
What Can I Do to Make Peace in the World?

When thinking about peace, I realize that I myself do not understand the 
definition and standards of peace. 

I have many questions about peace. Is peace a national thing, is it peace if the 
individual is happy, and what can I do to bring peace to the world? 

It is difficult for a country to determine whether people are peaceful. 

I think we should seek peace that everyone will be satisfied with. 

We can afford to dream. We should do what it takes to reach those goals. The 
effort is never wasted.

平和な世界を作るためには

平和について考える時、平和の定義や基準への理解が出来ていない自分に気づく。

またそれらに対して疑問も湧いてくる。国としての平和か、個人が幸せで満足できれば平
和というのか、そして世界に平和をもたらすために私には何ができるのか。

国が、人々が平和であるかを判断するのは難しい。

またすべての人が満足する平和を求めるのも。しかし私達には夢を見る余裕はある。

その夢に向かいまずはたとえどんな小さなことからでも行動する事に意味がある。そしてそ
れは決して無駄にはならない。
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My Dream will Change Throughout my Life
When I was a kid, I had many dreams. But as I grew up, I had fewer dreams.

When I was a high school student, I read many books about successful people 
in the world such as Steve Jobs and Jack Ma, and my future outlook changed. 

Unlike them, I decided to study abroad in Japan, which has great technologies, 
history and culture. 

Before I went to college, my dream was vague. 

However, after choosing my major, I began to study carefully. 

My goal now is to graduate from Hagoromo University of International Studies. 
After that, I would like to work in Japan for several years. 

After that, I would like to go to countries like England, Germany, the United 
States and even Singapore to learn about technology.

There are many  great people who have influenced our world. 

I'm working hard so that I can be like them someday.

私の夢は私の人生を通して変わる
子供の頃、たくさんの夢がありました。しかし、成長するにつれて、夢は少なくなりました。

高校生の時、スティーブ・ジョブズ、ジャック・マーなど、世界で成功した人々について多
くの本を読み、将来の見通しが変わりました。 

彼らとは異なりますが、私は素晴らしい技術と文化の歴史がたくさんある日本に留学す
ることにしました。

大学に行く前、私の夢は漠然としていました。

しかし、専攻を選んでからは注意深く学ぶようになりました。 今の私の目標は羽衣国際
大学を卒業することです。

その後、数年間日本で働きたいと思っています。

 その後、イギリス、ドイツ、アメリカ、さらにはシンガポールのような国に行って、テクノロ
ジーについて学びたいです。

私たちの世界には、私たちの世界に影響を与えた素晴らしい人々がたくさんいます。

いつか彼らのようになれるように一生懸命頑張っています。

Nguyen Huu Vinh


