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令和 2年度 埼玉大学卒業式・大学院修了式 学長式辞 

 

本日、ここに卒業式、修了式を迎えられた皆さん、誠におめでとうございます。

学部卒業生 1516 名、修士課程、博士前期課程、専門職学位課程修了生 552 名、

博士後期課程修了生 33 名の方々が本学を巣立って行かれます。このうち留学生

は、学部 26 名、修士課程、博士前期課程 98 名、博士後期課程 11 名であり、バ

ングラデシュ、ブラジル、中国、コロンビア、インド、インドネシア、韓国、マ

レーシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、パキスタン・イス

ラム、ロシア、スリランカ、タイ、トルコ、英国、ベトナムの国から本学に留学

された方々です。 

卒業生、修了生の皆さんをこれまで支えてこられたご家族の皆様、関係者の皆

様にも、教職員を代表して心からのお祝いと感謝を申し上げます。 

 国内最初の新型コロナウイルス感染者が確認されてから一年あまりが過ぎま

したが、今でも多くの方々が病床にあり、医療従事者がその治療に全力を尽くし

ておられます。感染症拡大防止のため、本学としても皆さんに大学への入構禁止

などの制約を課さざるを得ず、本年度の授業は多くがオンラインで実施してま

いりました。キャンパスでの交流もままならない日々が続き、卒業式、修了式も

このように代表者のみの出席というかたちとなりました。学問の師や友人と出

会い、親交を深め、学問を究め、コロナ禍という大変な状況にあっても様々な活

動に力を注いでこられた皆さんの巣立ちの日、人生の大切な節目を、一堂に会し

てともに喜びを分かち合うことができないのは痛恨の極みです。しかし、これも

感染防止のために甘受せざるを得ないことでもあります。 

 

 さて、本日、輝かしい未来に向けて、新しい扉を開けて旅立っていく皆さんへ

のはなむけの言葉として、「学び続けるモチベーション」と「考える力」につい

て述べたいと思います。 

  

 新型コロナウイルスの感染拡大によって、社会システムは甚大な影響を受け

るとともに、これに対応すべく多くの新しい試みも行われてきました。今後、感

染症が収まったとしても、感染症対策として取られたさまざまな施策は、これか

らの社会の在り方を変えていくに違いありません。例えば、グローバル化はあら

たな局面を迎えることとなり、リモートワークやオンライン授業といった遠隔

による活動の経験によって、社会におけるデジタル・トランスフォーメーション

は大きく歩を進めていくことでしょう。こうした変化の中で、持続可能な社会と

は何なのか、そのためになすべきことは何かということが、改めて問われていま

す。私たちは、これまで以上に真摯にこの問いに向き合い、一人ひとりが解を求

めていかなければなりません。 

また、今、私たちは第４次産業革命がもたらす新しい時代に突き進もうとして

います。ここでは、デジタル技術の進歩を基盤として、人と全てのモノが繋がる 

IoT(Internet of Things)や人工知能を活用し、大量に収集されたデータを基に
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した様々な取り組みが進められていきます。ネットワークやビッグデータを介

