
 
 

京都外国語大学 外国語学部 入学式 学長式辞（邦文） 

平成３０年４月１日 森田記念講堂 

 

 新入生の皆さまのご入学を心よりお祝い申し上げます。また本日、京都外国語大学外国語

学部の入学式にご参集賜りました保証人の皆さま、森田嘉一理事長・総長ご夫妻、ご来賓の

皆さまに厚くお礼申し上げます。本学園は昨年 5 月に創立 70 周年を迎え、2018 年は新たな

歴史のはじまりともいえる特別な年です。その記念すべき年に入学された皆さまには、我々

教職員と共に世界平和の構築に貢献するための様々な活動に取り組んでいただきたいと思

います。 

 創立者である森田一郎・倭文子夫妻は、甚大な被害と多数の犠牲者をもたらした第二次世

界大戦後間もない 1947 年 5 月に、様々な国や地域との連携・協働を通して世界平和の構築に

貢献するという決意のもと、「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」を建学の

精神に掲げ、本学の前身である京都外国語学校を創立しました。 

 建学の精神には、「良好なコミュニケーションとコミュニティエンゲージメント（様々な

国や地域との連携・協働）を通して世界に平和をもたらす」という創立者の想いが込められ

ています。世界の平和は、相互理解の「積み重ね」によって成り立つものであるといえます。

本学では相互理解の積み重ね、つまり一方向型の文化理解ではなく、多文化理解を追求して

います。過去の人々や異なる文化・価値観を持つ他国の人々がどのように世界を捉えている

のか、多角的な学びに重きを置いているのです。本学は創立時から今日に至るまでこの理念

を掲げ、種々の取り組みに注力してまいりました。 

 本学の基盤である「外国語学部」及び新設の学部である「国際貢献学部」が両輪となり、

本日まさに新たな歴史の扉が開かれました。新入生の皆さまは、後に続く未来の学生たちに

とっての「先輩」として、特別な責任を負われることになります。その責任とは、教室やキ

ャンパスの内外での様々な学習や研究に邁進することです。本学園のさらなる発展に向けて

新たな機会を共に創り出していきましょう。 

 本学の要ともいえる外国語学部の発展は、学園の変革において重要かつ大きな部分を占め

ています。70 年目を迎えた建学の精神は、私たちが世界各地と相互に連関していることを常

に認識させてくれると同時に、その相互連関性がもたらす多種多様な機会を有効に活用する

ためには、世界市民意識と国境の壁を越えた多文化間の連携が私たちに求められていること

も認識させてくれています。 



 
 

 グローバル社会の第一線で活躍するための条件として、皆さまは批判的思考や異文化間リ

テラシー、デジタル・リテラシー、そしてチームビルディングのための共同作業等、様々な

スキルを学ぶことになります。また共通のプロジェクトで協働する方法や、学習のための技

術を活用する方法等を学びます。当カリキュラムは、「何を学ぶ必要があるか」はもちろん

のこと、「どのように教え、どのように学ぶか」をより重視しています。 

 また本学は、「地球市民教育」に関するプログラムにも取り組んでいます。「地球市民教育」

プログラムの目的は、現在緊急度の最も高い 3 つの課題、すなわち「気候変動」「拡大する

経済格差」「悪化の一途をたどる社会的暴力」について学び、学生たちが将来、積極的な役

割を果たすことができるようその準備を整えることにあります。本学は「学習者が国際的な

諸問題に向き合い、その解決に向けて地域レベル及び国際レベルで積極的な役割を担える人

間に成長することで、平和的で寛容かつ包括的で安全な世界の構築に率先して貢献できる人

材」の育成に取り組みます。私たちは、一人の人間として、大学コミュニティとして、そし

て他の多くのコミュニティの一員として、この目標に向かって邁進していきます。 

 

 最後に、京都市と多くの共通点を持つブータンの国王の名言をご紹介したいと思います。 

「国民総幸福量（GNH）は、国民総生産（GNP）よりも重要な尺度であると考えます。今日 GNH

は多くの人々にとって様々な事を意味するようになりましたが、私には極めてシンプルに、

価値観と共存関係にある発展を意味しています。したがって、今日の我が国にとって GNH は、

思いやりや平等、人権といった基本的価値と経済成長の追求との間の架け橋の役割を担って

いるといえます。GNH は、より良い未来のために賢明な選択ができるよう国民全体を導いて

くれる良心の役割を果たすものといえましょう。 

 

