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～願いごと集について～  

 

一般社団法人尾道青年会議所６５周年記念事業 

「星に願いを～おのみち流れ星～」の事業実施にあたり、  

２０２２ 年 ８ 月 7 日 ～ １０ 月 ２２ 日に募集を行い、 

尾道市内を中心に集まった願いごと８１３４点を掲載しています。 

 

書いてくれた 1 人 1 人の、前向きな想いが詰まった願いごと集。 

 

 当願いごと集にかかれた願いごと達は２０２２年１０月２２日の

夜に「おのみち水道 願い星」に照らされ、  

２０２２年１１月１５日、浄土寺にてご祈願を行いました。 

 

これからも尾道青年会議所は、まちと共に歩んでいきます。 

まちの皆様が、それぞれの願いごとを大切にし、 

前を向けますように。 

 

２０２２ 年 １１月  
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「星に願いを～おのみち水道願い星~」 

 

後援 

尾道市 / 尾道教育委員会 / 尾道商工会議所 

 

協賛 

青木プロパン株式会社 / 有限会社朝日屋 / 株式会社安保商店 / 今岡製菓株式会社 /  

有限会社エイチ・アイカンパニー / 有限会社栄和商事 / 有限会社エム・キャット / 

岡本食品株式会社 / 株式会社オクモト / 尾道国際ホテルグループ / 

 尾道製麩有限会社 / 尾道みなと館 / 尾道めぐみ認定こども園 / 

有限会社カーサービスオガワ / 株式会社カタオカ / 株式会社加度商 / 

カメダライン株式会社 / 北川鋼業株式会社 / 恵泉ホールディングス /  

株式会社啓文社 / 株式会社佐藤工務店 / 三和鉄構建設株式会社 / 

株式会社塩田 / 有限会社清水住宅設備 / 株式会社純正食品マルシマ / 

信和産業株式会社 / 新和ビル・サービス株式会社 / 住吉汽船有限会社 / 

製鐵原料株式会社 / 瀬尾税理士事務所 /大洋船具株式会社 / 大漁物産株式会社 / 

有限会社タカハシ自動車サービス / 株式会社高升船舶工業 / 株式会社鉄道広告 / 



東伸船舶機械工業有限会社 / 鍋島歯科医院 / 平岡社会保険労務士事務所 / 

株式会社福井亀之助商店 / 株式会社北洋本多フーズ / みなと海運株式会社 

株式会社ミヤジ / 有限会社メディアジャンクション / 有限会社元廣建築設計事務所 

有限会社山岡葬祭 

 