して我々の生活は一変するに違いありません。しかし、デジタル技術によっても

たらされた変革は、生活をより便利で快適にする反面、働き方、さらには生き方

にも多大な影響を与え、私たちはそれに否応なしに向き合わなければならない

のも事実です。いつの時代も新しい産業が生まれる一方で、衰退する産業があり、

それによって必要とされるスキルセット、知識も変化します。現在、そして今後

はそのスピードが更に加速していくと考えられます。また、ギグワーカーの増加

や、ジョブ型雇用の拡大などによって、雇用の仕組みも大きく変化していきます。

では、そうした社会変革の時代を、私たちはどう生きていくべきなのでしょうか。 

ひとつ目に必要なことは、「学び続けるモチベーション」です。ピュリツァー

賞を三度受賞しているアメリカのジャーナリストであるトーマス・フリードマ

ンは自身の著書「遅刻してくれて、ありがとう 常識が通じない時代の生き方」

（日本経済新聞出版，2018 年）の中で、テクノロジーの進化、グローバリゼー

ション、気候変動が加速する現代では、生涯、働く能力を維持するためには、自

ら学ぶこと、そして絶え間ない再学習、つまり当事者意識を持って一生学び続け

ることが必要であるとしています。また、彼は、「大きな格差はやる気の格差、

セルフ・モチベーションの格差であり、気概、忍耐力のある人間は、無料もしく

は低コストのオンライン・ツールで、一生ずっと創造し、協力し、学び続ける」

とも述べています。人生の目標を持ち、「学び続けるモチベーションを高く持つ

こと」が皆さんの未来を切り拓く力になるということです。 

そして、その目標の達成のため、これからの社会の中で自律的に生き抜くうえ

でもうひとつ必要なこと、それは「考える力をつけること」です。「加速の時代」

はまた、「予測困難な時代」でもあります。そうした時代を自律的に生きるため

には、自ら考えて意思決定し、行動することが重要です。目の前の事象、未知の

物事に対する関心と、それらを受容する柔らかな心を持って、事象の根源にある

本質を見極めるという姿勢を持ち、考える力を涵養することが必要です。 

また、皆さんがこれから直面するであろう課題は、仕事におけるものであれ、

社会課題であれ、それを解決するにはひとつの学問領域だけでは不可能です。例

えば、今後 AI についての研究が進み、あらゆる分野での応用的社会実装が進む

にあたっては、法律、倫理を含む、様々な社会科学的、人文科学的なアプローチ

が必要になり、学際的な展開が必須となります。これから大学院へ進学する方は、

自分自身の専門を深めるとともに、他分野への関心と敬意を持って学び考えて

いってください。また、これから社会へ出る方は、本学で学んだこと、経験した

ことを生かしつつ、自らの人生の目標を持つことでモチベーションを高く保ち、

広くそして遠くを見通すまなざしを持って考え、学び続けてください。 

 

最後になりますが、皆さんが過ごした本学のキャンパスは、皆さんの人間形成

の原点であると同時に、これからも皆さんのふるさとであり続けます。時には、

緑多い埼玉大学のキャンパスで教員、友人、多くの人たちと交わった青春の貴重

な日々を思い出してください。また、将来苦しいことがあっても、本学での学問
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を通して幅広い教養を身につけ、困難や葛藤を乗り越えて生きる力を培ってき

た経験を思い出すことで、新たな一歩を踏み出す強さと勇気を持てるものと信

じています。折につけ、大学に足を運んでください。ふるさとはいつでも皆さん

をあたたかく迎え、そして、いつの日もエールを送り続けます。 

 

皆さんが、埼玉大学の卒業生、修了生として、これからの人生を逞しく、そし

て朗らかに生きていくことを心より祈念しつつ式辞といたします。 

 

本日は、ご卒業、修了誠におめでとうございます。 

 

令和 ３ 年 ３ 月２５日 

埼玉大学長 坂井 貴文
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President’s Address at the Saitama University Graduation Ceremony 
for the academic year 2020 

 
Congratulations to everyone celebrating their graduation and completion here today. Today 

we are celebrating the completion of 1516 Bachelor’s degrees, 552 Master’s degrees, and 33 
Doctoral degrees, of which 26 Bachelor’s degrees, 98 Master’s degrees, and 11 Doctoral 
degrees were completed by international students from Bangladesh, Brazil, China, Colombia, 
India, Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russia, 
Sri Lanka, Thailand, Turkey, UK and Viet Nam.  

On behalf of all our staff, I would like to express my sincere appreciation and gratitude to 
the family and friends who supported you throughout your journey. 

More than a year has passed since the first case of COVID-19 was confirmed in Japan. Many 
people remain in hospital and healthcare professionals continue to work tirelessly to provide 
treatment. Here at the university, we were forced to implement stringent measures to prevent 
the spread of the virus. Entry to the campus has been restricted, and most classes were 
conducted online. For many months, the campus has remained silent, and here we are on the 
day of graduation, with only a handful of representatives able to participate. During your time 
here, you have connected with teachers and friends, made lasting friendships, deepened your 
knowledge, and even during the pandemic have continued to use your time with intent and 
purpose. This day of departure marks an important milestone in your life, and not being able 
to share that with you in person is a matter of great personal regret. Yet, this is something we 
must bear to slow the spread of the virus.  

