
2020年度　2021年度
明 治 大 学

入  学  式
式 次 第

1. 開 式
Opening Remarks

2. 学 長 告 辞
Presidential Address

3. 祝 辞
Speech of Congratulation

理 事 長
Chairman, Board of Trustees

4. 宣 誓
Student Declaration

5. 校 歌 静 聴
The School Song

6. 閉 式
Closing Remarks

日時 2021 年 4月7日（水）
【第一部】 9 時 30 分開式
【第二部】 12 時 20 分開式
【第三部】 15 時 00 分開式

場所 日本武道館

Date: Wednesday, April 7, 2021
【First Part】 Starting time  9:30 
【Second Part】 Starting time 12:20
【Third Part】  Starting time 15:00
Venue: Nippon Budokan



　本日，ここ武道館で大学生活の第一歩を踏み出される新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
また，これまで新入生の皆さんを陰になり日向になり支えてこられたご家族の皆さまにも，心よりお慶
び申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として入場定員が制限されていることから，
この日を心待ちにしてこられたご家族の皆さまを春爛漫の武道館にお招きでなかったことを誠に申し訳
なく思っております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　さて，この会場には 2020 年度に入学しながら，新型コロナウイルス感染症の急拡大のために入学式を
中止せざるを得ず，大学生としての第一歩を共にお祝いできなかった新 2 年生の皆さんがいらっしゃいま
す。1 年遅れの入学式とはなりましたが，改めて皆さんに心からのお祝いを申し上げたいと思います。ご
入学，おめでとうございます。

　この1年間は新入生の皆さんにとっても，新2年生の皆さんにとっても，またわれわれ教職員にとっても，
様々な意味で忘れがたい日々であったと思います。100 年に 1 度といわれる新型ウイルス感染症の世界的
蔓延（パンデミック）がもたらす「生き難さ」（いきにくさ）の中で，従来までの高校・大学生活は失われ，
全てに手探りで対応せざるを得ませんでした。高校では多くの学校行事が中止となり，大学入試の実施
にも大きな影響を及ぼしました。大学ではほとんどの授業がオンラインに移行し課外活動が制限される
など，新 2 年生が思い描いていたような大学生活は実現しませんでした。われわれ教職員も，未知のウイ
ルスのパンデミックの中で，大学構成員のすべての安全を確保しながら，学生の皆さんの思いに応える
方策を考え，できることを一つずつ確実に実施するという試行錯誤の 1 年でした。

　実は，全員が感じているこの「生き難さ」は，皮肉なことに，これまで人間が築き上げてきた文明の
あり方そのものから生じています。この 40 年ほどの間に急速に進展した経済活動のグローバル化は，歴
史上まれに見る豊かさをもたらす一方で，エネルギー問題，地球温暖化，富の不平等，そして，いまわ
れわれが現に経験しているグローバルな感染症の拡大など，国や地域を超えた深刻な問題を生み出して
います。

　このような混乱した社会の中で，いま大学は人間の生存と尊厳を脅かす問題に向き合い，これを解決
する技術・システム・思想・知恵を生み出すという重大な役割を担っています。「権利自由」，「独立自治」
を建学の精神とする本学は「人間が人間として生きるに値する平和な社会（世界）」の創出を目指す研究・
教育の拠点でなければなりません。新入生及び新 2 年生のみなさんには，常識にとらわれることなく，近
代文明の歩みを批判的に振り返り，現代社会（世界）を脅かす問題の解決に取り組んでいただきたいと
思います。

告　辞

共に新たな学びを創出し，
　　　　　次の時代を切り拓こう！
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　本学は，異なった感覚や価値観を持つ人間が直接に触れ合い，議論し，あるいは様々な体験を共有す
ることによって，意図せず自然発生的に，これまでにはなかった視点やアイディアが生み出される「知
の拠点」（Hub） としての大学を取り戻すため，新学期より通学を前提とした大学運営を行うことを決断
しました。いまだ新型コロナウイルス感染症の終息は見通せない状況にありますが，知恵を絞り「知の
拠点」として大学教育の本質である「協働体験を通じた学び」を共に取り戻したいと思います。皆さんも，
ぜひ一緒に，その一歩を踏み出していただきたいと思います。

　最後にAlbert Einstein博士が残したとされる言葉を共有したいと思います。

“Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.”