願い事 ニックネーム 年齢

グローブがほしい。 あ 9

お金がほしい あ 11

平和 あ 12

健康ですごす あ 28

もっとサッカーをうまくなる あ、ひびと 10

サッカーでさいゆうせんしゅしょうをまたもらいたい あ、ひびと 10

細くなって可愛いコスプレを着たいです。 山根綾莉 11

ホームランを打てますように あー 9

中学校の友達と会えて、たくさん遊べますように！ あー 16

やりがいのある仕事をしたい あー 24

ポケモントレーナーになりたい あーくん 6

家族と自分がずっと幸せでいられますように あーこ 9

お金持ちになっておとうとといっしょにあそべますように あーこ 10

いっぱい絵が描けますように あーちゃん 2

ぽけもんとれーなーになれますように あーちゃん 6

しゅくだいをいっぱいできるようになりたいな あーちゃん 6

大きくなったら腕時計がほしい あーちゃん 6

コロナがおさまりますように あーちゃん 6

コロナがなくなりますように あーちゃん 7

ダンスがじょうずになりますように あーちゃん 7

おおきくなったらおはなやさんになりあいな あーちゃん 7

はしるのがはやくなりたい あーちゃん 7

体操がうまくなりたい あーちゃん 7

えがじょうずになりたいです あーちゃん 7

けいたいがほしいです。 あーちゃん 7

コロナがおわりますように あーちゃん 8

ロシアとウクライナのせんそうが終わって
しあわせの日々がつづきますように。

あーちゃん 9

勉強をがんばれる自分になれますように あーちゃん 9

コロナがこの世からきえますように あーちゃん 10

コロナがおさまりますように あーちゃん 10

世界が平和になりますように。 あーちゃん 11

友達を増やしたい あーちゃん 11

世界中のみんなが健康で安全な日が続きますように あーちゃん 12

石油王になりたいです。そのお金で会社を設立させます。
そして人間国宝なってよりお金持ちになります。

あーちゃん 12

ゆうちゅうばになりたいです あーちゃん
コロナがなくなりますように あーちゃん
中学受験で合格できますように あーてぃん 12

いろんなぬいぐるみが欲しいです アーニャ 8

カービーのぐるめがほしい アーニャ 7

じでんしゃがじょうずになりますように あーもんど 8

あしがはやくなりたい あーり 6

コロナがおわりますように 藍 8

大人になってネイリストになれますように。 あい 8

かぜになりませんように あい 9

漫画家になれますように　 あい 9

薬剤師になりたい あい 10

家でかっているねこが大人しくなりますように あい 10

面白くて楽しい人生になりますように。 あい 11

戦争がない平和な世界 アイアイ 11

大好きな家族と友達がずっと笑顔でいることができますように♡ あいあい 15

恋できますように・・・ あいあい 15

コロナがなくなりますように あいか 8

国全体がへいわになりますように。 愛花 9

瀬戸田がもっとにぎわって観光客が増えてほしい。 あいか 10

何年たってもこの幸せが続きますように 愛歌 11

彼氏つくって尾道に来れますように あいきゃん 20

ぼくは、保育士になれますように。 あいくん 10

せんそうのないせかいんあってほしいです アイコニック 8

ゲームがうまくなりたい。 あいす 8

みんなが健康で幸せなくらしがおくれますように。 あいす 11



願い事 ニックネーム 年齢

世界平和 アイスクリーム 28

おてつだいしたいな あいすくりむ 4

家ぞくみんなでげんきにすごせますように。 アイスくん 8

コロナがなくなってほしい。 アイスちゃん 8

深澤くんに外部舞台のお仕事くださーい 愛知在住Ｍ 27

ゆうえんちに　あそびにいきたいです あいちゃん 4

かぞくがげんきにくらせますように あいちゃん 6

そらばんの試験が受かりますように あいちゃん 10

フォーエイトに会いたい あいちゃん 10

子猫が元気に成長しますように 　あいちゃん
社会科見学にいきたい あいな 6

コロナがなくなってみんなが楽しくくらせますように 愛依菜 10

けいさつかんになりたい あいなぴ～ 8

きょうりゅうになりたい。 あいのすけ 4

彼氏がほしいとか言っちゃたり・・我みっちーに会いたいなり あいのすけ 16

新型コロナウイルスがなくなり平和な世界になりますように 愛の菜の花 11

かぞくみんなにいいことがありますように。 あいぴ 9

ＮｉｚｉＵのグッズをたくさん買えますように。
うさぎのグッズをたくさん買えますように。
ダンスが上手になりますように。

あいぴょん 10

星のカービィデラックスのゲームがほしい。 愛未 9

えるさと　らぷんつぇるに　ありえるになりたいな あいり 5

みんなが学校にこれますように。 あいり 7

みんなが笑顔で平和でくらせますように あいり 9

しょうらい薬剤師になれますように 愛理 9

コロナがなくなりますように あいり 9

コロナがなくなりますように あいり 10

コロナがおさまって幸せに暮らしたい あいり 10

コロナがなくなりますように。 あいり 10

ケーキ屋さんの店長さんになって、お客さんをよろこばせたいです。 愛音菜 11

カープが優勝しますように あいり 20

家に、ドラえもんが来て、ひみつ道具で助けてもらいたいです あいりん 9

パンやさんになりたいな あいる 6

ダンスでプラスに入りたいです。 あいる 8

大きくなって、ケーキやさんになりたいです。 愛琉 8

ダンスでプラスのクラスに早く入りたい 愛琉 8歳

プリンセスになりたい あいん 3

プリキュアになりたい あいん 3

プリンセスがたくさんほしい あいん 3

コロナおわってほしい あいん 3

からさわのアイスがたべれますように！ あお 3

家族みんなでUSJに行けますように！ あお 3

えんのおともだちとなかよくできますように あお 4

いぬがほしい あお 7

みんなが優しく平和でありますように あお 11

たいこやりたい 青 11

背が伸びたら良いな あおあお 7

いろいろな学年の友だちがふやせますように。 アオイ 9

しんかんせんのうんたんがしたい あおい 4

ゆうびんやさんになりたい！ あおい 4

けいきやさんになりたいですがんばります あおい 6

けーきやさんになりたい あおい 6

Switchがほしい あおい 7

いぬがんまがいきできますように あおい 7

さんすうがじょうずになりたいです あおい 7

くるまがほしい あおい 7

あしがはやくなりたい あおい 7

バスケせんしゅになりたい 葵翔 8

早く走れるようになりたい 葵 8

ゆうえんちに行きたいです。 あおい 8

コロナがなくなってりょこうにいきたい あおい 9

あたまがよくなりますように。 あおい 9



願い事 ニックネーム 年齢

ダンスのプロになりたい あおい 9

目医者になりたい あおい 9

コロナで苦しむ人が少なくなりますように あおい 10

ディズニーランドに行きたい。 葵依 10

プロサッカー選手になりたい あおい 12

世界中のおいしいものを飽きるまで食べたい！ アオイ 12

家族みんなと幸せに健康で過ごせますように アオイ 12

世界のみなが幸せにくらせ流ように 青木 12

みんなが幸せでありますように 青木 30

グミをいっぱいたべたいです。 あおくん 1

もっともっとはやくはしれるようになりたいな あおくん 4

トランスフォーマーに会いたい あおくん 5

プロバスケット選手になって金メダルを取る 青君 9

みんなのねがいがかないますように あおこ 10

べんきょうをしゅうちゅうしてする。 あおしくん 8

げんきにすごせますように あおちゃん 3

ディズニーランドにいきたい あおちゃん 4

ずっとずっと平和でありますように あおちゃん 4

コロナが無くなりますように あおちゃん 6

漢字をいっぱい覚えたい あおちゃん 9

コロナがおさまって欲しいです あおちゃん 11

コロナウイルスがなくなりますように あおちゃん 12

セント・ニコラウスさんにあいたい あおっぴ 8

早く歩けるようになりたい あおと 1

ダンスがじょうずな　おとこのこになりたい♫ あおと 3

ぞうさんときりんさんとおさるさんがみたい あおと 4

こうじげんばのひと、ケーキやさんになりたい あおと 4

お金持ちになりたい あおと 6

お金持ちになりたい あおと 9

コロナがおさまって欲しい あおね 7

恐竜公園であそびたい あおは 3

きょうりゅうにのりたい あおは 3

ユーチューバ―になりますように 青羽 10

戦争が無くなりますように 青ピーマン 11

コロナが終わっていろいろなところに出かけられるようになりますように 青ひげ 11

字を書道の先生のように綺麗に書きたい♪p(^^)q あおぽん 7

みんながげんきでいられますように あおぽん 7

体ちょうをくずさずにいられますように あおぽん 7

みんなのねがいがかないますように あおぽん 7

サーティーワンの店員になりたい あおぽん 7

コロナがなくなりますように あおぽん 7

コロナがおさまりますように あおぽん 7

アオソイカが増えますように アオリー
ＳＤＧＳを世界中が守れますように あか 10

ガンプラでVer2.0のグフがほしい 赤い彗星のシャア 10

頭が良くなるようにしてください。 あかえんぴつ 11

あたらしいこうえんにいきたい あかこ 5

M1グランプリーでゆうしょうしますように 赤瀬結人 10

もじをきれいにかきたい。 あかせ
かぞくがけがせずすごせますように！ あかちゃん 9

赤ちゃんが元気に大きくなりますように あかね 7

コロナが早くおさまりますように 茜 10

推しのライブチケットが当たりますように あか猫 11

世界のみんなが平和で楽しく過ごせますように あかねっち 10

戦争が終わりますように 赤ピーマン ？

おかあさんの手足がなおりますように あかべー 8

楽しい場所にたくさんいけますように あかり 1

プリキュアになりたいな あかり 5

おかねもちになりますように あかり 7

家全体がちらかっているから家をキレイにしたい あかり 8

ころながおさまりますように あかり 9

コロナがおさまりますように あかり 10



願い事 ニックネーム 年齢

猫に好かれたい。 あかり 10

コロナがなくなりますように あかり 10

イラストレーターになりたい あかり 11

お金がいっぱいもらえますように。 あかり 11

みんなのやくにたてれるようになりたい あかりちゃん 6

みんなのやくにたてれるようになりたい あかりちゃん 6

もっとたくさんともだちができますように あかりちゃん 7

ワクチンをうたないでもコロナにかからずすみますように あかりのあかちゃん 7

神戸アンパンマンミュージアムに行きたい あかりん 2

楽しいことが起きますように、アイドルになりたい あかりん 7

ま女になる あかりん 9

公む員に、なれますように。 あかりん 10

コロナと戦争が早く終わりますように あかりん 12

成績が上がりますように あかりん 16

かぼちゃがおおきくなってほしい あき 6

毎日元気に過ごせますように あき 9

尾道がきれいな街になりますように こうめ 43

ユンボがほしい アキ 43

子どもたちの安心な社会 アキ
サッカーせんしゅになりたい あきお 7

家族やみんなが健康で平和で幸せに過ごせますように！ アキキ 12

家族みんなが元気で仲良く過ごせますように あきこ 38

また皆でおのみちに遊びに来られますように アキゴン 24

コロナが無くなったらおともだちのおうちでたくさんあそびたい あきちゃん 4

せかいじゅうのみんなにすてきなぷれぜんとがとどきますように、、 あきちゃん 4

ケーキ屋さんになれますように あきちゃん 6

おかねもちになりたいです あきちゃん 7

美容師になれますように あきちゃん 10

彼女がほしい あきちゃん 20

たくさんおしゃべりできますように あきと 1

だだんだんになりたいな あきと 3

ドン桃太郎のおもちゃが欲しい あきと 5

みんな、優しく生きられる世界でありますように。 あきと 6

サッカーぶにはいりたい。 あきと 7

けいさつかんになってわるい人をつかまえたい あきと 7

ピアノがうまくなりたい。 あきと 7

ゲームをかいたい あきと 8

みんなが元気に学校に来ます様に あきと 11

スポーツがうまくなりますように あきとも 7

かんごしになりたい アキナ 6

きれきれにダンスをがんばりたいです。 あきな 6

コロナがなくなりますように 明音 7

身長が伸びますように！ あぎぱん 14

ほうせきがみつけられますように。 あきぴ 7

家族が長生きしますように あきひろ 10

こわいゆめを見ないこと あきほ 8

こわいゆめをみませんように あきほ 8

平和な世界になりますように あきら 9

ゲームを通じて日本各地の友達をつくりたい ＡＫＩＲＡ 11

中学受験受かりますように。 晶 12

みんながしあわせになるように あくさ 9

虚弱体質を直してください アグネスタキオン 35

家内安全 あくび
足がはやくはしれるようになりたい 悪魔 10

信長を討てますように あけち　みつひで 3

みんなに福が来ますように(^^) あけちゃん 53

体が元気でありますように あけみ 54

ラプンツェルになりたい アコ 3

てつぼうがもっとじょうずになりたい あこ 4

プリンセスになりますように！！（アリエル） あこ 4

ぷりきゅあになりたい あこ 4

でんしゃになりたい あこ 4



願い事 ニックネーム 年齢

子犬がかえますように。 あこ 9

スプラ３でかちたい あここ 9

またふくおかに、いきたいな。 あさ 6

戦争をなくしてほしい。 朝 10

パン屋さんになりたいです。 あさあさ 9

トワイライトエクスプレスが復活してほしい 朝倉悠斗 12

ほしいものがてにはいりますように あさだゆはる 8

せがたかくなりたい あさな 6

かぞくみんな元気でいたいな あさは 6

キャンプとすいぞくかんにいきたいな あさひ 3

みんながしあわせになれますように あさひ 7

まんがかになりたい あさひ 7

医者になりたい あさひ 7

平和になりますように あさひ 7

コロナがなくなりますように あさひ 7

コロナがおさまりますように あさひ 7

新しいへやがはやくできますように あさひ 8

ワンピースのソフトがほしい。 朝陽 8

スポーツ少年団で優勝したい。 浅見めい 11

地球から戦争がなくなりますように！ 朝焼けの清らか 26

コロナが収まりますように。家族が元気にくらせますように 明日 10

２歳こそはアンパンマンミュージアムに行って
アンパンマンに会えますように

あす 1

絵が上手になりたい あす 6

次のＤＪＴも優しい人でありますように あす 25

かわいくなれますように あず 1

勉強ができるようになりますように あず 10

アイドルになりたい アスカ 6

お金持ちになれますように あすか 24

コロナがなくなり子供達が安心してあそべますように アスケイサン 36

コロナがおちつきますように。 あすちゃん 8

コロナがなくなりますように あすちゃん 9

裕也くんと仲直りしてずっと一緒にいれますように
瑳玖ちゃんと家族３人でいれますように

あすちゃん 26

びょういんセットがもらえますように。 あずちゃん 4

戦争が無くなりますように あずは 1

目が良くなりますように 新太くん 9

じをきれいにかきたいです あだちゆうな 7

コロナのための薬がはやくつくれますように 頭がおかしい人 10

てんさいになりたい あたまがわるいひと 12

次ツ絶対当選！アリーナ最前！ 確定ファンサ！ あちゃん 20

試合で優勝できますように。 アッカーマン 11

