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THE LEGACY AND SOLEMN DUTY AND MANIFEST
DESTINY OF SOKA UNIVERSITY GRADUATES
Hon. Hilario G. Davide

Dr. Daisaku Ikeda and Mrs. Ikeda; Soka University President Yoshihisa Baba; SGI Vice
President Hiromasa Ikeda; Soka Women’s College President Keiko Ishikawa; Vice Presidents,
Trustees, Deans and other officials and members of the teaching staff of the various units of the
Soka University; members of the 2015 graduating classes; parents and loved ones of the graduates;
ladies and gentlemen:

Good afternoon to all of you. Minna-sama, konnichiwa! I bring you greetings of joy from the
Philippines, that beautiful country in the Pacific composed of 7,107 islands with a population of more
than 100 million people. It is very near to your beloved Japan.

Let me forthwith begin by expressing my profound gratitude to Soka University President
Baba for inviting me through his letter of 19 December 2014 to be the commencement speaker for
these graduation exercises of the Soka University and the Soka Women’s College. I was touched
and extremely delighted to be so invited. I accepted the invitation for two principal reasons. First,
the occasion would bring me back to these consecrated grounds of the University. Exactly 13 years
and 3 years ago, or on 15 March 2002. I was here to be conferred by the Soka University with the
Degree of Doctor, Honoris Causa, upon the unanimous resolution of the Academic Council based on
the“strong recommendation”of Dr. Daisaku Ikeda, the most honored and esteemed founder of the
University and President of the Soka Gakkai International, an internationally recognized Buddhist
philosopher, peacebuilder, and educator who is the recipient of, among others, the United Nations
Peace Award and of academic honors from more than 200 universities in five continents. He is a rare
gift of God blessed with Buddhism enlightenment and wisdom, whose fruits he unselfishly shared
with the rest of mankind and for the glory of humanity. I easily became his admiring pupil, and my
personal dialogue with him in the presence of Mrs. Ikeda and my wife (who is here with me) was a
spiritual blessing beyond forgetting. With that conferment I became a proud alumnus of this great
Hon. Hilario G. Davide（Former Chief Justice of the Supreme Court of Philippines）
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educational institution, the Soka University. I am prouder yet today because the University has
become a towering citadel of what it was envisioned to be upon its formal establishment nearly 44
years ago today, or on 2 April 1971. It was built on these three founding principles:

Be the highest seat of learning for humanistic education.
Be the cradle of a new culture.
Be a fortress for the peace of humankind.

Starting only with three faculties (Economics, Law, and Letters) and four departments at its
establishment, Soka University soared up with dazzling and amazing phenomenal growth with the
opening of scores of faculties, graduate schools, institutes, colleges and departments; it has become
more international not only with the establishment of the Soka University of America, but also
with its comprehensive system of international exchange which involves five continents, thereby
producing global citizens whose lives are strengthened by the founding principles of the Soka
University. Principles that, in the language of Dr. Ikeda, seek to create value. the value of a life lived
to the fullest, the value of victory and happiness.1

I salute you, dear Soka University. I am back to you as a ver y proud alumnus from the
Philippines, although by honorary title.

On the occasion of its first graduation ceremonies 39 years, 11 months, and 26 days ago today.
That is on 22 March 1975, the University certified and passed 613 students of great promise for
its first graduation event. About them Dr. Ikeda meaningfully wrote this tribute:“As they make
their way in a world of turmoil and confusion, their sights never stray from the correct course.
In the midst of a society of alienation and spiritual squalor, they possess magnificent conviction,
unhesitatingly rebuking hypocrisy and deceit. Their lives shine not with mere pleasure but with
2
ennobling sense of gratitude.”
Since then, thousands upon thousands of Soka University graduates

here in Japan and in many parts of the world are serving humanity in various fields and endeavors,
touching the lives of people without regard to race, color, nationality, culture, creed, gender, or age.
Each of them carries and lives the heart and soul of that humanistic education Soka University
alone, and not any other in the world offers forever guided by the light of the University’s founding
principles. These graduates serve as beacon lights for others to emulate for humanity’s sake and
for the triumph of humankind. That triumph can only be founded on Love, whose quality can
1

Daisaku Ikeda, To the Youthful Pioneers of Soka . Lectures, Essays and Poems on Valuecreating Education 76.