（混乱から単純なものを，不和から調和を探し出そう。困難な状況の中にもこれを乗り越える
  チャンスがある。）

　明治大学には多くの外国人留学生もお迎えしていますので，ここからは英語で告辞を申し上げます。

Congratulations to all new students including those from last year whose entrance ceremony was regrettably 

canceled because of the COVID-19 pandemic. You are now at the Nippon Budokan with the new 2021 

entrants, at the height of the glory of spring. I would like to extend my heartfelt welcome to you too, on 

behalf of the faculty and staff of Meiji University. It is with great regret that I have not been able to invite 

parents and guardians to the Budokan because of the government’s regulation on the capacity of the 

Auditorium caused by the pandemic. We sincerely apologize to our students’ parents and guardians, and all 

those concerned who have been looking forward to attending the entrance ceremonies, and witnessing the 

start of classes. We ask for your kind understanding at this difficult time.

On this occasion, I would like us all to consider and debate the following issues; Globalization of economic 

activity has brought immense wealth, which is rare in history. However, it has also created serious problems 

that transcend national and regional boundaries, such as energy problems, global warming, inequality of 

wealth, and the spread of novel infectious diseases. 

Today, universities are expected to play an important role in confronting the problems that threaten the 

survival and dignity of human beings. They are also expected to develop technologies, systems, and ideas, 

along with the wisdom to solve these serious problems that human beings now face. With “Rights and 

Liberty”, “Independence and Self-government” as our guiding principles, we believe that our university will 

become a research and education hub that aims to create a peaceful society in which everybody can see that 

life is worth living. 

The outlook for the spread of the novel coronavirus infection is still uncertain. However, I have decided to 

restore Meiji University as a vibrant research and education hub in every possible way, starting from this 

Spring Semester. This is in disregard of the conventional rules, practices, and ideas. Please join us in this 

endeavor.

Finally, I would like to share with you the words of Dr. Albert Einstein:

“Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity.”