 本学が目指す変革とは、「PAX MUNDI PER LINGUAS」という普遍的な価値観と共にある発展な

のです。皆さまは絶好の時期に本学へ入学されました。建学の精神を胸に、学生と教職員が

一丸となって本学園をさらなる高みへと導いていきましょう。また、来るべき新たな時代の

課題に備えるべく、京都外国語大学というコミュニティを育てていきましょう。 

 本日はご入学誠におめでとうございます。ご清聴いただき、ありがとうございました。 

 

学長 松 田  武 



 

京都外国語大学 国際貢献学部 入学式 学長式辞（邦文） 

平成３０年４月２日 森田記念講堂 

 

 

 新入生の皆さまのご入学を心よりお祝い申し上げます。また本日、京都外国語大学国際貢

献学部の入学式にご参集賜りました保証人の皆さま、森田嘉一理事長・総長ご夫妻、ご来賓

の皆さまに厚くお礼申し上げます。本学園は昨年 5 月に創立 70 周年を迎え、2018 年は新たな

歴史のはじまりともいえる特別な年です。その記念すべき年に入学された皆さまには、我々

教職員と共に世界平和の構築に貢献するための様々な活動に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 創立者である森田一郎・倭文子夫妻は、甚大な被害と多数の犠牲者をもたらした第二次世

界大戦後間もない 1947 年 5 月に、様々な国や地域との連携・協働を通して世界平和の構築に

貢献するという決意のもと、「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」を建学の

精神に掲げ、本学の前身である京都外国語学校を創立しました。 

 建学の精神には、「良好なコミュニケーションとコミュニティエンゲージメント（様々な国

や地域との連携・協働）を通して世界に平和をもたらす」という創立者の想いが込められて

います。世界の平和は、相互理解の「積み重ね」によって成り立つものであるといえます。

本学では相互理解の積み重ね、つまり一方向型の文化理解ではなく、多文化理解を追求して

います。過去の人々や異なる文化・価値観を持つ他国の人々がどのように世界を捉えている

のか、多角的な学びに重きを置いているのです。本学は創立時から今日に至るまでこの理念

を掲げ、種々の取り組みに注力してまいりました。 

 新たな学部「国際貢献学部」と「外国語学部」が本学の両輪となり、本日まさに新たな歴

史の扉が開かれました。新入生の皆さまは、後に続く未来の学生たちにとっての「先輩」と

して、特別な責任を負われることになります。その責任とは、教室やキャンパスの内外での

様々な学習や研究に邁進することです。本学園のさらなる発展に向けて新たな機会を共に創

り出していきましょう。 

 