2

Id., 78.
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never be measured. Thus, I ended my response to the conferment on me of its Degree of Doctor,
Honoris Causa, by the Soka University in this language:“Truly then, Love is the heart of the three
founding principles of Soka University.”I now say that humanistic education cannot be achieved and
would never grow unless love is its moving power. A new culture can only be built on the basis of
love. And peace can never flourish unless love reigns in the heart of everyone. O Soka University,
incomparable is your greatness because you are dedicated to the virtue and value of love in its
glorious quintessential state. I also believe that Love is the heart of Nichiren Buddhism for it“holds
that everyone has a Buddha nature of limitless power, wisdom, and compassion.”Compassion is
genuine and perfect love. And Christianity, too, is founded on Love. Its founder, Jesus Christ, was
crucified because of Love and He was born because of Love.

For all this amazing growth of Soka University and for its unmatched record of accomplishments,
I commend and congratulate you, President Baba, and all of you for your exemplary and sterling
leadership in upholding without cease and with all vim, vigor, and vitality the University’s founding
principles, and its vision and mission.

The second reason why I accepted President Baba’s invitation is that the 2015 graduation
event would provide me a singular opportunity to be with about 3,000 students who will graduate
into the real world as new global citizens with a vision and a mission Soka University has inspired
them to have. You, my dear graduates of Soka University and the Soka Women’s College of the year
2015, have inherited a sacred legacy, the Soka University humanistic education, the value-creating
education. These stirring words of Dr. Ikeda delivered at the third entrance ceremony of the
University on 9 April 1973, must always remind you of such legacy:

This University belongs to all of you. It is yours to shape and create. It must not be an ivory
tower isolated from society. Instead, it must be a towering beacon of hope, filled with boundless
possibilities for the unfolding of a new era, a new culture for humankind. I hope that this
University will be a place where the ethos of continually searching and striving to find ways to
contribute to humanity and society, of working for the happiness of every individual will never
be lost even in the distant future.3

Honor and safeguard that sacred legacy. That is your solemn supreme and paramount duty.
Do not stain or diminish it. Defend it at all cost even with your life. For you are now what you are
3

Daisaku Ikeda, op cit., 19.
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because of that legacy.

I wish, however, to stress that you of graduating class 2015 have much more to do. Yours is a
world almost entirely different from the world of the first graduates in 1975 or even of those of the
succeeding years. Yours is a world of fear; of trials and tragedies; of many daunting challenges.

You graduate in a year when the horrible and horrifying effects of climate change are alarming.
The climate crisis brought in supertyphoons, floods, tornadoes, earthquakes, fires, which have
caused to several millions deaths and injuries; destruction of homes; hunger; diseases; and many
more. Recovery would take many painful years of tremendous sufferings. The Philippines and Japan
were not spared of natural and man-made calamities.

You graduate in a year when peoples in many places of the world are victims of wars, rebellions,
reigious intolerance, oppression, persecution and injustice. The threats of nuclear war remain a
grave problem. North Korea and Iran are heedless to the demands for a nuclear-free world. We
should not forget that Japan is at the forefront of the campaign for the abolition of nuclear weapons
and for forty years, Dr. Ikeda has campaigned for such abolition.

You graduate in a year when human trafficking, the modernday slavery, drug trafficking, child
labor, and child abuse are increasing and getting out of control.