　2021 年 4 月 7 日

 明治大学長　
大六野　耕作
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祝　辞

　祝辞に入ります前に，新型コロナウイルス感染拡大により多大な苦難に遭われた皆様に衷心よりお見

舞いを申し上げますとともに，その渦中で私達の命を守り，生活を懸命に支えておられる方々に深く感

謝を申し上げます。依然としてこの惨禍が続いておりますが，学生の皆さんがいきいきとキャンパスラ

イフを送れる日が一日も早く到来しますことを，心より願っております。

　あらためまして，新入生の皆さん。このたびはご入学，誠におめでとうございます。そして，昨年入

学された学生の皆さんにも，本日こうして直接祝辞をお伝えできることとなりました。1 年越しではござ

いますが，ご入学，誠におめでとうございました。新入生ならびに新 2 年生の皆さんは，コロナ禍で社会

が一変し，不安と戸惑いの中で日々研鑽に励んでこられたことでしょう。様々な困難を乗り越えて，新

たな学びの扉を開いた皆さんを心より歓迎いたします。また，ご家族の皆様方に対しましても，衷心よ

りお慶びを申し上げます。

　さて，明治大学は，1881 年に志高き 20 代後半の 3 人の若者により創立されました。当時の日本は，封

建社会であった江戸時代が終焉し，社会構造が大きく変化した激動の時代でありました。西欧諸国をモ

デルにした日本の近代化が急務である中，フランス法を学んだ岸本辰雄先生，宮城浩蔵先生，矢代操先

生が，近代化に不可欠である「法学」を日本に普及させ，新しい世を作らんと学校を設立しました。そ

れが明治法律学校であり，現在の明治大学であります。本学は，今年で創立 140 周年を迎え，これまで約

58 万人の卒業生を輩出しましたが，開校当時の熱き想いは「権利自由」「独立自治」の建学の精神として，

現在まで脈々と受け継がれています。明治大学の「校歌」には，そうした建学の精神や気風が溢れてい

ますので，皆さんも是非覚えてください。

　ところで，突如として現れた新型コロナウイルスは，世界に未曾有の混乱をもたらし，私達は未知の

ウイルスとの闘いで，試練ともいうべき厳しい対応を余儀なくされています。こうした危機に立ち向か

う覚悟が問われる場面で思い起こすのは，シンガポール建国の父と呼ばれる「リー・クアンユー」の言

葉であります。今から56年前に，マレーシア連邦からやむ無く独立の道を歩むこととなったシンガポール。

わずか東京 23 区ほどの国土で水や食糧の自給もままならず，国際競争の荒波に晒される危機的な状況で

難しい舵取りを迫られた初代首相リー・クアンユーが残した言葉。それは，「人も国家も，逆境や悲劇に

「未来の担い手」 である皆さんへ
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立ち向かうときに，未来への工夫が生まれる。」というものであります。ベトナム戦争や民族間の対立な

どアジアの激動期に，国が立ち行かなくなる危機感から大胆な外資導入や金融など知識産業へのシフト

を推し進めて，今や 1 人あたりGDPでアジアのトップを走る国となりました。こうした経済力を背景に，

質の高い教育の提供や福祉の推進に加え，再生可能エネルギーによる電力比率を高める施策を進めるな

どSDGsの取り組みにも力を入れています。

　翻って，世界では地球温暖化をはじめとする環境問題や，水や食糧，エネルギーなどの資源問題など，

地球規模での難題が山積しています。さらに，新型コロナウイルス感染症が社会に内在していた課題を

改めて浮き彫りにしたことで，以前にも増して，私達人類は結束し，それぞれの有する英知を結集でき

るかが試されています。

　また，私達の暮らしに目を向けますと，これまで当たり前に感じられた何気ない日常や行動様式がコ

ロナ禍で一気に変わり，目の前には不自由な現実が立ちはだかっています。ただし，そのような状況で

あっても，デジタルトランスフォーメーションが進展する中で，様々な活動が一挙にリモート化して私

達の日常に浸透していったように，未来への変化の予兆は，確実に現れてきていると言えましょう。そ

うした変革の時代を牽引してゆく皆さんであるからこそ，ただ漫然と状況が好転するのを待つのではなく，

「未来の担い手」として困難に立ち向かう強い気概をもって，課題解決のためのベースとなる幅広い知識

と専門性を培っていくことが求められるのです。

　その学びの場である明治大学では，「『個』を強くする大学」という理念を掲げています。この「『個』

を強める」というのは，主体性をもって自ら「考える材料」を発見してゆき，そしてそれらを基に「自

分で考え抜く力」を磨き続けてゆくことにほかなりません。皆さんには入学を機に，勉学に励むことは

もちろんのこと，スポーツや芸術など様々な価値観や文化的背景を持つ人達との交流を深め，切磋琢磨

をしてそれぞれにふさわしい「個」の確立を目指してほしいのです。明治大学において，世界の人々と

協働してゆく上で必要な国際通用性と高度な専門性に磨きをかけて，人間性豊かに成長を遂げられます

ことを大いに期待を致しております。

　結びになりますが，ここに皆さんのご入学を心よりお祝い申し上げますとともに，明治大学における

学びが実り多いものとなりますことを祈念いたし，祝辞といたします。

　2021 年 4 月 7 日

 学校法人明治大学

 理事長　柳　谷　　孝
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日本武道館内略図及び入場案内
日本武道館内は，アリーナ階，１階，２階に座席が設けられています。
以下をご確認のうえ，係員の指示に従い，ご入場，ご着席ください。

①アリーナ席への着席を希望する場合
　館外西口周辺に設置している「アリーナ券配付所」に整列いただき，
　アリーナ券を受け取ったうえで西口からご入場ください。※アリーナ券は先着で各1,170枚配付します。

②１階席への着席を希望する場合
　南口よりご入場ください。

③２階席への着席を希望する場合
　南西口よりご入場ください。

※着席にあたっての留意事項
　新型コロナウイルス感染対策のため
　着席を不可としている座席があります。
　係員の指示に従い，着席可能な座席に
　前から詰めてご着席ください。