ころながなくなりますように あつかほ 7

大きくなりますように あつき 2

大きくなりますように あつき 2

＊＊＊＊（不明） あつき 2

漣登君目標に向かって走ってください アッキー 29

しんかんせんにのりたい あっきー 3

せかいいちおいしいものをつくりたい アッキー 7

みんながへいわでわらえるみらい。 あっきー 10

しゅうゆくんともっとなかよくしたいです。 アッキー 10

持久走大会でトップ20に入りたい。 あっきー 11

けがのひんどがさがりますように。 あっきー 12

英検4級に受かりますように あっきー 14

新体操で優勝したい あづきちゃん 7

大金持ちのユーチューバーになる あつきちゃんちゃんめん 11

貨物電車にのれますように あっくん 3

USJのマリオのエリアに行けますように あっくん 5

どうぶつえんへいきたいです あっくん 6

おいしいものいっぱい食べられますように あっくん 7

コロナがなくなりますように あっくん 7

りょこうにいっぱいいきたい あっくん 8



願い事 ニックネーム 年齢

字がキレイになりたいです あっくん 8

およぎが上手になりたいです あっくん 8

自由になりたい あっくん 10

だいくさんになる あっくん ？

陸と海の全てのゴミがなくなりますように。 あっくんAa 8

字がきれいになりますように。 アッサー 8

フィッシャーズに会ってみたい あっさん 9

コロナがなくなりますように アツシ 11

自転車にのりたい あつし 5

年を取っても元気でいたい。 あつし 11

好きなことが充実できますように あっそん 12

☆ピチュウになりたいな✩ あっち 6

せんそうがなくなるように。 あっちゃん 6

うたひめになれますように。 あっちゃん 7

おしゃ町が現実になりますように あっちゃん 9

なかよくできますように あっちゃん 10

コロナがやんでほしい あっちゃん 10

ユーチューバーになりたい あづちゃん 8

コロナがなくなりますように あづちゃん 8

もっと絵が上手になりたい。 あっぴぃ 11

せかいがへいわになりますように あづぽん 8

今、取り組んでいる事が全て成功できますように あてこん 11

ホームランを打つ。 アナゴさん 11

養鶏場を作りたい。大企業とのコラボレーション アナム 25

ゆーちゅーばーになりたいです あにゃ 7

やせますように あね 27

幼虫が早く生まれますように あのきがたは 6

家族みんなが健康で笑顔あふれる日々を過ごせますように あのちゃん 31

平和な地球 アノマロカリス 9

ゲーミングPCでminecraftしたい。 しばいぬ愛好家 11

ジャニーズのSnowManに会いたいです（切実）ライブあたらない・・・ あび 23

おばあちゃんちにいきたい あびこ 10

インターネットカフェを作る アフエド　ザエル 30

志望校に合格したい アフポコ 12

平和で楽しく安全に暮らせますように あぶりチーズトロサーモン 12

バドミントンせんしゅになりたいです アフロポユりんごちゃん 8

世界平和（私を中心とした） あべかわ 21

テストで１位をとりたい あべち 12

ゲームのカードを買ってもらえますように あぼくし 9

来年1年が上手くいき、最高の年になりますように。 安保大輔 33

ぷりきゅあになりたいな あぼちゃん 3

ラグビーの試合でかつやくできますように！ アホでもつよい 11

ソフトボールでうまく打てるようになりますように あぼみ 10

かわいい犬を飼う アポロちゃん 9

ＵＴｕｂｅｒになれますように 甘井みかん 58

ひらがながかけますように あまね 5

しょうがくせいになりたい あまね 5

みんなが平和にくらせますように 天音 10

野球が上手になりますように。 天野海翔 10

けいさんや漢字をはやくかけるようになりたいです 亜美 11

家族が健やかに あみ 36

コロナがなくなりますように あみ ？

さかあがりできますように。 あみちゃん 6

公園に行って滑り台をしたい あみみん 4

サッカーと将棋がうまくなりますように あむろとおる 7

コロナがなくなりますように。 あめ 8

旅行に行きたい あめ 10

りょうりができるようになりますように あめちゃん 7

あしがはやくなりますように あや 5

プリンセスになりたいな あや 5

ねーちゃんが推しに会えますように あや 10

戦争がない世界になってほしいです あや 12



願い事 ニックネーム 年齢

今やっているミニバスケのみんなと大人になったら
またみんなでバスケがしたい

綾 12

戦争が無くなりますように あや 12

お金持ちになりたい あや 25

これから毎日楽しくすごしたい あや 25

健康ですごせますように あや 25

あかちゃんがもう一人ほしいな あや 38

おいしいものをいっぱい食べたい あやか 1

おともだちとたくさんあそびたい あやか 1

けえきやさんになりたい あやか 6

リコーダーが上手にふきたい あやか 8

世界中で困ってる人を助けたい あやか 8

妹と仲良くしたい 明彩 10

リコーダーがきれいな音でできますように 彩夏 10

絵を上手に描けるようになりたい。 彩花 12

健康で幸せな人生になりますように あやか 28

幸せになりたい あやか 34

みんながながいきできますように あや子 10

まだまだ健康な体ですごせますように！！！ あやこ
永遠の
30歳の
80代

ほんもののポケモンにあえますように あやちゃん 5

きいろいドレスを着たプリンセスになりたい！ あやちゃん 5

あしがはやくなりたい あやちゃん 6

ドレスが欲しい あやちゃん 6

国語算数頑張りたい あやちゃん 7

かぞくがしあわせになりますように。 あやちゃん 7

コロナがおさまりますように♡ あやちゃん 7

コロナがなくなりますように あやちゃん 7

コロナがなくなりますように あやちゃん 7

コロナがなくなりますように あやちゃん 7

コロナがおさまりますように あやちゃん 7

コロナがなくなりますように あやちゃん 7

ペット屋さんの人になれますように あやちゃん 9

コロナがなくなってへいわになりますように あやっち 8

みんなといっぱいあそびたい あやと 3

いいことがおきますように あやと 6

たのしく、くらせますように。 あやと 7

リコーダーを上手にふけるように 彩翔 9

プロ野球選手になりたい あやと 9

ダンスのイベントで上手におどれますように。 あやな 9

りゅうかずとくんにあいたい あやね 7

いつまでも、おのみちのしぜんが見られますように。 あやね 8

お金持ちになって家族で賑やかな場所に住みたい あやね 8

おともだちがたくさんできますように あやの 2

りょこうにいきたいです あやの 7

20とびができるようになりたいな あやの 7

おいしゃさんになりたいな あやの 7

あやとりができるようになりたいな あやの 7

かぜをひきませんように あやの 8

コロナウィルスなりなりますように あやの 8

スーパーボールすくいがうまくなりますように あやの 8

くもんの５年生のべんきょうがもっとできるようになりたい あやの 8

もっとしゅう中力をつけてべんきょうする あやの 8

足がはやくなりますように あやの 12

国家試験合格 あやの 22

就職できますように（いい所に） あやの 22

推しに会えますように あやの 22

犬がかえますように。 彩羽 10

ねこがかいたい。 あやぴ 10

はやく大きくなりたいな あやみ 3

いい出会いがありますように あやみ 27



願い事 ニックネーム 年齢

姉妹仲良く育っていってくれますように あやみ 34

リコーダーが上手になりたい あやめ 8

もっとともだちがふえますように 彩由ちゃん 9

みんなが健康で幸せにすごせますように あやりー 11

カップラーメンの中で水と接触すると熱を発生させる化学物質を入れて
水でも作れるようにして災害時に役立つようにしてほしいです。

アユ 11

みんながしあわせでくらせますように。 歩ゆ 8

保育士になりたい あゆ 11

年末ジャンボ当てる！ あゆ 11

新しい化学物質見つける！ あゆ 11

K国の身かってを直してほしい！ アユ 11

大野君のお休みが充実しますように あゆあゆ 15

コロナウィルスがおさまりますように。 歩風 10

将来美容師になれますように。 愛結 10

１００えんだまほしい あゆくん 7

かセットがほしい。 あゆくん 7

コロナがなくなりますように あゆくん 10

吉星高照のドラマが無事放送されますように あゆこ 22

学校で良いせいせきをとりたい 鮎子君 9

コロナがなくなりますように 鮎子君 9

コロナがなくなりますように あゆこくん 9

せんそうがなくなりますように あゆこくん 9

じゅくの模試で金メダルを取る 鮎子君１号 9

コロナがおさまりますように。 あゆな 8

コロナがおさまりますように あゆな 8

カップラーメンに水と接しょくすると熱を発する化学物質を入れて
水だけで作れるのを作って欲しいです

アユの塩焼き 11

コロナのどんなかぶにもきく飲み薬ができますように。 歩実 10

コロナがきえてみんなげんきになれますように。 あゆみん 8

りふてぃんぐがうまくなりたい あゆむ 6

ＰＣと家を買いたい あゆむ 8

コロナがなくなるように あゆむ 9

みんなの願いを叶えたい あゆむん 41

リーダーとしてみんなをささえていく。 あら 8

サッカーが上手になりたい。 あら3211 9

みんながたのしいくらしにまりますように あらい 7

何でも出来るようになる あらいえりか 8

イラストレーターになれますように。 新井結月 9

コロナがなくなりますように あらき 8

アイスクリームをたくさん食べたい あらくん 4

とびばこ５だんとびたい あらた 5

こうえんでいっぱいあそびたい あらた 5

けいさんがいっぱいできますように あらた 7

スいっちがほしい。 あらた 7

カタールワールドカップで日本が優勝できますように 新大 12

ネコがかえますように。 あらネコ 10

コロナが無くなりますように あらぽん 10

きょうりゅうになりたい！！ あらんくん 3

ハワイに行って泳ぎたい アリ 9

メロンパーカーに逢えますように アリ 12

コロナが収まりますように ありあ 9

小学校で友だちがふえますように ありあ 9

あいどるになれますように ありえる 7

アリエルに会いに、ディズニーランドに行きたいです♡♡ アリエルだいすき 3

おかねもちでこうきゅうのいえにすみたい ありき 7

がっこうがきれいになりますように ありさ 7

ペットともう一度あそべますように ありさ 9

あかちゃんが我が家にもやってきますように ありさ 30

ピンクのプリキュアみたいにかしこくて、運動が出来るようになりたい ありちゃん 3

尾道に食べ物の店が増えてほしい アリッキー 11

コロナがなくなりますように アリナー 11

ころなからせいかつはたかいです。10万円もらいたいです。 アリプリンゴ　ヴィダグド 33



願い事 ニックネーム 年齢

一不可説不可説転円ください ありゆう 10

プロ野球の選手になる 正歩 10

幸せがひとつになって尾道がハッピーであふれますように アルフォート 40

スパイダーマンになりたいな あれくん 5

バレーボールでレギュラーになれますように。
天才といろんな人に言われますように

あれじゅ 11

成績が上がりますように！ あわ 17

世界中のみんな心一つに！へいわになりますように あん 5

今！奇跡を起こそうぼくらの生まれたこの地球で！ あん 5

あいすやさんになりたい あん 5

ホッピングができますように あん 7

せんそうが☺なくなって☺へいわにく☺らせますように☺ あん 8

ゆーちゅーばーになりたいです あん 8

家ぞくがコロナになりませんように☆ミ 杏 9

おかしをいっぱいたべれますように。 あんこ 8

スナイパーライフル あんこ 8

コロナがすぐに終わりますように あんこー 9

犬が飼えますように あんころもち 9

人の役にたつようにがんばりたいです。 あんず 10

コロナがなくなりますように あんず 12

あなたに会いたいー！ 杏さら 10代

旅行に行きたい あんちゃん 8

４年生になったらなほちゃんと同じクラスになれますように。 安東みゆ 8

かっこいい１ねんせいになりたいな あんな 5

かわいいブーツがほしいです あんな 6

大好きな動物をかってもらいたいです。 杏奈 10

コロナが無くなりますように あんな 12

発表する時などに大きな声で発表したいです。 アンニ 10

風邪をひきませんように アンパンチ 54

有名じんにあえますように アンパンマン 10

この世の悪い菌がバイバイ菌しますようにハッヒフッヘホーン！ アンパンマン 12

コロナウイルスが消滅しますように
ますくなしでの生活に早く来ますように

アンパンマン大好きボーイ 4

皆に幸あれ アンパンマンパンパン 12

バイキンマンを駆逐する アンパンマン食べちゃうぞ 31

コロナ手当金10万欲しいです アンポタン 45

ピアノの発表会でからやくしたいです あんり 10

ねこになりたい。 イ 9

おいしいものをたくさんたべて、げんきでおおきくなれますように！ いーくん 1

コロナがなくなりますように いーくん 6

ポケモンになりたいな いーくん 6

広大附属受験で受かりますように イーサンハント 12

やくざいしになれますように。 いいだゆずは 7

好きなゲームキャラのグッズが欲しい いいたん 11

からてがじょうずになりたい。 イイブイ 6

みんなでりずにーにいきたい いいぶい 6

いれいすのライブに行きたい いうらおし 8

字をきれいになりたい。 イエローくん 8

ベトナムにもどっておばあちゃんにあえますように いえん 8

ケーキやさんになれますように いお 8

みんなが元気で暮らせますように いお 8

コロナがなくなりますように いお 8

元気でくらせますように いお 8

やくにたてる人になれますように いお 8

みんながえ顔ででいられますように いお 8

豊魚 いお 47

カービーのあたらしいゲームがほしい。 いおくん 6

ポケモンをたくさんゲットできますように いおと 3

世界が平和でありますように いおりん 11

お金持ちになれますように いおろん 10

空をとべますように。 いか 7

絵が上手になりたい イカ 10



願い事 ニックネーム 年齢

富と健康 いか 30

コロナがなくなりますように。 いかちゃん 6

将来ちゃんと生きれますように いかり 11

かぞくがずっとげんきになりますように いがわことみ 7

コロナがかんぜんになくなりますように いがわことみ 7

げえむがほしい いき 7

れのくんといっぱいあそびたいです れ生 7

ねずこちゃんにあいたいな いくちゃん 5

マンガをかく人になりたい 育杜 9

いつまでもみんなとなかよくできますように いくと様 11

サッカー部に人が増えますように。 いくぼう 11

まいにちたんじょうびのひになるように。 いけおか　てるたか 7

早く広島もどりたいです 池田 36

すかいとけっこんできますようにこはる いけだこはる
つばめのだんすがじょうずになれますように いけもとかほ 6

スイッチ欲しい いけもとこうた 10

おかあさんとこめこのパン屋になりたい いしい 5

じえいたいになりたい いしい 8

さっかあせんしゅになれますように いしおかきょうへい 6

10月22日に大阪で暮らしている息子が入籍のため尾道に帰ってきます。
10月22日は『永久に夫婦』と語呂がいいらしいです。
息子ら夫婦が幾久しく幸せにそして私たち家族も元気で暮らせますように…
星に願いを込めて…祈ります