You graduate in a year when terrorist groups and religious extremists have increased their
presence and their wanton and shameless disregard for the value of life and for sowing fear and
miser y gravely disturb the peace and security of peoples and of the world itself. Consider the
continuing criminal acts of the group of Osama bin Laden, the Al-Qaeda, and now the extremely
dangerous Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), attacking cities and towns; killing innocent people.
Millions have been forced to run for their lives or abandon their homes.

You graduate in a year when corruption in the government service in many parts of the world
rules the day. Corruption is a social cancer that affects the poor.

The year of your graduation may yet experience the worst of man’s inhumanity to man.

Nonetheless, the year of your graduation may yet be the year when the cr y for world

―4―

創価教育 第９号

peace, respect for the fundamental human rights and for a just and humane society will be most
pronounced, even if painfully expressed.

As the latest graduates of the Soka University, born into a sacred legacy and bound by a solemn
duty to protect and safeguard it, yours, dear graduates, is the manifest destiny to confront the
challenges which this world in chaos and crisis and this humanity in grave peril face. This task is
daunting and formidable. The weak and the cowards would not even start arming themselves to
fight the confronting evils. They would simply retreat or surrender and yield to shameless defeat.
Only the brave and the strong, the stout-hearted, the visionary, the humanist, brought and reared
in a culture of enlightenment, and lovers and advocates of peace, truth, and justice can wage a
sustained struggle and fight a war to destroy and eliminate the forces of the confronting evils and
save humanity and the world. Only they can be triumphant and victorious against these evils. Your
Soka University education, with the inspiring virtue of love for humanity and for others which it
ingrained in you through its curriculum and various programs, has fully prepared you to be the
army to fight this war and to end the reign of these evil forces with all your hearts and minds and
with all your strength, and save humanity and the world. With the spirit of the great minds behind
the establishment of Soka University guiding you. The minds of Josei Toda, Shin’ichi Yamamoto,
and Dr. Daisaku Ikeda, as your guiding lights, you will not fail. Let Dr. Ikeda be“a lamp to our feet,
a light to our path.”Follow him in his latest vision for world peace written only last 26 January 2015
on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of the Soka Gakkai International. ---- A
Shared Pledge for a More Humane Future: To Eliminate Miser y from the Earth. That vision
calls for, among other things, our return to the pledge in the Preamble of the United Nations Charter
to“save succeeding generations from the scourge of war”
; to“reaffirm faith in the fundamental
human rights, in the dignity and worth of the human person”
; and to“promote the economic and
social advancement of peoples.”The vision calls for the rehumanization of politics and economics
for a chain reaction of empowerment by which people develop capacity to transcend and transform
suffering; and the expansion of friendship as the basis for evading war.

All these demand that you, dear graduates, must stand, march forward, and be counted in the
fight against the climate crisis and be advocates of climate justice for the future generations. You
must be among the protectors of the people’s right to a balanced and healthful ecology. I am happy
to note that Soka University is maintaining a Department of Environmental Engineering in the
Faculty of Engineering.
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You must stand, march forward, and be counted in denouncing and demanding the end of wars,
rebellion, terrorism, religious intolerance, persecution, injustice, oppression, and corruption in any
part of the world.

You must stand, march forward, and be counted in the campaign to abolish nuclear weapons.

Soar high, then, dear 2015 graduates of Soka University. Be not afraid. Soka University will
hold you up in the planet and you will transform the world and make it a better place to live in. Be
not afraid because your parents and loved ones will always support you and pray for you all the way.
Above all, they will always love you. Through their love, prayers and sacrifices, you reached this
momentous event your graduation. You owe them a lot. You cannot have been what you are now
without them. It is for this reason that I extend my warmest congratulations to you, dear parents
and loved ones of our dear graduates. This day, too, is your day, a day of triumph and victor y.
Congratulations.

Let me end with this quote from Dr. Ikeda in his book The Human Revolution:“A great inner
revolution in just a single individual will help achieve a change in the destiny of a nation and, further,
will enable a change in the destiny of all humankind.”This is a message for all of us here present.