【第一部】
　商学部・政治経済学部・情報コミュニケーション学部

【第二部】
　理工学部・農学部・国際日本学部・総合数理学部・大学院

【第三部】
　法学部・文学部・経営学部・専門職大学院

北口
（関係者入場口）

ステージ

アリーナ席
約1200席

1階席
約1200席

2階席
約2600席

①西口
（アリーナ席入場口）

③南西口
（2階席入場口） ②南口

（1階席入場口）
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【Live配信ＵＲＬ】
　当日は，式典の様子を以下のURLから配信いたします。

第一部 https://youtu.be/nzXBuyT1rUI
	 	 9時30分より配信

第二部 https://youtu.be/cPsI0sXWr8w
	 	 12時20分より配信

第三部 https://youtu.be/XC5ppIo2xmo
	 	 15時00分より配信

	 また当日の式典の動画は，式典後，明治大学ホームページで公開いたします。

【日本武道館での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】
（1）	収容人数を5,000席に制限しているため，着席不可の座席に表示をしております。表示のない座席に着席

するようお願いいたします。

（2）	会場内では，常時マスクを着用し，不要な会話を控えるとともに，周囲の方との距離を空けて，密集を避
けるようご協力ください。

（3）	新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をスマートフォンにインストールし利用可能な状態にし
てご来場ください。

	

（4）	館内にはアルコール消毒液が設置されていますので，手指消毒の徹底をお願いします。

（5）	トイレ利用後は石鹸を使用して手洗いを徹底するようにお願いします。また，洋式便座使用後はふたを閉
めてから水を流すようにお願いします。

○iPhone ○Android ○厚労省ウェブサイト

接触確認アプリ
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靖国通り
交番

九段下駅

九段会館

靖国神社

北の丸公園 科学技術館

退場路

千代田区役所

清水門

田安門 首都高速５号線

武道館

駿河台下
神保町
交差点

白
山
通
り

竹橋駅

【注意事項】
⑴ 館内及び武道館周辺は禁煙です。
⑵  式典終了後は大変混雑するため，武道館周辺

での待ち合わせはご遠慮ください。
⑶ 携帯電話の電源はお切りください。
⑷  気分が悪いときは，医務室にご案内しますので，

係員にお申し出ください。
⑸  手荷物預り所はありませんので，貴重品・携帯

品等の管理には充分に留意してください。
⑹  火災・災害等発生時は，係員の指示に従い行

動してください。
⑺  第一部，第二部，第三部で完全入替となります。
⑻  閉式後の退出は 「清水門」 へ誘導しますので，

係員の指示に従ってください。詳しくは右図を
ご参照ください。

⑼  退出時は密集にならないように係員の指示に
従ってください。

⑽　 式典終了後，飲食を伴う懇親会などの開催は
自粛してください。

●鉄道路線図
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2021.04
新1・2年生

Challenge
Guide
Seminar

必聴！
『前へ!』

内  容

視聴
方法

コロナ禍の学生生活に不安を感じている、今年度こそ何かを始めたい、
新たなチャレンジを求めている、やりたいことが見つからない…

学生支援事務室・国際教育事務室・就職キャリア支援センター共催

Zoomを利用したウェビナー
※ZoomのID・パスコードについては、 Oh-o!Meijiをご確認ください。
※顔出し不要・マイク不要のためお気軽に参加ください

●授業以外の学生生活（サークル、留学等）を先輩たちはどう充実させているか？
●コロナ禍の学生生活どう過ごしたか？
など、充実した学生生活を送っている先輩明大生の話を聞いて、学生生活を過ごすヒントを得よう！
春から取り組める学内各種イベントについての告知もあります！

大学生活をどう過ごしていいか
　　　分からないアナタに送る！
� 先輩学生によるトークライブ

4月8日（木）・9日（金）17:30~18:30
※両日同内容（登壇学生は両日で異なる場合があります）�※各日先着3,000名�　

ご案内
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