principle. . . .  It  It  It  It 

is a is a is a is a very very very very difficult taskdifficult taskdifficult taskdifficult task to establish a new principle against  to establish a new principle against  to establish a new principle against  to establish a new principle against the the the the existing values.existing values.existing values.existing values.    

    

Waseda has the declaration of mission. Waseda has the declaration of mission. Waseda has the declaration of mission. Waseda has the declaration of mission.     

It says, “It says, “It says, “It says, “Waseda UniversityWaseda UniversityWaseda UniversityWaseda University aims to uphold the independence of learning, and to promote the practical  aims to uphold the independence of learning, and to promote the practical  aims to uphold the independence of learning, and to promote the practical  aims to uphold the independence of learning, and to promote the practical 

utilization of knowledge and good citizenship.” utilization of knowledge and good citizenship.” utilization of knowledge and good citizenship.” utilization of knowledge and good citizenship.”     

    

President Shirai says that the declaration means, in modern words, President Shirai says that the declaration means, in modern words, President Shirai says that the declaration means, in modern words, President Shirai says that the declaration means, in modern words, to uphold high objectives and to to uphold high objectives and to to uphold high objectives and to to uphold high objectives and to 

build up of character which enabuild up of character which enabuild up of character which enabuild up of character which enables one to enlighten oneself and to act by one’s own judgment, to bles one to enlighten oneself and to act by one’s own judgment, to bles one to enlighten oneself and to act by one’s own judgment, to bles one to enlighten oneself and to act by one’s own judgment, to 

promote the welfare of mankind, and to extend ones influence and activity to the world at large.promote the welfare of mankind, and to extend ones influence and activity to the world at large.promote the welfare of mankind, and to extend ones influence and activity to the world at large.promote the welfare of mankind, and to extend ones influence and activity to the world at large.    

    

This is just what we should beThis is just what we should beThis is just what we should beThis is just what we should be in the crisis of mankind, the lack of resources in the crisis of mankind, the lack of resources in the crisis of mankind, the lack of resources in the crisis of mankind, the lack of resources....    
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The declarThe declarThe declarThe declarationationationation, which, which, which, which was made public by the founder was made public by the founder was made public by the founder was made public by the founder,,,, has been followed for generations to date by all  has been followed for generations to date by all  has been followed for generations to date by all  has been followed for generations to date by all 

Waseda people.  Waseda people.  Waseda people.  Waseda people.      

    

Waseda, since its fWaseda, since its fWaseda, since its fWaseda, since its foooounding, unding, unding, unding, has been looking for what has been looking for what has been looking for what has been looking for what man should beman should beman should beman should be and  and  and  and cultivating people in cultivating people in cultivating people in cultivating people in 

accordance with itsaccordance with itsaccordance with itsaccordance with its belief belief belief belief,,,, and Waseda and Waseda and Waseda and Waseda    is is is is facing,facing,facing,facing,    todaytodaytodaytoday,,,, directly the crisis of mankind.  directly the crisis of mankind.  directly the crisis of mankind.  directly the crisis of mankind.         

    

This is why I believe Waseda is one of the best universities. This is why I believe Waseda is one of the best universities. This is why I believe Waseda is one of the best universities. This is why I believe Waseda is one of the best universities.   

  

However if you do not realize the belief, it will be only a fruitless call. However if you do not realize the belief, it will be only a fruitless call. However if you do not realize the belief, it will be only a fruitless call. However if you do not realize the belief, it will be only a fruitless call.     

It is you that make the belief reality. It is you that make the belief reality. It is you that make the belief reality. It is you that make the belief reality.     

    

I I I I am sure am sure am sure am sure you will findyou will findyou will findyou will find, at t, at t, at t, at this University, his University, his University, his University, the pleasurethe pleasurethe pleasurethe pleasure    to think by yourselves, to find solutions by to think by yourselves, to find solutions by to think by yourselves, to find solutions by to think by yourselves, to find solutions by 

yourselves and to act according to your yourselves and to act according to your yourselves and to act according to your yourselves and to act according to your own own own own beliefbeliefbeliefbelief together with your colleges. together with your colleges. together with your colleges. together with your colleges.    

    

CoCoCoCongratulation onngratulation onngratulation onngratulation oncececece again for your entry to this university. again for your entry to this university. again for your entry to this university. again for your entry to this university.    

    

    