Doumo arigatou gozaimashita. Mata kondo yoroshiku onegaishimasu!
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第 41 回創価大学・第 29 回創価女子短期大学卒業式「祝辞」
「創価大学卒業生が継承すべき遺産と厳粛な責務と明白なる使命」

ヒラリオ・G・ダビデ

池田大作博士、
原田創価大学最高顧問
馬場 創価大学学長、
田代理事長
石川 創価女子短期大学学長、
副学長の皆様、
理事会並びに学術評議会の皆様、
教職員の皆様、
卒業生の皆様、
保護者とご家族の皆様、
ご来賓、ご列席の皆様

太平洋に浮かぶ 7,017 の島からなり、1 億人以上の人口を擁する美しき国、そして皆様が愛す
る日本のすぐ近くにあるフィリピンから、喜びをもってご挨拶させていただきます。皆様、こん
にちは！

まず初めに、昨年 12 月 19 日付けのお手紙で、私を、創価大学および創価女子短期大学の卒業
式の講演者として、ご招待下さった馬場学長に、深く御礼申し上げます。このご招待を頂いた時、
私は感激し、大変嬉しく思いました。そして、このお招きに応じたことには、主に二つの理由が
ありました。

一つは、この神聖な学び舎である創価大学に再び戻ることができるとの理由でした。と申しま
すのも、ちょうど 13 年と 3 日前の 2002 年 3 月 15 日、池田大作博士の強いご推薦と貴大学の学
術評議会の全会一致の決定により、私はここ創価大学で、貴大学の名誉博士号を授与していただ
Hon. Hilario G. Davide（フィリピン共和国 最高裁判所元長官 )
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きました。池田博士は、貴大学の名誉ある、最も尊敬する創立者であられ、創価学会インタナショ
ナルの会長、世界的に著名な仏教哲学者、平和の建設者、教育者、そして国連平和賞など数多く
の賞を始め、世界五大陸の３５０の大学からの名誉学術称号の受章者でいらっしゃいます。

池田博士は、仏教の悟りと智慧を持ち、それを人類の繁栄のために、無私の精神で全ての人と
分かち合ってくださっている神様からの類まれな贈り物です。すぐさま私は博士を師と仰ぐ教え
子となり、博士と香峯子夫人に、私と（今日ここにおります）私の妻とで直接お会いできた時は、
忘れがたい感動と喜びに包まれたものです。その授与をもって、私は偉大な教育機関である創価
大学の誇り高き卒業生となりました。しかし、貴大学が正に、44 年前の 1971 年 4 月 2 日に創立
された際の構想通りに、立派な創価教育の城として高くそびえ立つ姿に、本日、私はその誇りを
よりいっそう、高くいたしました。

創価大学には、３つの「建学の精神」があります。
「人間教育の最高学府たれ」
ようらん

「新しき大文化建設の揺籃たれ」
「人類の平和を守るフォートレスたれ」

創立当時、経済学部、法学部、文学部のたった 3 つの学部、4 つの学科で出発した貴大学は、
更に大学院、研究機関、学部、学科を増やしながら、目を見張る、驚異的な大発展を遂げ、また、
アメリカ創価大学が創立され、さらには 5 大陸にわたる国際交流の総合的なシステムの確立によ
り、建学の精神に裏打ちされた人生を力強く歩む世界市民が輩出されるようになり、よりいっそ
う国際的な大学となりました。

その建学の精神は、池田博士の言葉を借りるなら、価値創造であります。
「人生の価値、生き
抜く価値を。勝利の価値、そして、幸福の価値」を創造することであります。

親愛なる創価大学の皆様、私は皆様に敬意を表します。本日私は、名誉博士号をいただいた時
にも増して、創価大学の卒業生であることを誇りに感じながら、皆様のもとに帰って参りました。

