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Keep pursuing my dream 

H. O. 

 

I have a goal to go to the Kinki area Kendo competition with my club members in 

June this year. I have played Kendo for 5 years and it’ll be the last competition for me 

and my team. I practice most of days with my team members and we all strongly want to 

win. 

I’d like to ask you “Do you have any dreams?”  “Keep pursuing your dream.”  

That requires lots of bravery and sometimes, it is difficult to keep pursuing your dreams, 

because of difference between reality and idea. 

Why is it important for us to keep pursuing our dreams? One book gave me the 

opportunity to think about that. I think everyone here probably knows this story. It was 

broadcast as a drama that was from the book “Hanzawanaoki” written by Ikeido Zyun. 

The hero works at bank and he fights against the bank for justice. He always has dreams 

and make his dreams come true by himself. I was so impressed that he didn’t spare any 

effort and I thought I should have my dream too. Having a dream may be difficult. 

However, if you aren’t satisfied with who you are at this moment, you can easily find 

your dream naturally. Even if you are satisfied with who you are at this moment, you can 

have a small dream by making a goal. 

When I was 13 years old, I had a goal to beat my record of 4 minutes in the 1000m 

Track and Field event. I had to running every day. It was difficult to do especially because 

I’m not good at continuing something. What I learned from that experience is that I 

shouldn’t be satisfied with the person I am at this moment. I shouldn’t be satisfied and 

think it’s ok to skip practice just this once. I shouldn’t be satisfied with just a little practice. 

Most of all, I shouldn’t be satisfied with the record that I have at the moment. Thanks to 

that philosophy, 

I exceeded my record in Track and Field. 

When your dream comes true, the process can make a person stronger. Even if your dream 

doesn’t come true, the process and your effort will make you growth by overcoming 

failure. Even if my goal of Kendo competition doesn’t come true, I’ll make my other goal 

and keep pursuing me goal with believing my process to effort make me stronger. “It is 

difficult to keep going after our dreams, but only people who keep pursuing their dreams 

will be able to continue having their dreams.” This is my favorite sentence. I hope I’ll be 

able to keep pursuing my dreams thought my life and I hope you will “Keep pursuing 

your dreams” too. 

Thank you. 



私には夢があります。私の参加している剣道というクラブ活動で今年の六月にある大会

で、勝ち上がり、チームで近畿大会に行くことです。私は剣道を五年間続けています。そし

て、この大会は私とチームにとって最後の試合になります。だから、私はチームと共にほと

んど毎日練習していて、強く勝ちたいと思います。 

皆さんには夢がありますか。（何人かに聞く）夢を追いかけ続けること。それはとても勇

気のいることです。時には現実と理想の違いから、夢を追いかけ続けることがつらくなるこ

ともあります。 

 なぜ、私が夢を追いかけることが大切だと思うようになったのか。それは一冊の本がきっ

かけです。ここにいるほとんどの人が知っていると思います。以前ドラマでも放送されたこ

とのある、池井戸潤によって書かれた「半沢直樹」という本です。銀行で働く主人公が、銀

行での不正と戦うというものです。夢を持ち続け、叶えてゆく主人公、また、その夢をかな

えるための努力を惜しまない姿に心を打たれ、私自身も夢を持ち続けようと思いました。 

 夢を持つこと、それは難しいことであるかもしれません。ですが、今の自分に満足してい

なければ、自然と夢を持つことができると思います。もし、今の自分に満足にしていたとし

ても、何か目標を作ることで、夢を見つけることができるのではないでしょうか。13 歳の

時、私には夢がありました。陸上の 1000m で４分という記録を上回ること。私には毎日の

練習が必要でした。何かを毎日続けることが苦手な私にとってそれはつらい事でもありま

した。私がその経験から学んだこと。それは今の自分に満足しないこと。今日一日さぼって

しまっても良いのではないか、という自分に満足しないこと。少しの練習で満足しないこと。

何より、今の自分の記録に満足しないこと。その甲斐あって、私は陸上の 1000ｍで 4 分と

いう記録を上回ることができました。夢が叶った時、それは私たちを強くしてくれます。も

し夢が叶わなかったときでさえも、それまでの努力の過程は私たちの力になります。もし、

剣道の試合で夢がかなわなかったとしても、次の目標を決め頑張っていきたいと思います。

「夢を追いかけ続けることは難しい。だが、夢を追いかけ続けることができるものだけが、

夢を見続けることができる。」これは、私の好きな言葉です。私は人生を通して夢を追いか

け続けたいと強く思い、皆さんもそうであることを願います。 

ありがとうございました。 

 