 ここで、「国際貢献学部」についてご説明させていただきたいと思います。ご存知のとおり、

本学部は「グローバルスタディーズ学科」「グローバル観光学科」という２つの学科で構成さ

れています。 

 まずグローバルスタディーズ学科は、ハーバード大学大学院の新規教育プログラムを手本

とした教育内容で構成されています。コミュニティエンゲージメントの概念は、同大学院の

国際教育政策プログラムディレクターであるフェルナンド・ライマーズ教授によって考案さ

れました。本プログラムは当初小中学校向けに開発され、21 世紀において成功の鍵を握る様々

な能力、たとえば「個人と社会」あるいは「自己と他者」との相互関係を築くための対人能

力、そして個人の「自律性」や「主体性」等を身につけ、向上させることを目的としていま

す。同大学院のカリキュラムは、グローバルスタディーズ学科の理念につながる先進的な内



容といえるでしょう。 

 次にグローバル観光学科は、国連世界観光機関（UNWTO）が掲げる理念に沿っています。UNWTO

とは、世界の人々に広く開かれた、持続可能な観光開発の推進を目的とした国連の専門機関

で、観光分野の振興を平和構築の手段と捉えています。そして国連の開発目標のひとつであ

る貧困の撲滅等の目標を達成するために、開発途上国の観光分野の振興・発展に注力してい

ます。当学科の特色のひとつに、マレーシアやインドネシア、タイ、ラオス、ベトナムなど

海外の様々な大学における観光学部の教員や学生と協働し、お互いに学び合える多彩なプロ

グラムがあります。 

 日本はもちろんのこと、世界各国から多くの観光客が訪れる京都は、多文化交流の機会に

恵まれています。約 2000 年前の古代ローマ帝国時代の哲学者であるセネカが「真の友情の最

もすばらしい特長のひとつは、理解することと理解されることである」と説いたように、日

本について学んでいる人々の学習を手助けするには、私たち自身が日本という国を学ぶこと

が大切です。そうすることで、多文化理解への道が開かれることでしょう。 

 また、グローバル社会の第一線で活躍するための条件として、皆さまは批判的思考や異文

化間リテラシー、デジタル・リテラシー、そしてチームビルディングのための共同作業等、

様々なスキルを学ぶことになります。その他、共通のプロジェクトで協働する方法や、学習

のための技術を活用する方法等も学びます。当カリキュラムは、「何を学ぶ必要があるか」は

もちろんのこと、「どのように教え、どのように学ぶか」をより重視しています。 

 さらに本学は、ユネスコの推奨する「地球市民教育」に関するプログラムを正課として提

供しています。「地球市民教育」プログラムの目的は、現在緊急度の最も高い 3 つの課題、す

なわち「気候変動」「拡大する経済格差」「悪化の一途をたどる社会的暴力」について学び、

学生たちが将来、積極的な役割を果たすことができるようその準備を整えることにあります。

本学は「学習者が国際的な諸問題に向き合い、その解決に向けて地域レベル及び国際レベル

で積極的な役割を担える人間に成長することで、平和的で寛容かつ包括的で安全な世界の構

築に率先して貢献できる人材の育成」に取り組みます。私たちは、一人の人間として、大学

コミュニティとして、そして他の多くのコミュニティの一員として、この目標に向かって邁

進していきます。 

 最後に、京都市と多くの共通点を持つブータンの国王の名言をご紹介したいと思います。 

「国民総幸福量（GNH）は、国民総生産（GNP）よりも重要な尺度であると考えます。今日 GNH

は多くの人々にとって様々なことを意味するようになりましたが、私には極めてシンプルに、

価値観と共存関係にある発展を意味しています。したがって、今日の我が国にとって GNH は、

思いやりや平等、人権といった基本的価値と、経済成長の追求との間の架け橋の役割を担っ

ているといえます。GNH は、より良い未来のために賢明な選択ができるよう国民全体を導いて

くれる良心の役割を果たすものといえましょう。」 

 本学が目指す変革とは、「PAX MUNDI PER LINGUAS」という普遍的な価値観と共にある発展なの

です。皆さまは絶好の時期に本学へ入学されました。建学の精神を胸に、学生と教職員が一

丸となって本学園をさらなる高みへと導いていきましょう。また、来るべき新たな時代の課

題に備えるべく、京都外国語大学というコミュニティを育てていきましょう。 

 本日はご入学誠におめでとうございます。ご清聴いただき、ありがとうございました。
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京都外国語短期大学 入学式 学長式辞（邦文） 

平成３０年４月１日 森田記念講堂 

 
 

新入生の皆さまのご入学を心よりお祝い申し上げます。また本日、京都外国語短期大学の入

学式にご参集賜りました保証人の皆さま、森田嘉一理事長・総長ご夫妻、ご来賓の皆さまに厚

くお礼申し上げます。 

 本学園は、昨年５月に創立 70 周年を迎え、創立時から今日に至るまで築いてきた基盤を守

りながら、学園のさらなる発展を目指して大きな変革に乗り出しました。皆さまは絶好のタイ

ミングで本学に入学されたといえるでしょう。 

 ご存知のとおり世界は今、グローバル化の一途をたどっており、めまぐるしく変わり続けて

います。グローバル化はこの先も止まることはないと私は確信しています。それゆえに変化す

る世界とともに、私たち自身も変わっていく必要があるのです。 

変化と聞くと少し緊張し、身構えてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。しかし

変化を恐れてはいけません。この変化から誰一人として置き去りにされることはありません。

この機会に学生の皆さまにそう申し上げておきたいと思います。 

 

本学園の創立者である森田一郎・倭文子夫妻は、世界の地域社会に甚大な被害をもたらした

第二次世界大戦後に、グローバル・コミュニティと連携・協働することにより、世界平和の構

築に貢献する決意を固めました。創立者はこの決意を「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世

界の平和を）」という言葉で表し、建学の精神として掲げました。相互理解を礎とした良好な

コミュニケーションによって世界の平和を実現するというこの崇高な「夢」を新入生の皆さま

もぜひ共有してください。 

 PAX MUNDI PER LINGUAS の概念は、人々の大半がごく限られた少数のエリート集団に依存するよ

うな世界を創ることではありません。持続可能な平和というものは、良好なコミュニケーショ

ンを礎とした地域社会全体のリーダーシップによって創られるものなのです。 

本学には、世界市民を育てるための教育の三本の柱があります。一つ目は、「多言語の外国

語教育」です。二つ目は、哲学や政治学、国際問題などの人文・社会科学に関する「教養教育」

です。そして三つ目は「社会貢献活動への積極的な参加」です。本学の社会貢献を行うグルー

プはすでに精力的に活動しており、皆さまの参加を心待ちにしています。例えば、外国人観光

客に英語で観光案内をする「Free Guide Club」や、日本在住の外国人（ブラジル人）生徒が日本



 