39 年 11 ヶ月 26 日前の 1975 年 3 月 22 日、創価大学では 613 名の前途有望な卒業生たちが、第
1 回卒業式を迎えていました。その卒業生の姿を、池田博士は万感を込めて、このように綴られ
ています。
「混乱しきったこの世で、
この道で、
彼らの瞳は、
正確に歩みゆく軌道を決して外れない。
あか

垢にまみれた心、荒廃の社会にあって、豪華な信念の彼らは、偽善者どもを叩き、正している。
彼らの人生は、快楽よりも、崇高な感謝に光っている」
（2000 年 3 月 20 日付け聖教新聞、随筆「創
価大学の第 1 回入学式」より）と。
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以来、何千人、何万人もの創価大学の卒業生が陸続と続き、今や、ここ日本で、そして世界の
あらゆる場所で、あらゆる分野で、人類に奉仕し、民族、肌の色、国籍、文化、宗教、性別、年
齢に関係なく、人々の人生に影響を与える存在となっております。創価大学の卒業生の皆様は、
一人ひとりが、世界のどこにもない、この創価大学にしかない人間教育の魂と心を掲げ、実践す
る人生を歩まれ、そして生涯にわたり、創価の建学の精神の光に導かれているのです。

彼らは、人のため、人類の勝利のために、みなの模範となるべく、灯台の明かりとなって輝い
ています。人類の勝利とは、愛の中にのみ見出せるものであり、その価値は計り知れません。で
あるからこそ、私は創価大学の名誉博士号の授与式の席上、謝辞の中で、このように申し上げた
のです。「愛とは、まぎれもなく、創価大学の 3 つの建学の精神の心です」と。愛をその原動力
としていなければ、人間教育を実現することも、発展させることもできないのです。
いしずえ

新しい文化は、愛が 礎 になければ生まれません。そして全ての人の心が愛によって導かれな
ければ、平和は栄えることはできません。創価大学は愛という美徳と価値に捧げられた大学であ
るがゆえに、その偉大さは、他に類を見ません。私は愛こそ、日蓮仏法の心であると思っていま
す。なぜなら、日蓮仏法は「誰人にも仏の無限の力と智慧と慈悲がある」と教えているからです。
慈悲こそが、真実の完璧な愛です。そして、キリスト教の教えも同じく、愛を根底にしています。
イエスキリストは愛ゆえにはりつけにされ、愛いゆえにこの世に生まれたのです。

創価大学のこのような素晴らしい発展や比類ない実績を見るにつけ、絶え間なく、全力をあげ
けん じ

て、建学の精神とビジョンと使命を堅持してこられた、馬場学長はじめ、貴大学の皆様の、模範
的かつ優れたリーダーシップに、称賛とお祝いを申し上げます。

さて、馬場学長からのお招きに応じた 2 つめの理由は、3000 名の学生の皆様とお会いできる
またとない機会が得られると思ったからです。皆様はこれから、創価大学で培ったビジョンと使
命を胸に、新たな世界市民として、現実社会へ旅立ちます。愛する創価大学、創価女子短期大学
の卒業生の皆さん、皆さんは神聖なる遺産、つまり、創価大学の「人間主義の教育」
、
「価値創造
の教育」という名の遺産を、受け継がれたのです。1973 年 4 月 9 日の第三回の入学式での、池
田博士の感動的な言葉は皆さんに創価教育の遺産を常に思い起こさせることでしょう。博士は次
のように皆さんに語りかけております。
ぞう げ

「創価大学は、
皆さんの大学であります。同時に、それは、
社会から隔離された象牙の塔ではなく、
新しい歴史を開く、限りない未来性をはらんだ、人類の希望の塔でなくてはならない。ここに立
脚して、人類のために、社会のために、無名の庶民の幸福のために何をすべきか、何をすること
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し さく

