
 
 
 
 

 

ご卒業おめでとうございます。 
英文学科の先生方からみなさんへお祝いメッセージです。 

 
Greetings Senior Students! Graduating from college is probably one of the most exciting feelings in the 
world. It is the first step on a road full of new possibilities, adventures, and experiences. A new beautiful 
life is waiting for you. Good luck! 

Shawn Banasick 
 
"Imagination is your preview of life's coming attractions."--Albert Einstein I hope you go into the world 
with your imagination full of possibilities. I wish you all the very best as we celebrate your great 
accomplishment! 

Nathaniel Carney 
 
Congratulations! I'm very proud of you. You endured such difficult times we all are going through, but, 
because of that, you are a strong generation of young ladies. Please live your life to the fullest, and 
come visit us in Kobe College anytime. 

Marcelo Fukushima 
 
Congratulations on your graduation! May you find your own path in life—taking with you the love of 
learning, good memories, and dear friends you found at Kobe College. Please keep in touch and let us 
know where life takes you. I look forward to celebrating your future success. 

Susan Jones 
 
“There was a child went forth every day, / And the first object he looked upon and received with wonder 
or pity or love or dread, that object he became, / And that object became part of him for the day or a 
certain part of the day…. or for many years or stretching cycles of years.” (from Walt Whitmanʼs “There 
was a child went forth every day”) Congratulations on your graduation, and best wishes for your future 
endeavors. 

古村 敏明 
 
ご卒業おめでとうございます。 
コロナ禍での学生生活、就職活動、大変なことも多かったと思います。 
神戸女学院大学で、時には苦労されながらも身につけられたことは、きっと皆さんの糧になっているはずです。新しい場所に、自信
をもって羽ばたいていってください。 

古東 佐知子 
  



 
 
 
 

 
卒業を迎える皆様、本日は本当におめでとうございます。皆さんの頑張る姿をオンラインで、そして今年は傍で見させていただき、
時には皆さんの相談やアドバイスにのることができたことは、私にとって大切な宝物になりました。皆さんとは１年生の時から一緒に
勉強をしてきましたが、この４年間の成長は目を見張るものでした。私は４年生が歩いているのをキャンパスで後ろから見るだけで、
あれは４年生だ、って大体分かります。それは皆さんの経験、自信、美しさが満ち溢れていて、所作や姿勢なども全く違うからです。
女学院で過ごした４年間が皆さんをどんな素敵な人間に変身させたか（これは内部も外部もですが）は社会に出るまで気がつ
かないかもしれません。あるいはもっと歳をとるまで気づかないかもしれません。けれど、何か他の人とは違う魅力が皆さんに備わって
いることに私は確信いたします。自信を持って社会に出てください。そして近況報告も忘れないでくださいね︕ 

松尾 歩 
 
ご卒業おめでとうございます。4 年間の大学生活を「半分コロナ前」「半分コロナ禍」で過ごされた皆さんは、「コロナ後」の社会をよ
りよく柔軟に導いていけるものと確信しています。きっと、やり残したこともあるでしょう。それらの 1 つ 1 つは、これからの長い人生の
なかでさまざまなチャンスに出会うたびに埋められ、気がつけば満ち足りていることと思います。諦めず、挑戦し続けてください︕ご健
勝を心からお祈りしています。 

南出 和余 
 
2021 年度卒業生の皆さん、4 年間の学び、そして、英文卒論の奮闘に敬意を表します。これからもご自身の才能や人柄を磨く
ことを忘れず、様々な場でご活躍ください。そして心豊かな人生を歩まれますように。いつも応援しています。 

溝口 薫 
 
決めつけ、縛り、押し込めてくる呪いのことばを受け入れて窮屈に暮らすか。 
可能性を信じて、軽やかに、自分らしく生きるか。 
選ぶのは君だ。 
世の中も親も上司も恋人も、勝手なストーリーを押し付けてくる。 
たぶん悪気はない。 
でも他者のことばに振り回されている限り、自分の人生は生きられない。 
だからお仕着せのストーリーは、自分のことばで書き換えるんだ。 
自分自身で紡いだストーリーを生きて欲しい。 
そうすればきっと悔いのない人生になるから。 
ご卒業おめでとう。 

中村 昌弘 
 
Dear Graduating Students 
A very warm congratulations on your graduation. 
The past two years have been very difficult - you should feel very proud of ourselves for successfully 
overcoming the challenges you faced over this time. 
Well done! Please keep in touch! 

奥村 キャサリン 



 
 
 
 
 
貴女の良さにプラスして、この４年間、さらに強さとしなやかさを身に着けられたことと思います。 
知性もしっかり磨かれました。どうぞご自分に自信を持って、大きく、高く、羽ばたいて下さい。 
キラキラと輝く笑顔に乾杯︕ご卒業おめでとうございます♪ 

白井 由美子 
 
ご卒業おめでとうございます。 
古村先生の代打として、3 年ぶりに岡田山キャンパスで授業を受け持つ機会を持ち、短い期間ながら皆さんと対話を重ねて卒論
を作り上げていくことができました。あらためて、美しいキャンパスのなか、親身な指導を行う先生方のもとで学ぶことのできるのは幸
福だなあと思いました。卒業後もそれぞれの領域で活躍してくれることを願っています。 

髙村 峰生 
 
ご卒業おめでとうございます。 
大学生活の後半がオンライン中心に皆さんはなってしまいました。大変だったと思います。 
しかし、それに素早く対応された皆さんは、これからの実社会における困難もきっと乗り越えられると信じています。 
ご自身の歩き方で、これからの道を切り開いて下さい。 

立石 浩一 
 

 
Yolanda Tsuda 

 
 



 
 
 
 
 
Dear students, 
My most heartfelt congratulations on you graduation! 
New and exciting adventures awaits you! 
Please work hard, but at the same time take good care of yourselves and the ones you love! 
I wish you all the best for the future! 

Goran Vaage 
 
Congratulations on your graduation. I love you no matter what, so please share with me your good 
news and not-so-good news whenever you want. I always welcome your mails and line messages. I 
wish you your happy rewarding future! 

和氣 節子 
 
My heartfelt congratulations on your graduation. What a happy occasion this 
is. No doubt the next step seems hard, the future defined by uncertainty. 
Make uncertainty your ally, then. Embrace the unknown. Use the 
self-knowledge acquired as an undergraduate as your compass to guide you 
through that exciting, uncharted terrain of your future life. 

Corey Wakeling 
 