社会で活躍できるように進学などのサポートを行う「Vínculo de Latino」、貧困層の住居問題の解

決を目指す「Kyoto Gaidai Habitat」などです。国際問題を解決するための方策を探求する「社会貢

献活動」に自身が関わることは、世界市民としての理解の向上につながります。では、世界市

民とは一体何なのでしょうか。 

 例えば、オックスフォード大学の教育関係者や社会活動家たちは、第二次世界大戦下で、戦

禍に巻き込まれ、飢えに苦しむ人々を救うため、小規模な社会貢献活動を始めました。この団

体は「オックスファム」という名称で今日に至るまで様々な取り組みを活発に展開しています。 

 世界市民というのは、個々での学びだけではなく、大学の体系だった学びも大切にします。

そして、世界の動きや現状に対して高い意識を持ち、地域と国際的コミュニティは密接につな

がっていることを理解しています。また、人類や自然の多様性を尊重し、自発的に地域やコミ

ュニティに加わり、より良い世界を築くという責任を担っていることも知っています。 

 世界市民になるためには、創造的かつ能動的になれるよう心を大きく開いておかなければな

りません。そして地域や国際社会のパートナーやチームと協働し、問題を解決するためには、

物事を分析的に考え、自分の意思を効果的に伝える力が求められます。教室の内外で行われる

様々なアクティブラーニングは、これらのスキルや才能を向上させる有効な手段です。 

 皆さまがこれから培われる世界市民としてのスキルは、卒業される年、つまりオリンピック

で世界中の人々が日本を訪れる 2020 年に発揮されることになるでしょう。世界市民は、地域的、

国際的見地に立って国内外の問題を理解し、国や民族の垣根を越えて、世界中の人々と良きパ

ートナーとなれるのです。これこそが、私の理想とする未来のあり方です。 

 

 私たち教職員は、皆さまが世界市民となれるように、全面的にサポートしたいと考えており

ます。皆さまには、キャンパスで積極的に外国語を話していただきたいと思います。本学は、

国外に出ずとも国際的な経験ができるキャンパスを目指して環境を整備してまいります。京都

外国語短期大学という「コミュニティ」の一員として、新入生の皆さまが様々な貢献活動に取

り組まれることを期待しています。 

 

献身的な地域市民、世界市民になるために、皆さまの大学生活が意義あるものとなることを

願っております。どうか希望を持って大学生活を謳歌していただきたいと思います。本日はご

入学誠におめでとうございます。ご清聴いただき、ありがとうございました。 

学長 松 田  武 



 

 
 

  京都外国語大学大学院 入学式 学長式辞（邦文） 

平成３０年４月２日 中ホール（R741） 

 