ができるのかという、この一点に対する思索、努力だけは、永久に忘れてはならない。
」
（池田大
作全集 59 巻、27 ページ）

その神聖な遺産を、大事にし、守ること。それが、皆さんの厳粛で、究極の、最重要の責務で
あります。どうかその遺産を汚したり、
損なうようなことはしないで下さい。命をかけてでも守っ
て下さい。今の皆さまがあるのも、その遺産があったればこそだからです。

しかしながら、本日卒業されゆく皆さんには、やるべきことが以前より増して沢山あることを、
強く申し上げておきます。第一期生が卒業された 1975 年、さらにはその後数年と比べても、今
の世界の様相は、まったく異なるのです。今は恐怖の世界です。試練や悲劇の世界であり、多く
の困難な課題に囲まれた世界です。

皆さんは気候変動の最悪かつ恐ろしい影響が、いよいよ脅威的なレベルに達した年に卒業され
ます。気候変動により私たちは、史上最大の台風（ヨランダ）
、洪水、竜巻、地震、火災に見舞われ、
何百万人もの死傷者が出たうえ、家屋の破壊、飢餓、病気などの事態が起きています。復興する
までには大変な苦労と苦痛を伴う長い年月を要するでしょう。フィリピンも日本もまた自然災害
や人災から免れることはありませんでした。

皆さんはまた、世界のあらゆる場所で多くの人々が戦争、内乱、宗教的不寛容、抑圧、迫害お
よび不正などの犠牲になっている年に卒業されます。核戦争の脅威は未だ深刻な問題です。北朝
鮮やイランは「核のない世界」を求める潮流に無関心を装ったままです。私たちは、日本が核廃
絶の運動の先頭に立っていること、そして池田博士は 40 年間、核廃絶を訴え、戦われてきたこ
とを忘れてはなりません。

また皆さんが卒業される年は現代の奴隷制とも言える人身売買を始め麻薬取引、児童労働、児
童虐待が増加し、なすすべもなくなっている年でもあります。

更にテロ集団や宗教的過激派がその存在と残虐性を強め、卑劣なまでに生命の価値を軽視し、
人々の中に恐怖を植え付け、苦悩を与え、あらゆる人々、および世界そのものの平和を乱し、安
全を脅かしています。オサマ・ビン・ラディンのグループであるアルカイダによる犯罪行為は収
まることはなく、
そして今では危険極まりないイスラム国（ISIS）は市や町を攻撃し、
罪のない人々
の命を奪うような行為を続けていることを考えてみて下さい。何百万人もの人々が自らの命を守
るために、家を捨て、避難を強いられているのです。

また、皆さんが卒業される年は世界のあらゆる場所で、政府の腐敗・堕落が横行する時代です。
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腐敗は貧困層を襲い、社会を蝕む癌です。

更に、皆さんが卒業される年は人間による、人間に対する最も非人道的な行為を経験する年に
なる可能性さえあります。

そしてなお、皆さんが卒業されるこの年は、それが痛ましい形で現れることになったとしても、
世界の平和、基本的人権の尊重、そして公正かつ人道的な社会が最も切に求められる年になるか
もしれません。

創価大学の最も若い卒業生である皆さんは、神聖なる創価教育の遺産を受け継ぐために生まれ、
そして、それを守るという厳粛なる責務があります。大切な卒業生の皆さんの明白なる使命は、
混沌とし、危機的状況におかれたこの世界と、深刻な危険にさらされている人類の前に立ちはだ
かる挑戦に立ち向かうことです。それは気力をくじくような非常に困難な仕事です。

弱い者、そして臆病者はこれらの悪と戦うための準備を始めることすらしないでしょう。彼ら
は、単に、この挑戦から逃げるか、諦めるか、あるいは、ふがいない敗北に身をゆだねることで
しょう。

しかし勇敢で心強き人、未来のビジョンを持つ人、人間主義の人、啓発の文化の中で育った人、
そして、平和と真実と正義を愛し、掲げる人のみが、悪の勢力を打ち破り、根絶するために、また、
人類と世界を救うために、闘争を開始し、戦い続けることができるのです。彼らのみがこれらの
悪に勝つことができるのです。