 
Now, as you stand on the threshold of your bright future, I would like to gift you some words 

of wisdom to carry with you as you go: “keep learning” and “keep thinking.” 
 
The spread of COVID-19 has had a tremendous impact on social systems, and we have seen 

many new endeavours as society tries to adapt. Many measures that were implemented to 
prevent the spread of the virus will undoubtably remain in place even after the virus no longer 
poses a threat. We are welcoming in a new era of globalization, and the normalization of work-
from-home and online learning experiences has significantly advanced the digital 
transformation of society. These changes make us question once again what it is that defines 
a sustainable society, and how we can achieve that. It is imperative that we face these questions 
head on, and that each of us seeks out a viable solution.  

Right now, we are entering a new era, ushered in by the Fourth Industrial Revolution. The 
progress of digital technology is at the foundation of this new era, and plans and proposals are 
to be based on mass data collected from AI and IoT (Internet of Things) - technology that 
connects man and machine. It is an era where networks and big data are about to bring 
significant changes to the way we live our lives. However, while the digital revolution makes 
our lives easier in many ways, we are also forced to contend with the fact that how we work, 
and how we live, will also be profoundly affected. The rise and fall of industries is something 
every generation experiences, and the skills and knowledge in demand change accordingly. 
Now, the rate at which that happens will only keep getting faster. Furthermore, as lifetime 
employment is replaced by short-term and independent contracts, the hiring process will also 
change. How can we, who are living through this social revolution, adapt and live through 
these changes?   
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The first skill we need to cultivate is the motivation to “keep learning.” Three-time Pulitzer 
prize winner, Thomas Friedman, wrote of the importance of life-long learning in his book, 
“Thank You For Being Late: An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations” 
(Farrar, Starys and Girous, 2016). Friedman talks of how in a world where technological 
advancements, globalization, climate change are accelarating, you need to keep learning, and 
relearning, if you want to keep working your whole life. In other words, you must have a sense 
of ownership over your life-long education. Friedman goes on to say that “the big divide will 
be "the motivational divide" - who has the self-motivation, grit and persistence to take 
advantage of all the free or cheap online tools to create, collaborate and learn.” With a clear 
goal, and the motivation to keep learning, you have the tools to carve a path toward your future.   

The second skill, one that will help you achieve that goal and remain independent in society, 
is the ability to “keep thinking.” With increased speed, comes increased unpredictability, and 
the time we are living in is no different. To remain independent, you need the ability to make 
decisions for yourself, and the strength to follow through. Every new thing you see, every new 
thing you learn, approach it with an open and curious mind, peer into the very heart of the 
matter, and cultivate your ability to question and think.  

Furthermore, the problems that you will face, be they in your career or society’s, cannot be 
solved on the power of one academic discipline alone. As AI research advances, and the 
technology is applied to more diverse areas of society, we will need to consider the legal and 
ethical issues, and the subject will require an interdisciplinary approach that draws on 
humanities and social sciences. Those of you who are going on to further study should cultivate 
curiosity and appreciation for all subjects, while also deepening knowledge of your own. Those 
of you who are stepping out into the world, use the knowledge that you have acquired, and the 
experiences you have gained here. Live your life with purpose and an open mind so that you 
may never lose your motivation to keep thinking and keep learning.   
 

Finally, I would like you to remember that your time here has helped shape you as a human 
being, and will always be your second home. And at times, I hope you may recall fondly the 
days of youth, spent with faculty and friends on the beautiful green campus of Saitama 
University. Whatever challenges you face, if you arm yourself with the knowledge gained from 
your studies here and reflect on the experiences that taught you how to overcome trouble and 
conflict, and how to survive, I am confident you will have the strength and courage to take one 
more step forward. If you have the chance, please come back and visit Saitama University. 
Your second home will always be here to welcome you, and will always be your biggest 
supporter. 
 

It is my earnest hope that you graduates of Saitama University live boldly and brightly as 
you stride down life’s road.   
 

Once again, congratulations on your graduation and completion. 
 
March 25, 2021 
Takafumi Sakai 
President, Saitama University 
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