新入生ならびに保証人の皆さま、森田嘉一理事長・総長ご夫妻、ご来賓の皆さま、本日は京

都外国語大学大学院入学式にご参集くださいましてありがとうございます。そして、新入生な

らびに保証人の皆さまには、数ある大学院の中から本学を選んでくださったことに対しまして、

深く感謝申し上げます。本学の教職員を代表して、歓迎とお祝いの言葉を述べさせていただき

ます。 

 本学は、多数の犠牲者と荒廃をもたらした第二次世界大戦後間もない 1947 年 5 月に京都外

国語学校として創立されました。創立者は、学生と教員、職員の三者が一丸となって、世界の

人々が平和な日々を過ごせるように貢献していきたいと強く心に決めました。 

 そして本学は、建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」と

いう壮大なビジョンを掲げ、歩み出しました。この精神は、紛争は解決することが可能であり、

戦争は避けることができるものであるという創立者の固い信条を表しています。良好なコミュ

ニケーションと相互理解が、グローバルかつ持続可能なネットワークの構築につながると考え

ています。 

 これから本学の大学院で様々な研究課題を選ばれるにあたり、皆さまには研究を通して、ど

うすれば言語や文化への理解が深まるかを真剣に考えていただきたいと思います。また、言語

や文化の異なる人々とのコミュニケーションを円滑にし、平和的に紛争を解決できる世界にす

るために、自分の研究がどのように貢献できるのかについても考えていただきたいと思います。

そして、平和な多文化社会を構築するための行動を起こしてください。 

 2016 年３月 11 日、スイス・ジュネーブの国際・開発研究大学院にノーベル平和賞受賞者ら

が一堂に会し、人権をテーマとした討論会が行われました。国連主催のこの討論会にはダラ

イ・ラマ 14 世が出席され、あたたかい心、忍耐、許しなど、内なる価値を高める教育を大切

にすべきであると強調されました。また、ダライ・ラマ 14 世は、次のようなアドバイスをさ

れました。 

 「私は仏教僧ですが、ただ祈るだけで世界が平和になるとは思っていません。それよりも大

切なのは、熱意を持って取り組み、自信を持って行動を起こすことです。」 

 この言葉のように、私は新入生の皆さまが社会貢献に関わる行動を起こされることを期待し

ています。決して孤立せず、自身の研究だけにとどまることなく、コミュニティ中心の社会を

築くことに力を注いでください。 

 

 ここで皆さまに三つの提案をしたいと思います。まず一つ目は、自身の研究を豊かなものに

する方法を探求することです。著名な講師の講演やセミナー、PAX MUNDI プロジェクトと称す

る準正課活動など、本学では様々な特色のある教育や活動を行っています。それらの情報を大

学の WEB サイトなどでチェックし、積極的に参加してください。 

 二つ目は、学部生や留学生たちと知り合いになる機会を持つことです。大学院の教員は学部

生の授業も担当していますので、その授業の見学や補助として教員の助手をしてもよいか尋ね

てみてください。なぜならば教育経験を積む最善の方法は、教えることだからです。 



 

 
 

 三つ目は、皆さまの研究を学部生に知ってもらうためのイベントを企画することです。自身

の研究を語り、学部生たちを鼓舞することで、彼らが将来のビジョンを持って卒業論文に取り

組む良い刺激となり、大学院へ進学し、研究者の道を歩むきっかけにもなるでしょう。 

 私がこのような提案をしたとき、決まって次のような反応が返ってきます。 

「学長、それは良いアイデアですね。ご提案ありがとうございます。しかし、私は今とても

忙しいのです」と。 

 どれだけ忙しいと感じる時があっても、グローバルな学術コミュニティで活躍する先輩たち

のアドバイスには必ず耳を傾けてください。時間をうまく使いこなせると、心に余裕が生まれ

ます。そうすれば、予期せぬ学びのチャンスを得ることができるでしょう。大学院生、学部生

という垣根を取り払い、平和構築のためのコミュニティ活動に皆さまも加わってください。 

 

 建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS」は、持続可能な平和というものは良好なコミュニケーシ

ョンを礎とした地域社会全体のリーダーシップによって創られるものであることを表してい

ます。私たちは皆、良き世界市民としてグローバルな学術コミュニティでリーダーシップを発

揮することが求められています。また、学者や研究者として建学の精神を実行に移すことで、

社会に対しての責任を果たすことになります。人類の輝かしい未来のために、各々が大切な役

割を担っているのです。 

 研究を行う際には、地域的および国際的な視点から捉えることが必要不可欠です。積極的に

国際学術誌を読んだり、国際学会へ参加したり、自身の研究内容を分かち合える仲間を見つけ

ることで、グローバルな視野が広がることでしょう。国や民族の垣根を越え、学問や研究とい

う分野を通して、世界中の人々の良きパートナーとなってください。 

 

また、ダライ・ラマ 14 世は、今日の国際社会が抱える厳しい現実をふまえて、次のような

言葉を述べられました。 

「たとえ小さな声でも、声を上げるということが大切です。世界はすべて順調だという人た

ちもいますが、それは間違いであり、私たちは多くの問題を抱えています。私たちはどこ

で間違ったのか、私たちにはどんな資質が欠けているのか、どうして人権侵害が起きるの

かを問わなければなりません。この問いに答えて平和を築くには、智慧と慈悲の心が必要

です」。 

 国際的なアカデミック・コミュニティのために自己研鑚を積まれることを期待しています。 

  

 最後に、皆さまに挑戦していただきたいことをお伝えします。社会貢献のために現実の世界

と理想の世界とのギャップを埋める努力をすることを自身の大学院生としての課題のひとつ

としてください。 

 改めて本学を代表して、新入生の皆さまのご入学を心から歓迎いたします。また、希望に満

ちあふれた大学院生活を送られることを願っております。ご清聴いただき、ありがとうござい

ました。 

 

学長 松 田 武 