石岡　昇 60

しょうらいプロ野球選手になりたい 石川翔大 9

夏が涼しくなりますように 石ころ 10

おんがくのてすとがうまくなりたいです いしざきふうな 7

陸上の大会で優勝 石田ちゃん 10

おいしいりんごをたべたい 石田はると 10

おおがねもちになりたい。 いしはら　しき 7

ユーチューバ―になれますように 石原　琉利 10

石垣島にいきたいな いしん 5

ウッディがほしいな いしん 5

プールにいけますように いず 3

コロナが終わって町が明るくなりますように いずき 11

コロナが終わって、みんなでいろんな行事ができますように いずみ 67

かぞくみんなでりょこうにいけますように。 いずみ　あかり 7

歴史学者になれますように 伊勢新太郎遼 11

メイクどうぐがもらえますように いそ 8

ゆめがかないますように いそぎんちゃく 8

戦争がはやく終わりますように。 イソギンチャク 10

障碍馬術で８０ｍ障碍をとぶ いち 12

どーなつやさんになりたい☆♡ いちか 5

ケーキやさん いちか 5

コロナがおちつきますように いちか 8

肉くがいっぱいたべたい いちか 9

有めい人になりたいです。 苺花 10

リコーダーがきれいに吹けますように いちか 10

成せきが良くなりますように！ いちか 10

みんな仲良く、健康でいられますように！！ 一花 11

アイスクリームやさんになりたいな いちご 7

アイスクリームやさんになりたいな いちご 7

アイスクリームやさんになれますように イチゴ 7

コロナが無くなりますように いちご 7

アイスクリームやさんになりたいな いちご 7

あいすくりーむやさんになりたいな いちご 7

アイスクリームやさんになりたいな いちご 7

高知けんに行ってななちゃんと、あそべますように いちご 9

コロナがおさまりますように いちご 9

じきゅう走で１位になれますように いちご 10

世界中の皆が平和で安心して暮らせますように いちご 47

楽しく過ごせますように。 いちごあめ 17

コロナウイルスをなくす薬ができますように いちごウイルス 11



願い事 ニックネーム 年齢

がっきゅういいんをがんばること いちごちゃん 7

ケーキをじょうずにつくりたい。 いちごちゃん 8

コロナがおさまりますように。 いちごちゃん 8

かんごしになれますように いちごマカロン 10

一年生になれますように 一年生 6

コロナウイルスにかかりませんように 一マサ 12

けえきやさんになりたいです。 一めんあおい 7

尾道商業高校1年生レギュラーショート 伊知郎 12

コロナが早くおさまりますように イチロー 45

家族みんなが元気でいられますように イチロー 45

おもちゃがほしいな☆ いつき^^ 3

みんながげんきでおもちゃで遊べますように いつき＾＾ 3

みんなで幸せに暮らせますように いつき 4

ぐらぐらしてるはがはやくぬけますように いつき 5

柔道でつよくなりたい いつき 8

ピアノのおんがくはっぴょうかいにじょうずにひきたい いつき 8

サッカーで1いをとれますように。 いつき 8

野球でヒットを量産する 樹 10

プロサッカー選手になりたい いつき 10

平和な世界になってほしい いつき 11

テストで１００点が取れますように いづき 6

げんきいっぱい　えがおいっぱいでいれますように いっくん 1

おかあさんのつくるチーズドックがたべたい いっくん 6

ままがこのままいきてままとけっこんがしたい。おおがねもちになりたい。 いっくん 7

くつ屋さんになりたいです。 いっくん 8

ソフトボールでレギュラーをとれますように。 いっくん 10

公認会計士になりたい いっくん 21

新幹線にのりたい いっくん＆りこちゃん 4.1

尾道水道がいつもでもきれいでありますように。 いっけ 9

ＡＰＥＸでスパレジェが欲しい いっけのなりそこない 4

コロナがなくなり自分のお金が早くたまりますように 一光 10

おおがねもちになれますように いっさ 6

金 いっさくしっぱいさく 12

スプラトゥーン3がほしいな いっしん 5

きょうりゅうはくぶつかんにいきたい！！ いっせい 4

ばすけがうまくなりたい。 いっせい 7

有名人に会う イッターちゃん 10

救急救命士になりたい いっちゃん 3

ひまわりをしたいです。 いっちゃん 3

うちゅうひこうしになりたいなパイロットにもなりたいな いっちゃん 6

おすし屋さんになれますように いっちゃん 8

かぞくみんなでキャンプにいけますように。 いっちゃん 8

パパとママのけんかがおさまってほしい いっちゃん 8

日本も外国も平和で生活できますように。 いっちゃん 10

①知りあいが長生きしますように（わたしも）
②コムドットに会いたい（親しくなりたい）ちかいうちにおねがいします
かなうように

いっちゃん 10

家族みんながこれからも幸せに長生きしますように。 いっちゃん 11

将来、プロバレーボール選手になりたい！！ いっちゃん 12

コロナになりませんように いっちゃんめん
ぷれでたーになりたいです いっと 6

たしざんとひきざんをはやくこたえるようにしたい いっぺい 7

しがじょうずになりたい いづみん 8

大きくなったらプリンセスになれますように いと 3

みんながしあわせになれますように いと 4

たのしくすごせますように いと 4

プロ野球選手になりたい いとう 6

戦争がなくなりますように 伊藤 11

コロナがなくなって家族が幸せになりますように。 伊藤杏莉 9

車の免許が難なくとれまうように いとうさん 23

おもちゃがほしい いとは 3

いいことがおきますように イナカリ 12



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがなくなってユニバーサルスタジオジャパンに行きたいです 稲田遥人 7

かせっとがいっぱいほしいです。 稲田遥 7

ゲームがいっぱいもらえますように いな田はると 7

かあさんにほしいのをかってもらいたい。 いなば 6

無病息災 以南 60

ナイト・ドクターになれますように。 いぬ 8

コロナがなくなりますように 犬 8

家族が長生きできますように 犬 9

みんながコロナにかかりませんように。 犬 10

猫を早くかえるように 犬 10

平和でありますように いぬ 11

ピーターパンになりたい いのうえ 4

ピアノの先生になりたい 井上 7

コロナがなくなりますように いの上日なた 8

幸せになれますように。 井上瑞貴 9

孫と旅行にいきたい いのうえみちこ
伊勢エビたくさん食べたい いのうえみちこ
毎年尾道に旅行したい いのうえりえこ
お給料があがりますように いのうえりえこ
明輝さんとまたいつか会えますように いのうえりえこ
愛猫のみーちゃんがいつまでも健康で元気ですように いのうえりえこ
サッカーせんしゅになれますように いのくん 8

