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What changed my life 

K.T. 

 

I went to Canada for five months in the Matsumura global scholarship program. 

Today, I’d like to tell you about two things that have changed my life.  Those are 

“Establishing identity” and “Challenging anything.” 

First, before I go to Canada, I had never thought of what I was. 

However, all of the people I met in Canada have their own opinions and they 

established their identity, also they listen to others carefully and understand them with 

respect even when their opinions are different. I was impressed, because they understood 

me who have different religion, different culture, and from different country, Japan. To 

understand others, I think we need to have our own opinion and know about the difference 

of how we feel, because keeping consider about ourselves and our thoughts creates our 

identity. 

Second, I often hear that Japanese do not want to speak or take actions though we 

have opinions, so nobody is interested in you. That’s true. I faced this problem many 

times, and I made efforts to solve them, for example talk to new friends, join many kinds 

of activities like volunteer, invite to hung out with friends. It was hard for me, and of 

course I failed so many times, but every time I got over it, I gained confidence and I was 

able to think anything more positively. I think this is the most important thing to succeed 

and to become stronger than before. We don’t have to worry about failure. I noticed this 

importance during staying in Canada. At the same time, I swore to keep trying new things 

all the time. 

I got so much precious experiences from staying Canada.  Everything is useful and 

my treasures. I want to say “Thank you” to all people. And especially I cannot thank my 

family too much who gave me a wonderful chance to try into the world. It was absolutely 

my turning point in my life and it made my life worthwhile. 

We have only one thing to change, “Just have to keep challenging.” 

 

Thank you. 

 

 

 

 



僕はカナダに五か月間、留学していました。今日は僕の人生を変えた二つのことについて

伝えたいと思います。それは「アイデンティティの確立」と「挑戦すること」です。カナダ

に行く前は、自分とは何か、ということをあまり考えたことはありませんでした。しかし、

カナダで暮らしていると、僕の周りの皆がそれぞれ自分自身の意見を持っているのに加え

て自分の意見だけを他の人に押し付けず、たとえ意見が違っても相手のことを尊敬しなが

ら理解して受け入れていて、素晴らしいと思いました。なぜなら、実際に彼らは違う宗教、

違う文化、違う国である日本から来た僕のことを受け入れてくれたからです。他の人を受け

入れるには、私たちは人それぞれ自分の意見を持ち、受け取り方の違いについて知る必要が

あります。その理由は、私たちが私たち自身、私たちの考えについて熟考することによって

私たちのアイデンティティが形成されると思うからです。よく、外国では意見を持っていて

も発言しなかったり、行動を起こさなかったりすれば興味を持ってもらえないという話を

聞きます。それは本当でした。僕は何度もこの問題に直面し、解決するために様々な努力を

しました。自ら話しかける、ボランティア活動などの色々な活動に参加する、休日に友達を

遊びに誘ってみるなど小さなことでしたが、当時の僕にとっては難しいことで、もちろん数

えきれないほど失敗もしました。でもそれを乗り越えるたびに自信がついて、より積極的に

物事を捉えられるようになりました。積極的になることは物事を成し遂げ、以前よりも強く

なるために最も重要なことで、失敗を恐れる必要などないと思います。僕はカナダでこの重

要さに気づき、この留学が終わっても新しいことに挑戦し続けようと思いました。カナダ留

学をしたことでたくさんの貴重なことを経験できました。そのすべては僕の宝物で有意義

なものです。私は支えて下さった全ての人、特に世界に挑戦する素晴らしい機会を与えてく

れた家族にもう一度感謝の気持ちを伝えたいです。この経験は確実に僕の人生においてタ

ーニングポイントになり、僕の人生を価値のあるものにしてくれました。私たちが変わるた

めに必要な唯一のこと、「挑戦し続けなければならない。」 

 

 