皆さんが創価大学で受けた教育は、様々なカリキュラムや課程を通して、皆さんの中に、人間
愛や他者を慈しむ心の美徳を深く刻んでくれました。そして皆さんが人類と世界を救うための諸
悪との戦いに、全身全霊で挑み、その支配に終止符を打つために必要なものを、すべて備えてく
れました。創価大学の創立に込められた偉人たちの精神、すなわち、牧口常三郎先生、戸田城聖
先生、池田大作博士の精神こそが皆さんを導く光です。それを道しるべとしていけば、皆さんは
負けるはずはありません、責務を果たせないはずはありません。池田博士を私たちの「道の光、
ともしび

わたしたちの歩みを照らす灯」
（聖書 詩編

119）としていきましょう。

そして池田博士が、SGI 発足 40 周年を記念した 2015 年 1 月 26 日の
「人道の世紀へ 誓いの連帯」
と題した提言に示された、世界平和のビジョンを皆さんは是非継承していって下さい。博士はそ
のビジョンの中で、国連憲章の前文に記されている誓約に立ち返ることを訴えています。
「戦争
の惨害から将来の世代を救い」
「基本的人権と人間の尊厳及び価値」に関する信念を再確認し、
、
「す
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べての人民の経済的及び社会的発達を促進する」
ことを皆さんに呼びかけているのです。また、
「政
治と経済の再人間化」
「苦しみを共に乗り越えるためのエンパワーメントの連鎖」
「不戦の防波堤
となる、差異を超えた友情の拡大」を訴えています。

親愛なる卒業生の皆さん、これらはすべて、
「立ち上がり、前進せよ」との皆さんに対する博
士の呼びかけなのです。未来の世代のために、今日の気候変動の危機を救うために、正義を訴え、
戦う一人になるのです。誰もが持っている調和の取れた、健全な環境を享受する権利を守る人に
なるのです、との呼びかけではないでしょうか。その点、創価大学の理工学部に環境共生工学科
があることを私はとても嬉しく思います。

皆さんは世界のあらゆる場所で起きている戦争、内乱、テロ行為、宗教的不寛容、迫害、不正、
抑圧、腐敗や汚職を糾弾し、それらに終止符を打つために立ち上がり、前進する一人になっていっ
て下さい。

皆さんは核兵器を廃絶するために立ち上がり、前進する一人になって下さい。

ゆえに、2015 年の卒業生の皆さんは空高く飛翔していってください。恐れないで下さい。あ
なたがこの地球で空高く飛翔できるよう、創価大学があなたを擁護し、支えてくれます。そして
あなたがこの世界をより良い場所へと変革していくのです。何も恐れることはありません。何故
ならばあなたのご両親やあなたを大切に思う人々があなたのことを常に祈り、支えてくれている
からです。そして何よりも、
あなたへの愛情はどこまでも不変なのです。あなたを大切に思う方々
の愛情、祈り、そして献身的な支えによって、あなたは本日の卒業という重要な佳節を迎えるこ
とができたのです。その方々への恩は計り知れません。その方々なくして今のあなたは存在しま
せん。

ゆえに私は大切な卒業生の皆さんへ、そしてご両親へ、ご家族を始め、皆さんにとって大切な
方々へ、心からの祝福を贈らせて頂きます。本日の主役は皆さまです。本日は皆さまの勝利の日
です。大変におめでとうございます。

最後に池田博士の小説「人間革命」の言葉を贈り、私の挨拶に代えさせて頂きます。これは本
日ここにいる全ての人に対するメッセージではないでしょうか。

「一人の人間における偉大な人間革命は、
やがて一国の宿命の転換をも成し遂げ、
さらに全人類の宿命の転換をも可能にする」
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