お姉ちゃんと友だちとわたしでユーチュウバーができますように。 いのた 8

じがじょうずになりますように。 いのはらあまね 7

身長が高くなりたい いはる 12

宝石探しに行って、ダイヤモンドを当てたい いぶき 6

この１年間元気でありますように。 いぶき 8

フランスに行きたい。 いぶちゃん 11

おかしほしい いへじゅん 5

ぱんやさんになりたいな いぽちゃん 6

ピアノが上手に弾けますように 今泉あおい 5

元気に育ちますように 今泉さおり 37

上手に絵がかけますように 今泉ゆうな 3

世界中、旅行に行きたい 今井理恵 38

健康で、家族と楽しく暮していけますように！！ 今井理恵 38

オーロラを見たい 今井理恵 38

スイッチが欲しい いまなか 6

１万円がほしい いまばやし 12

怪我をしませんように いまも 11

任天堂会社になりたい いめきち 9

きゅうに家に18おくおとずれまするようたのみます。 いもけんぴ 9

かわいい声になれますように。 いもはる 9

ピアノが上手になりたい 井門 10

コロナがなくなりますように いようじ 7

自分のへやがある家にすむこと いりこ 11

犬がかえますように イルカ。 9

コロナがはなくなってほしい。じをきれいに書く。 イルカくん 8

えがじょうずになりますように いるくん 4

しょうらいしかえいせいしになる いろ 9

世界中のみんなの願いが叶いますように いろ 11

しょう来の夢がかないますように いろ 11

ほうえいうにあえますように いろちゃん 5

コロナがふえませんように いろちゃん 8

ころながおさまったら東京の友達に会えますように いろね 9

プーさんに会いに行けますように いろは 2

はやくしょうがくせいになりたい いろは 4

かぞくがいつもあんぜんでありますように いろは 7

縄跳びが上手になりたい いろは 10

おいしゃさんになりたいです。 いろはちゃん 6

かぞくがながいきできますように。 いろはちゃん 7

コロナウイルスがなくなりますように。 色ポケ図かんコンプしたい！ 12

犬がずっと元気になりますように。 石井翔太 12



願い事 ニックネーム 年齢

じぶんの足がはやくなりたいです。コロナもなくなって欲しいです。 いわいゆい 7

サッカーで全国したい 岩ちゃん 11

ぽけもんのげえむがほしい いわもと
コロナがなくなりますように。 岩本ゆな 9

マスクが早くはずせますように。 いんキャ 11

おしろにすめますように インクリング 7

画家になれますように インコ 11

世界が平和になりますように インドミナスレックス 8

百人一首をもっと覚えて強くなれますように。 インパラ 11

かんらんしゃにのりたいです。 う 6

ゆっくりじっきょうしゃになれますように ヴァンテージ 9

おいしゃさんになれますように ういか 7

ふつうの生活が続きますように。 ウィキペディア 10

1000000円がほしいです。 ウィザーストーム 9

みなさんお元気で ウィン
コロナがおさまりますように ういん 8

お花やさんいなりたいです うい花 7

しょうらい　うるとらまんになりたいです うーくん 3

家族が元気で笑って過ごせますように うーたん 55

足かけまわりができるようになりますように うーちゃん 2

げんきよく仕事に行ける うーちゃん 27

2人の我が子が何事もなく幸せに成長できる環境が続きますように。 うーちゃん 28

けがをしないでたのしくあそべますように うーちゃん
ひきざんをたくさんできますように うーちゃん
かぞくがニコニコえがおですごせますように♡ うーま 3

家族が健康にすごせますように ウエスト 36

こちょうしのぶのけいたいがほしいです うえだあやか 6

お金持ちになって幸せにくらしたい 上野裕太 9

めちゃくちゃおいしい食べ物を食べたい。 ウエポン 50

地球温暖化が早く終わる ウエ松 12

近大に受かっておいしいものが食べられますように うお座 11

陸上の100ｍで１１びょうだいをだす。 魚谷 9

尾道のコロナが消えてほしいです 魚谷 11

お母さんが億万長者になりますように 羽希 10

お金持ちになって家をかう うき田さき 9

おしにあいたい うきち 11

コロナウイルスがなくなりますように 浮苦良位菜 11

あたまがよくなりますように。かかりをがんばります うさぎ 7

うさぎのらくえんがありますように うさぎ 9

バレーが上手くできますように うさぎ 9

うさぎのらくえんがみつかりますように！ うさぎ 9

コロナがきえますように うさぎ 11

良い出会いが出来ますように うさぎ 21

コロナ禍終息 うさぎ 54

戦争や紛争がなくなりますように うさぎ 54

これからも健康な心身で働き続けたい うさぎ 54

少子化ストップ うさぎ 54

かんこくにいけますように。 うさぎさん🐰 10

おかあさんにおこられませんように うさぎちゃん 6

かんごしさんになれますように♡ うさぎちゃん 7

3年後にラブリーラビットを大きく大きく成長させれますように うさぎっち 46

アイスクリーム屋なりたい うさぎらいおん 4

ころながおさまりますように うさちゃん 7

コロナがなくなってほしい うさぴょ 9

ゲームを買いたい。 牛 8

楽しい人生になりますように！ うしくん 11

UTAみたいになりたい ウタ 6

ワンピースのウタになりたいです。 ウタ 7

やさしいおにいちゃんおかしたべほうだい ウタ 8

さんたさんにあえますように。 うた 6

みんながいつもげんきになる うた 6

けいきやさんになれますように うた 7



願い事 ニックネーム 年齢

野球がうまくなりたい うた 7

ウタになりたい ウタ 7

家族が元気で幸せでいられますように。 うた 9

１００さいまで生きていたい うた 9

勉強がとく意になりたいです。 うた 10

家族みんなが元気に楽しくくらせますように。 うた 10

ＰＣがほしいい ウタ 12

すみっこのぱっとがほしいです うたちゃん 6

ワンピースのウタのひとになりたい うたみのり 10

ブラックバスを釣りたい うちかわ 7

うちゅうひこうしになりたいです。 うちゅうしこうし 6

この世界から戦争がなくなりますように うっちー 10

コムドットに、会えますように うっちー 11

かあびいのおにんぎょうがほしいです。 うっちゃん 6

コロナがおさまりますように ウッディ探偵団 11

推しに会いたい うつほくん 12

プロやしゅうせんしゅになりたい。 内海 7

学校でラーメンが食べたい うつみ 10

平和でくらせますように 内海魅星 10

家族や友達やいろいろな人にこれからも元気でいてほしい！ 内海美羽 10

自由に遊べる時間がほしい。 内海侑万 10

何を食べても体調を崩しませんように うどんめんなし 11

正面突破！ うなぎぱい 51

うになと一緒にコストコに行けますように うにか 12

うにかとディズニーとユニバに行けますように うにな 11

ウニがたくさん食べれますように。マダニにさされませんように。 ウニマダニ 12

コロナがなくなりますように。 ウヌ 11

キッザニアにいきたい うねちー 6

おすしやさんになりたいです うねつかさ 4

えい語が今よりとくいになりますように。 UNO 9

おみせやになりたい うみ 7

せんそうがないままでねがいたいです うみ 9

元気にあそべますように うみ 12

家族がバラバラになりませんように うみ 21

やせる ウミガメ 9

けんこうでいられますように。 うみねこ 11

動物にかこまれたい うみねこ 25

自分の行きたい中学校で、楽しい中学校生活を過ごせますように！ うみほたる 12

有名人になって、お金持ちになって、旅行したい。 うみんちゅ 11

友達と遊んで楽しい思い出を作れますように。 うめ 10

友達ともっと遊ぶ うめ 10

PC買ってマイクラのjuvaばんほしい。 うめ 11

41歳に見えない４１歳を迎えられますように 梅田彩 40

おかねもちになりますように。 うもと　ほずみ 7

両親が離婚しないで欲しい うらら 15

脱！！パチンコ！！ ウリ 25

いもうとが出来ますように。 うるあるてと 10

けいさつかんになりたい ウルトラマンデッカー 4

たからくじがあたりますように、、、家族のために！！ うる星やつら大好き 37

宝くじで100億円があたりますように うれちゃん 11

元気でいられますように うんちまん 9

べんきょうがんばりたい うんちまん 10

最高のサッカー選手になりますように えい 9

世界が平和になりますように。 永遠の小学生 12

元気で過ごせますように えいおん 7

ジャパばんのパソコンがほしい えいき 7

おおがねもちになりたい。 えいくん 6

コロナがはやくおさまりますように えいくん 8

コロナになりませんように えいくん 8

かぞくといっしょに楽しく生活したい えいくん 8

プロバレー選手になる えいくん 8

コロナがおさまりますように えいくん 8



願い事 ニックネーム 年齢

みんなでさっかーがしたい えいじ 7

らじこんをかってくれますように えいしろう 7

スライムになりたい 瑛心 8

悔いのない人生でありますように。 大田瑛芯 10

アースグランナーのうんてんしゅになりたい えいた 5

シンカリオンのうんてんしゅになりたい えいた 5

お金持ちになりたい えいた 6

金がもらえますように。 えい太 7

国語が上手になりたい えいた 7

大人になったらりょうりしょく人になりたいです えいた 9

いろんなものをかえますように えいた 9

コロナが無くなって、みんなが笑って楽しめる場所になってほしい えいた 10

ひこうきにのれますように えいたろう 8

どうぶつえんにいきたいな♡ えいたん 5

自転車でしまなみ海道を制覇したい えいたん 48

大きくなりますように えいちゃん 2

サッカーができますように えいと 5

とーちゃんといっぱいあそべますように えいと 5

プロ野球選手でドラフト１位になって
おとうさんとおかあさんをしあわせにしたい

えい人 8

かいちょうきゆうしょうなれますように！！ 瑛翔 9

しょうらいのパン屋が大人気になりますように えいと 9

うつくしい自然がなくなりませんように エイリアン 8

ヒザ、腰、肩イタイよー老眼だし近視だしーでも大きな病気けがなく過ごせたらそれ
がいちばんいいなー家族の健康、これだなー”健康”

