
私は在日オーストラリア大使館首席公使です。 このような特別な場にお招き

いただき、また、皆さんに激励の言葉を述べさせていただくことをお許しい

ただき、三木学長に感謝申し上げます。

本日お集まりの学生の皆さん、東京都市大学への入学を心よりお祝い申し上げ

ます。 皆さんは、これまで一生懸命勉強して、この大学に入学されたわけです

から、本当に誇りに思ってください。

これからの人生において、大学での教育は特権であり、それを最大限に活用しなければならないことを

忘れないでください。 私が「最大限に活用する」というのは、ただ図書館で勉強するということではあ

りません。 たくさん楽しみ、生涯続く友情を築き、新しい、異なる視点に心を開き、常に好奇心と探究

心を持つべきです。 

新しい言語を学び、海外に出ることは、楽しみながら友情を築き、新しいことに心を開く最良の方法の

ひとつです。グローバル化した世界では、これらは高く評価されています。 そこで、大学の学位取得の

一環として、「東京都市大学オーストラリア・プログラム」に参加することを強くお勧めしたいと思います。 

たとえ短期間であっても、英語で話し、外国で生活しなければならないのは大変であることは分かります。 

私を信じてください、私もその経験があるんです !  私は 11 歳の時に家族とオーストラリアのパースに

引っ越しましたが、英語は一言も話せませんでしたし、韓国以外の国に行ったこともありませんでした。

しかし、そのような状況に陥ったとき、人として成長し、思いもよらなかったことを成し遂げることが

できるのは、驚くべきことです。私がそうであったように、TCU のオーストラリアプログラムでは、オース

トラリアの活気ある文化や社会に触れることで、自分自身を発見し、人間として成長できる素晴らしい

機会を提供してくれることでしょう。

残念ながら、最近は COVID-19 の影響で、日豪の間の学生の定期的な行き来が思うように見られなくなり

ました。私の故郷であるパースへのオーストラリア・プログラムを待ち望んでいた TCU の学生も多いと

聞いています。このたび、オーストラリアの国境が、ビジネス、留学、観光など、目的を問わず、海外

からの旅行者に開放されたことをお伝えできることができ大変嬉しく思います。エディス・コーワン大

学もマードック大学も、今年後半に TCU の学生を受け入れることを楽しみにしています。私は、TCU と

オーストラリアとの長年のパートナーシップを認め、感謝したいと思います。  

このクレイジーで不透明な世界において、ロシアとウクライナの本格的な戦争など、私たちの周りには

多くの紛争がありますが、オーストラリアと日本が、知的で創造的、情熱的な未来のリーダーの人材育

成のために肩を並べる特別な戦略的パートナーであることは、素晴らしいことです。 ですから、皆さん

が東京都市大学での勉学と将来のキャリアにおいて成功を収めることを祈っています。世界は皆さんを

必要としています。 

ありがとうございました。そして、がんばってください。

在日オーストラリア大使館首席公使のご挨拶



REMARKS FOR ENROLLMENT CEREMONY AT TOKYO CITY UNIVERSITY (TCU)
 

I am the Deputy Ambassador at the Australian Embassy in Japan.  I would like to thank President Miki for 

inviting me to this special occasion and for allowing me to provide you with some words of encouragement. 

To all the students here today, I want to warmly congratulate you on your admission to the Tokyo City 

University.  I’m sure you have all studied very hard to get here, so you should be really proud of this 

achievement. 

As you enter the next exciting chapter of your life, please remember that a university education is a privilege

and that you have to make the most of it. And when I say “make the most of it” I don’t mean just study more in 

a library.  You should have lots of fun, build life-long friendships, open your minds to new and different

perspectives and always be curious and inquisitive.  

Learning new languages and going overseas are some of the best ways to have fun, build friendships and open 

your minds to new things.  In our globalised world, they are also highly valued.  So, as part of your university 

degree, I would like to strongly encourage you to take part in the ‘Tokyo City University’s Australia Program’.  

I know the thought of having to speak in English and live in a foreign country, even if it’s for a short time, can

be daunting.  Trust me, I’ve been there!  My family and I moved to Perth, Australia when I was 11 years old and 

I didn’t speak a word of English, nor had I ever been outside South Korea. But when you find yourself in a 

situation like that, it’s amazing how much you grow as a person and achieve things you never thought possible. 

Just like I did, the TCU’s Australia Program will provide you with a great opportunity to discover more about 

yourself and grow as a person, through experiencing Australia’s vibrant culture and society.

Unfortunately, due to COVID-19, in recent times, we were not able to see the regular movement of students 

between Japan and Australia that we would have liked. I understand that many TCU students have been 

waiting to go to Perth, my hometown, for the Australia program. I am very pleased to tell you that Australia’s 

borders are now open for international travellers for any purposes - business, study or pleasure. Both Edith 

Cowan University and Murdoch University are looking forward to receiving TCU students later this year. I want 

to acknowledge and thank the TCU for this long-standing partnership with Australia.   

In this crazy and uncertain world, with so much conflict around us, including a full-blown war between Russia 

and Ukraine, it is wonderful to know that Australia and Japan are special strategic partners who are working 

side by side to nurture and educate intelligent, creative and passionate future leaders.  So, I wish you all the 

success in your studies at the Tokyo City University and in your future careers. The world needs you!  Thank 

you and ganbatte kudasai!