えー 50

サッカー選手になりたい。 エース 10

コロナがはやくなくなりますように。 えーちゃま 8

やさしくなれますように。 えーちゃん 8

新しい家に住みたい 恵音 10

ボーナスほしいです エカ　プラヨガ 22

ソフトボールをうまくなりますように えけ 10

コロナがなおってユニバーサルスタジオにいけますように。 エジソン 7

コロナが終わっていろいろな所にいきたい。 エスイーエヌイー 9

サッカーせんしゅになりたいです エスバーン 7

人気なアニメの絵をかくアニメーターになりたい。 えだまめっち 10

幸せになりますように えっくん 11

コロナがなくなるように エツジ 10

家ぞくみんなが、元気でたのしくすごして、ほしい。 えっちゃん 9

おかしづくりがうまくなりたい。 えっちゃん 9

ボウリングの大会やりたいです エディ　スヘルマン 31

スイッチがほしい！ えと 9

宝くじで１とうが102回あたりますように エドワードニューゲート 11

ぷりきゅあにあいたい えな 4

かわいくなりたい えな 4

べんきょうができますように えな 11

陸上で日本代表になりたい 絵のモン 11

ワンちゃんが長生きしますように えび君 11

フォートナイトでプロゲーマーになりたい エピック 7

ハイハイが上手にできるようになりたい えま 0

お医者さんとプリンセスになりたいです。 えま 3

すべり台 えま 3

いろんなことができるようになりますように えま 4

料理が上手になりますように えま 5

おかねもちになりたい えま 7

新型コロナがおさまって、みんなが幸せになりますように えま 11

コロナがおさまりますように えみ 8

人・食べ物・文化すべてサイコーの尾道にまた来たい えみ 42

メークアップアーティストになれますように えみちゃま♡る 9

かぞくでいろいろなところへいきたいな えみちゃん 1

おいしいビールが飲みたい エミュー 37

げんきな子がうまっれますように エム 0

これからも好きな人と一緒にいたい。 ぇむけぇ 18



願い事 ニックネーム 年齢

お金持ちになりたい エメラルド 12

しょうらい大工になれますように。 えもらるど 9

世界平和 えやネコ 10

受験に合格する えり 12

みんな仲良く楽しく遊べますように えり 39

丸川さんが元気でいられますように えり
コロナが早くおわりますように エリア88 8

ばすけがうまくなりたい えりぃ 11

家族が幸せでありますように えりか 9

水さい画の絵のぐがほしいです。 えりきゃ 12

犬が１０ぴきほしい。いたらしあわせ エリス・ボレアス・グレイラット 9

ひびといっしょにユーチューバーになりますように えりちゃん 8

家族のみんなが幸せになってほしい 絵里奈 10

１日中外で遊びたい えるきん 11

ままのこしがなおるように。 えれちん 7

海外旅行に行けますように えれぽん 17

コロナがなくなりますように えん 8

コロナがなくなりますように えん 8

文武両道にあんりたい えんしょ 12

お金持ちになってママと旅行にいきたい エンダーマン 8

妹が欲しいです。字がきれいになりたい えんぴつ 8

コロナになりませんように。 え谷もも子 7

１億円がほしいです。 鬼おくん 9

コロナがはやく終わりあらそいがなくせんそうがなく
しあわせでいれますように。

パピオカグルメ 8

戦国時代のことをもっともっと好きになれますように お市 11

ゴムゴムを食べてみたい おう 6

かえったらべんきょうがすくなくなるように オウ 7

コロナがおさまって欲しい 王 11

戦争が終わるように おう 12

病気にかかりませんように オウ 12

ころながおさまるように おうえりい 6

お金持ちになれますように オウガ 9

ウルトラマンショーを見に行けますように おうき 3

集中力がアップしますように おうし座 12

頭がよくなりますように。 おうしろう 8

ふじみになりたい おうすけ 7

恐竜の卵を見つけたい おうせい 7

旅行に行きたいです おうちゃん 4

ユーチューバーになりたい おうちゃん
たのしくくらす おうま 11

ころながなおるように おー 5

じゅぎょうでねないようになりたい。 おー 8

水ぞく館のしいくいんになれますように。 おー 8

コロナになりませんように 大川 8

カミナリが64マス以内に落ちますように。 おーいおかか 12

かわいい子ねこにあえますように。 大石夢良 10

あさにおおきいあいさつをがんばりたいです。 おおいしさくらちゃん 6

おはなやさんになりたいです おおえべすさくら 6

犬を飼いたい 大岡 7

20㎝い上の魚が釣れますように 大かず 9

休む日が大くなりますように 大かず 9

しぜんはかいがなくなりますように オオカマキリ 8

戦争が終わりますように おおかみ 10

先生といつまでも友達 おおきくなりたい 8

そろばんがはやくできるようになりたい。 おおくわがた 6

げんきになりますように。 おおくん 7

お金持ちになってランボルギーニに乗りたい おおくん 9

家族皆でUSJにいきたい おーすけぴこたろう 9

家族がみな健康で幸せでありますように 拓•大空•穂乃花ママ 51

世界平和 太田 54

おもちゃがいっぱいほしい。 太田垣キリ子 7



願い事 ニックネーム 年齢

みんなが元気でしあわせでいられますように。 オオタカリン 7

昆虫博士になりたい おおたゆきょう 6

家族で富士山に登れますように おおちゃん 39

ワンワンにあいたい おーちゃん 1

サッカーで全国優勝する おーちゃん 11

平和が当たり前の世界になりますように 大塚春賀 32

ぼくは、かぞくでキャンプにいきたいです。 大なり朝ひ 7

来年旅行に行けますように。 大沼柚瑞 10

はしるのがはやくなりたい 大原けんと 4

コロナが終わりますように 大原拓馬 35

コロナがはやくなくなりますように。 おおまさ 11

しょうぎコピュータにかちたいです。 大本 9

いっしょうせんそうがおこりませんように。 おおもとかなで 7

コロナがおわりますように。 大もも 8

コロナがおさまってほしい。 大森 7

綺麗な光が父や母に届きますように おおやまけいこ 61

じがきれいになりますように おおやまわかな 7

オールドファッションがいっぱいたべれますように。 オールドファッション 10

てつぼうがじょうづになりますように。 おか 8

お金もちになりたいです おか 8

４年よりあしがはやくなりたいです。 おか 8

たからくじがあたりますように おか 8

たからくじがあたりますように おか 8

とびばこがじょうずになりますように おか 8

てつぼうがじょうずになりたいです。 おか 8

足が速くなりますように おか 8

足がはやくなりたいです おか 8

沖縄へ行きたい OKA 10

ウクライナに自由と平和を！ OKA 10

元気になりますように おか
りょこうにいきたいな おかあさん 39

家族みんなが元気に笑顔で過ごせますように おかあちゃん 25

世界平和 岡一志 10

家族がいつまでも元気でいられますように。 岡川鈴 10

じをきれいにかけますように おがくん 7

コロナがおさまりますように。 おがける。 11

早くコロナがおわってほしいです。にこにこえがおが見れますように！！ おかし 8

足がはやくなりたい おかし　だれ 8

さいきんはコロナがあるけどコロナが無くなりますように 岡田 9

しあわせになりたい。 岡田 10

家族が健康で幸せでいられますように 岡田 18

コロナがちょっとでもおさまりますように。 岡田彩葉 8

モンハンのプロゲーマーになりたいです 岡田大い 9

政府が為替介入しますように。今。はよ。すぐ 岡田健吾 42

来年はあかりまつりに誘われますように 岡田健吾 42

おべんきょうをがんばりたい おかださほ 7

すききらいをなくしたい おかださほ 7

ヘリコプターのリモコンカーがほしいです 岡田さん 9

ポケットモンスターバイオレットがくるように。 おか野さく 8

宝くじ一等当たりますように 岡野悠 11

読書感想文でしょうをとれますように。 岡ピョン 10

ガンダム１ごうきをつくりたいです おかもっちゃん 6

水がきれいになりますように 岡本　茉優 12

しょうらいいいかい社にはいれますように。 岡本朔太郎 10

しょうらいびようしになりたい おかゆ 8

コロナがなくなりますように おカラス 10

世界中のみんなが元気でいれますように 小川　こはる 8

あべさんがもどってきてほしい おがわはるほ 7

この世の中から戦争がなくなりますように 小川ひなた 9

いつまでもたのしい毎日でいられますように 小川真央、幹太
6才
9才

こんびにのおみせやさんになってれじをしたいな。 おがわまどか 6



願い事 ニックネーム 年齢

ベルが天国で幸せになっていますように 小川裕子 37

お金持ちになりたい 奥様 10

やせますように！ オコタン 74

カレーをたべたのでよかったです おさきなう 5

しんかんせんののりたい！！ おさく 2

１ねんせいになってともだちたくさんできるといいな おさつ 5

早くおむつが外れますように おさむんぽ 2

プリンセスソフィアとプリキュアになりたいです おさよ 3

コロナがなくなりますように✌ おさるさん 10

りょこうにいきたい おさるのジョージ 10

BTSに会えますように おし 8

純正九漣宝燈があがれますように おじｓｕｍｍｅｒ 32

仮面ライダーになれますように おじさま 32

万馬券が当りますように おじさん 32

借金完済 おじさん 54

やかつにもう一回行きたい！ 推ししか勝たん！ 10

５万発出ますように おじちゃま 32

万枚出ますように おじちゃま 32

みんなのねがいがかなってしあわせになりますように。 推しに会いたい！ 11

宇宙に行きたい ほしの王者 7

ほっこりできるスーパー温泉を作ってほしい おしゃれネコ 38

良い物件が見つかります様に・美味しいものに出会えますように・
すぐ眠たくなりませんように・
仲良く友と過ごし無事全員卒業できますように

おたえまる 21

推しのライブに行けますように オタクちゃん 12

サッカー選手になる 小田原士 11

二次元に行きたい おタコさん 12

建築士になりたい おだのぶなが 10

来年もアリーナ席でボムギュに会えますように おたまる 22

①日が無事に過ごせますように 落ち武者 46

コロナがおさまりますように お茶 10

10おくがほしい（お金がほしい） フエ・ゴム・おっと島 11

コロナが早くおさまりますように おっかー 8

学習発表会でみんなと１つになれますように おっかー 9

戦争が無くなりますように おっかー 11

将来の夢が叶ってくれますように おっきー 11

みんなの願いごとがかないますように。 おつきみ 11

世界が平和になりますように。 おっくー 12

うんがよくなりますように おっけ 8

いいことがありますように おっけー 8

いいことがいっぱいありますように おっけー 8

いいことがいっぱいありますように おっけー 8

いいことがいっぱいありますように おっけー 8

コロナ発生により、行動が制限されていますが…
子どもさん達が子供らしく伸び伸びと楽しく生活する事
年を重ねた人生の先輩達が住み慣れた尾道でいつまでも生活出来ますように

おっさん 42

すてきな彼氏がほしい　今年中に！！！！ おでんくん 19

これからも笑顔いっぱい楽しくすごせますように おと 1

アンパンマンに会えますように♡ おと 1

みんながげんきでいられますように・おとうととなかよしになれますように おと 8

ドッグラン建設 オト 43

おこづかいが増えますように！ おとうちゃん 25

だいくさんになりたいです おとうと 7

てつぼうのまえまわりができるようになりたい！！ おとか 3

おうちでいっぱいすごせますように とおかちゃん 6

ティンクルスターが欲しいです、花火がみたい おとき 3

早くおとなになって、アイドルになりたいな！！ おとちゃん 7

ながれぼしにあいたい おとっぺ 6

チーズをいっぱい食べたい。 おととー 12

ディズニーランドにいきたいな おとは 6

ぴあのがじょうずになりたいです おとは 7

休みが１月つづくように 音羽 8



願い事 ニックネーム 年齢

げんきにおおきくなりますように おとや 2

プロ野球選手になって、みんなを笑顔にしたい おとや
作物がよく育ちますように おなかすいた 12

みんなで楽しくすごしたい おにぎリーマン 12

学校の先生になりたい おにぎりくん 8

りいさちゃんと仲良くなりますように おねぼう 8

コロナが終息して健康で過ごせますように おのにゃん 30

スプラトゥーン３が買えますように おのみちざいじゅうのTさん 10

ＢＴＳに会いたい 尾道っ子 25

さっかーをやってみたいです おのみちのーぶ 6

世界平和 尾道のぬこ 121

世界中の人々の願いが叶いますように 尾道の星 15

世界平和！ おのみち大好き！ 10

漢じが上手になりますように。 おばけ 9

しょうらいびようしになりたい おばけ 9

ケーキ屋さんになりたい おばたみゆ 5

平和な世界になりますように おばたん 45

ふーちゃんのむしばがなおりますように おばちゃん 100

大きくなったらようち園の先生になれますように。 おま 10

毎日楽しく過ごせますように おまおまめ 40

元気な赤ちゃんが生まれますように おまめさん 4

音楽発表会の城ヶ丘太鼓が成功でき、いい思い出がつくれるように。 おまんじゅう 12

美容師になりたい お水 10

コロナがおさまりますように オムライス 10

良いことにおきますように。 おむらいす♠ 12

世界が平和になりますように おめぐ 32

さいがいがありませんように。 おもち 9

エルちゃんに赤ちゃんができますように。 おもち 11

しょうらいのゆめがかないますように おもち 11

ねことねこがなかよくしますように。 おもちもか 8

まいぜんしすたーに会いたい 表原 8

スマブラVPいけますように。 オヤユビユユビ 11

キュアエールになりたい おり 4

世界中のコロナや病気がなくなって、皆が幸せになりますように。 おりがみ 9

ダンスが上手になりますように おリコ 3

すいぞくかんにいきますように オリジンパルキア 7

きゅうきゅうきゅうめいしになりたいです おりん 7

健康 オレ 30

魚が入りますように オレ 39

宝くじがあたりますように。よろよろしく おれお 8

コロナがなくなりますように。☆ミ おれはメンチカツ 9

孫が元気で生まれてきますように オレンジ 48

来年の夏休みにみろくの里と北海道に行きたい。 オレンジジュースのなっちゃん 10

推し運があがりますように オレンジのひつじ 12

ペットショップやさんになるように。 おんきちゃん 6

世界中の人にきれいな水が届きますように 温泉まんじゅうみかん味 12

元気ですごせますように おんりー 11

今年元気にすごせますように おんりー 11

バタフライが上手になりますように おんりー 11

お金持ちになれますように お金ほしい 9

お金持ちになれますように お金もちになる 11

子や孫、その子どもたちに明るい未来を お天気は晴れ 63

第三次世界大戦が起こりませんように か 9

コロナがおさまりますように か 9

成績がよくなりますように か 16

バレー選手になってバレーボールがもっと上手くなりたい。 オレンジーナの神様 11

コロナが早くなくなりますように。 かんちゃん 10

妊活うまくいきますように かあ 37

がくちゃんが長生きできますように がー 3

何の問題もない世の中になりますように。 カーイ 12

コロナがなくなりますように ガーギ 7

このせかいからウィルスがなくなってみんなしあわせにくらせますように カーくん 7



願い事 ニックネーム 年齢

しーるがほしいな かーくん 3

おやつをいっぱい食べたいな かーくん 3

計算が早くなりたい かーくん 6

お金持ちになりますように かーくん 8

2人が幸せになりますように…結婚 おめでとう❤︎.* かあさん
軟便が治りますように ガーシー議員 46

じてんしゃがほしいな かーた 5

かけっこがはやくなりますように かーた 5

けいさんかあどがはやくなりたいです。 かあちゃん 6

百万円のお金がほしい。 かーちゃん 10

将来美容師になりたい かーちゃん 11

古銭がふってきますように カーニャ・フォージャ 9

しぜんゆたかな地球でありますように カーネーション 8

野球でホームランを1日1本打てますように！ カービィ 11

ゲーミングチェアがほしい カービィ― 11

ペットショップのてんいんさんになりたい かープ 6

来季はカープが優勝できますように カープ女子
じぶんのへやができますように。 かあまる 7

かきんしたい かあみつしえい 8

身長が高くなりますように。 カイ 10

健康でいられますように カイ 13

アンパンマンに会いたいな かい 2

ひこうきにのりたいな かい 2

ピアノが上手になりたい かい 6

きかんしゃが、おのみちをはしれますように。 かい 7

頭がよくなりますように かい 8

コロナがおさまりますように かい 9

つばさをください 海 10

おいしいものたべたい かい 10

ねがいごとがかないますように。 かい 11

１００億円。みんなが幸せにたるせかい カイ１１２５ 10

ばあばといっしょいられますように かいーと 6

がちゃがあたるように かいかい 6

メンダコのぬいぐるみが欲しい かいかすみ 6

みんながしあわせになりますように。 かいがら 6

総理大臣になりたい。 カイキンマン 10

ＵＳＪにいきたい　マリオと友達になりたい かいせい 6

字をきれいに書けれますように 海惺 7

ポケモンが居ますように かいせい 7

毎月ホテルに泊まりたい かいた 7

ティラノサウルスと一緒に遊びたいな！！ かいちゃん 3

楽しい会社にしたい。 かいちゃん 9

ネコを飼えますように かいちゃｎ 10

にんていどうさんスプラをむりょうでできるようにしてください かいちゃんｎｎ 10

ゲーム実況者になりたい かいと 6

いいこになる かいと 7

てすとで100てんとれますように かいと 7

めざすたがもらえますように かいと 7

ぽけかがもらえますように かいと 7

お金持ちになれますように かいと 7

すたーどでき100くがもらえますように かいと 7

プロ野球選手になりたい かいと 8

コロナがなくなりますように。 かいと 8

金持ちになりたいです。 かいと 8

年しゅう1億円の男になれますように。 かいと 10

のぼり棒が上れますように かいと８７７ 9

うちゅうひこうしになれますように。 かいとうキット 8

魚となかよくなれますように。 かいとフィッシュ 8

らいせはうさぎになれますように かいぬし 9

世界中のみんなが平和でいられますように 海音 11

まともな社会人になりたい かいぷー 12

あんぱんまんにあいたいな かい☆ 4



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがおわっていろんなところにりょこうにいきたいな:) かいぽん 4

ギーツになりたいです。れんごくさんにもなりたい かいり 3

映画館で映画をみたい かいり 4

いろんなものをたべれますように かいり 7

じてんしゃをころなしでのれるようになりたい。 かいり 8

おともだちとたくさんあそびたい！！ かえ 1

ダンスが上手になりますように かえ 8

家族が元気で楽しい1年になれますように！ かえ 11

音楽発表会をせいこうさせれますように。 かえちゃん 8

ずっとずっとしあわせにくらせますように☆ミ かえで 4

かぞくみんなでりょこうにいけますように。 かえで 6

サッカーがうまくなれますように。 楓河 10

おいしいうどん屋さんを作りたい！ かえで 12

サンフレのユースに受かれるようになりたい。 楓４２ 11

りょうりがうまくなりますように かえり 7

ｉｐｈｏｎｅ14が欲しい かえる 21

こちょうしのぶになりたい かお 5

バレーボールも勉強もうまくいきますように かおっぴ 11

おじいちゃんが長生きできますように かおり 9

家族みんなが元気でいられますように かおり 46

毎日楽しく かおる 3

しんがたコロナウイルスがなくなりますように かおる 8

花屋さんになりたい かおるん 10

友だちとずっとおとまりができますように！！！！！！！！！！！！！
かかかかかかか

かかかかれれれえ
100

１億円ほしいです かかし 10

いっぱい、友だちと思いでを作れますように。 カガちゃん 9

ねんどうりょくが使えますように。 かがやき 11

いい中学に入りたい。友達と一緒に入りたい。 かきー 11

家ぞくがけんこうで長生きできますように。 かきぎあすか 9

コロナウィルスがおさまりますように かきくけこ 12

雨がアメになりますように。 かきごおり 9

雨がアメになりますように。 かきごおり 9

すごく楽しい事が起きますように 柿の種 11

やまとになりたい かくしげ　えな 3

るふいになりたい かくしげ　そうた 5

おはなやさんになりたい。 かくれくまのみ 7

くじらにあいたいな かけちゃん 4

しんかんせんのうんてんしゅになれますように かける 7

ぶいばめくすをたいりょうにほしいです かけるすばるひかる 8

元気に大きくなりますように かこ 1

何年たっても本を読んで、みんなで笑っていたい！ カコカコ 11

父さんがたまたま買った宝くじがあたるように 角甲智範 12

新幹線のうんてん手になりたいです。 かさいこうた 9

はるたやんだいすき　2人仲良く元気で大きくなってね　ママ かさいほのか 4

かねもちになりたい かさお 7

プロ野球選手になりたい 梶 9

平和が続きますように。 かじ 11

いろいろできますように かじ 11

お金持ちになりたいです かしこ 12

ソフトボールせんしゅになれますように かじた 7

クレーンゲームをたくさんやりたい かじ谷　大地 8

家族が元気にすごせますように 梶田春翔 9

世界中の人が幸せになりますように かじてつ 48

地球全体が平和になりますように。 柏原凜愛 9

コロナがすこしへりますように かし原夏き 10

強いオリンピック選手になる。 柏原奈々海 10

サッカーせんしゅになりますように 柏原陽行 8

やきゅうせんしゅになれますように。 かず 6

億万中長者になりたい カズ 12

満足のできる費がきますように かず 16

長生きできますように かず



願い事 ニックネーム 年齢

痩せてシュッとしたい カズ56 39

彼しほしいかも。成績がいい 一男3 14

先生に絵本読んでほしいなぁ☆ミ かずくん 4

ひこうきにのりたいなのって、やまのてっぺんにいきたいな♡ かずくん 6

毎日元気にすごせますように かずし 9

家ぞくみんながしあわせでいられますように。 かずちゃん 8

彼氏ほしいかも かずっぴー 14

毎日楽しく過ごしたいです かずと 11

早く車がかえますように。 かずなり 8

コロナウイルスがなくなりますように 一成 10

おはしが上手につかえるようになりますように かずは 2

あんぱんまんグミをいっぱい食べたい♡ かずは 2

けーきやさんになりたいよ かずは 4

子供達が元気に育ってくれますように かずひろ 43

大きくなったら消防士になりたい かずま 7

ばれーボールのせんしゅになれますように かずま 8

セカンドがうまくなりますように かずま 9

たいこがうまくなりたい かずま 9

5㎝せがのびますように かずま 9

世界の争いがなくなり、幸せになりますように。 カズマサ 11

イケメンになるよ カズマックス 7

へいわなせかいになりますように かずま 9

パウパトロールになりたい かすみ 5

ほてるにいきたいな かすみ 6

広島にある大学にいけますように。 和美 11

最後は穏やかな人生を　苦なく共に歩めますように
毎日たわいない話しで笑い　あたたかく幸せな時間を
2人で過ごせますように

かずみandしんじ
人生
半分

ピアノが上手になりますように カスミソウ 11

GameWithにはいりたいです かずライト 7

家族が全員平和で楽しくすごしていきたいです。 家族 10

世界一周 かたいこざかな 11

コロナが無くなりますように がつ 10

ｙｏｕｔｕｂｅがたくさん見れますように かつおのタタキ 9

げんくんと楽しくすごせますように！ がっきー 22

けいさつかんになれますように。 かっくん 7

金持ちになりたい がっくん 6

かぞくみんなが楽しくていい生活をしたい がっくん 8

つりのぷろになりたいです。 かっけー 7

夫が長生きしますように かつこ 60

中学校生活がたのしくなりますように 学校
コロナがなくなりますように かつしま 8

コロナと戦争がなくなりますように。 カッスイ― 10

サッカーせん手になってしあわせになりたいです。 かっち999 8

この先ずっと健康でいられますように かっちゃん 1

かぞくみんなが元気でいられますように。 かっちゃん 7

コロナがおわりますように かっちゃん 8

コロナが全国からなくなりますように かっちゃん 10

ネコを飼えますように かっちゃん 10

サッカーの試合で勝てますように。 がっちゃん 10

足が治りますように がっつ 24

中国大会に行けるようになりたい カット 10

すとぷりのライブに友達と行けますように かっぴー 11

通訳になれますように、BTSにも会いたい かっぴー 14

リコーダーが上手になりたい カップメン 10

コロナがなくなりますように かつゆわ 8

コロナがなくなりますように。 かと 8

ゲームが欲しい かど 7

うちゅうにいったらソーダをのみたい かとうあいり 7

自ぜんがゆたかになりますように上田みちろう かとうひであき 8

時間が欲しい 加藤まさたま 33

おとなになったらけしょうがうまくなりたいです。 加藤有唯 8



願い事 ニックネーム 年齢

射的を上手になりたい かどみと 7

Snowmanに会いたい（佐久間） カナ 26

まえまわりができるように かな 4

プリンセスになれますように かな 4

まえまわりがひとりでできるように！ カナ 4

もう１かいゆにばあさるにいきたい かな 5

びんごうんどうこうえんでもっちゃんとちはなちゃんあえますように かな 5

おかねもちのひとになる。ままとぱぱとじじとばばにあげる。れなのも かな 6

コロナが、なくなりますように。 かな 7

コロナがなくなりますように 加奈 11

新がたコロナウィルスがなくなりますように。 夏奈 11

陸上で全国1位になれますように 煌萊 11

早くコロナが終息しますように かな 25

お父さんとお母さんがずっと元気でありますように かな 26

病気が良くなりますように かな
自由に旅行に行けますように かな
いっぱいあそべますように かなさ 2

はやくあるけますように かなた 1

げんきにそごせますように かなた 1

猫カフェのてんいんになって色いろな人によろこんでもらう。 かなってほしい
かぞくみんながげんきにすごせますように。 かなで 7

お寿司屋さんの店長になりたい かなと 8

毎日笑顔！ 奏海っち&篤坊 7&3

第一志望の高校に合格できますように！！
後、将来の夢が叶いますように。

カナハチャンだよ 14

努力が実りますように カナブン 28

家族みんな元気でありますように カナブン 11

コロナウイルスの薬をかんせいさせてほしい。 金丸ひびき
おかあさんのやくそくをまもれるようになりたい！ かなみん 7

受験が上手くいきますように！！ かなみん 18

とくいな教科が増えますように 奏森 11

GoProがほしい 金城知真 12

はにゅうくんにせんようのリンクができますように かねだちなな 30

空から札束がふってこーい 金のしはいしゃ 11

ポケモンゲット。さっかーせんしゅになりたい かねのしゅうた 7

キャッチャーでプロ野球選手になれますように カノ 9

プロ野球選手になれますように カノ 9

アンパンマンにあいたい かの 4

テストで100点とれますように。 かの 9

毎日元気で過ごせますように かの 11

コロナにならないように かのう 7

コロナにならないように かのう 7

コロナが終わりますように。 叶野にこ 11

さかないっぱい かのん 3

ケーキやさんになりたいです♡ かのん 6

てれびにでてアナウンサーになりたい。 かのん 6

けいさんがはやくできますように。 かのん 7

チロルが長生きできますように！ かのん 8

習字で金賞が取りたいです かのん 8

けんばんハーモニカがじょうずにふけますように かのん 9

ＫＰＯＰアイドルのオーディションに合格しますように かのん 9

ピアノの発表会にちゃんとひけますよう！！ かのん 9

びようしになりたいです。 海音 10

ほいくしょのせんせいになれますように かのん ？

ぱんやになりたい かびごん 6

ぱんやさんになりたい かびごん 7

ほしいものがぜんぶてにはいりますように かびごん 8

カメラでぱっしゃりする人になりたい かぴは 9

願い事が叶いますように かぴ太郎 42

自分の将来の夢が叶いますように カフェオレ 11

おいしいものをいっぱいたべたい かぶちゃん 1

上手に投資して大金持ちになりたいです カブトムシのさなぎ 11



願い事 ニックネーム 年齢

はやくはしれるように。 かぶとむしはかせ 6

アリエルになりたいな かほ 4

ほんやさんになれるようがんばります。 かほ 6

みんながしあわせですように。 かほ 7

けんこうで元気ですごせますように。 佳穂 7

コロナがなくなりますように かほ 7

べん強できますように かほ 7

世界が平和になりますように かほ 7

ねこがかえますように かほ 7

べんきょうをがんばりたいです。 かほ 8

ピクミーポップの世界にいけますように♡ かほ 8

お金が欲しいし、来る日に幸せになりたい。 かほ 11

コロナがおさまりますように かほ 11

きらいなものが食べれますように かほ 11

みんなが健康でいられますように。 果歩 12

お金に困らずに暮らしていけますように！！ かほ 20

コロナが無くなりますように かほかほ 8

びびちゃんとなかよくなれますように。 かぼちゃ 7

スイッチが欲しいです かぼちゃ 8

世界中の人々が平和で楽しくすごせますように かぼちゃ 12

コロナが収まりますように かほっち 11

足がおおきくなりますように かほっち 11

ブロックのおもちゃがほしいい かほぴょ 1

世界が平和になりますように かま 11

せんそうがなくなりますように かまぼこ 8

みんながコロナになりませんように かまぼこ 11

字をきれいにしたい かまもとせいや 6

神となる 神子よーた 11

陸上オリンピック選手 神様 9

犬がほしいです。 神様 11

みんなでげんきにすごせますように♡ かみしまなぎさ 6

無事に就職できますように かみなし 18

如水館に受かりますように。 上鳴電気 10

みんなが幸せになりますように かみねこ 12

いえでおこられない かむい 7

コロナが駆逐されますように カメ 10

コロナがすべてなくなりますように カメ 10

後輩たちは修学旅行に行けますように 亀 18

コンサートにいけますように カメ
ユーチューバーになりたい かめ川ゆう 7

バスケの選手になりたい かめた 6

ユーチューバーになりたい カメタ８７７ 9

フォーエイトに会いたい かめちゃん 8

星をみたい かめちゃん 11

みんなえがおでいきれるように。 かめちゃん 12

コロナがなくなりますように カメックス 10

ユーチューバかバトミントン選手になれますように かめぴぴ 10

どうろかのひとになりたい かめんらいだあ 7

たんじょうびがはやくきてほしいです。 かめんライダー 7

うたがじょうずになりますように。あいすがいっぱいたべれますように。 かや 5

コロナが無くなっていろんなところに行きたい かよ 8

みんなで元気に過ごせますように かよ
平和な世界でパン屋さんをしたい かようさ 10

建太が前を向いて進めますように カヨコ 52

子持ちのワタリガニ食べたい かよぴ 50代

ねこが長生きしますように。 からあげ 11

コロナウイルスがなくなってほしい。 からあげくん 11

世界中の人がえがおになりますように からあげたろう 9

れんぞく前まわりができるようになりたい。 からあげちゃん 7

ケーキやさんになれますように からあげちゃん 8

大きなからあげをたくさん食べたい。
かっているコイと金魚が長生きしますように

からあげちゃん 11



願い事 ニックネーム 年齢

アイスやさんになりたいです。 からーげちゃん 7

旅行でもう一度おのみち水道を訪れることが出来ますように ガラナ 26

コロナの終息 からめるばなな 29

iphone　かぞくに買う ガリ 22

ゲームとか色々なきかいをなおすこと ガリガニくん 8

好きな人がずっと笑顔でいれますように カリブ 36

早くコロナが無くなりますように かりん 8

これからもみんなが幸せにくらせますように かりん 10

元気になれますように かりん 11

びようしになれますように がる 8

動物のみつりょうがなくなりますように カルシウムチキン 9

病気が治りますように。また家族が元気でいられますように かるちん 52

かぞくがげんきでいられますように。 かれん 6

恋人ができますように かれん 18

おおきくなったらいっぱいおしごとをしたいです かわうそ 6

いとことプールをしたい かわうそ 7

いとこと一緒にプールをしたいえす かわうそ 7

いとことプールをしたいです かわうそ 7

カワウソの本が欲しい　この世の全ての生物が幸せでありますように かわうそ 12

成功しますように カワウソ(K.M) 12

ひこうきにのってお出かけできますように★ かわうそちゃん 10

フォートナイトでプロになりたい 河上 9

サッカーの試合で点が取れますように 川上 9

はしごしょうぼうしゃになりたい かわかみはるか 4

みんながしあわせになりますように かわぐち
バスケットボール選手になりたい。 川崎葵 9

きゃんぷにいきたい かわしょ 5

おはなやさんになって自然とふれあうこと。 河ちゃん 7

素敵な人と会えますように かわっちゃん 18

たのしいことができる仕事をしたい。 かわと 10

コロナがなくなりますように 川原 21

ディズニーのスペースマウンテンがらくに楽しめるように。 かわぺん 8

プラモデルがほしい。 河本直樹 10

元気に大きく育ちますように カワレモモジリ 26

スマホゲームでかきんいっぱいしてもらいたい かん 9

ベルがかえってきてほしい かん 10

ベルがしあわせになりますように かん 10

ころながおさまりますように かん 11

おともだちとたくさんあそべますように かんかん 7

お料理がもっと上手になりますように かんかん 7

コロナウィルスがなくなりますように！！ かんかん 9

コロナのくすりができますように！！ かんくん 8

えらいがくしゃさんになりたい。 かんじ 6

コロナがなくなくみんなが楽しい生活にもどりますように かんすけ 12

公園でいっぱいボール遊びしたいな かんた 4

ゲームがつよくなりたい かんた 5

家族がしあわせになりますように かんた 10

これからも元気にそだちますように かん大 10

足が速くなりたい かんた 12

家族が揃ってご飯が食べれますように がんだむまえだ 55

けがをしませんように かんちゃん 1

ピアノが上手になりたい かんちゃん 7

かぞくとケンカしてもなかよくおりたいです。 かんちゃん 9

コロナがなくなりますように かんちゃん 10

習字で毛筆は３級、硬筆は１段になりたい かんちゃん 11

ピアノをうまくひけるようになりたいな かんづめ 7

うんてんがじょうずにできますように かんな 6

ウクライナとロシアのせんそうをとめてほしい かんな 8

コロナウィルスがなくなりますように かんな 10

昨日の自分を毎日こえたい。 かんな 10

お金をいっぱいもらいたい かん林 9

げえむのふぉうとないとのぷろになれますように。 かんばやしかいと 7



願い事 ニックネーム 年齢

コロナウイルスが無くなって，皆が幸わせになりますように。 神原　彩花 10

速く計算ができますように き 7

発表をいっぱいできるようになりたいです。 希愛 9

スマホの13が欲しい・推しのグッツが欲しい。コロナがなくなりますように 希愛 10

貯金が貯まりますように 木青木晟名 19

ヒカキンさんにあいたい きい 7

みんながしあわせにくらせますように きい 7

たのしくくらせますように きい 7

テニスがうまくなりますように きいと 10

かえってケッコンしたい キー 27

コロナがこの世からなくなりますように きーくん 8

はかせになりたいです きいち 6

友だちとたくさんあそべますように きいち 10

カフェの人になりたい。 きいと 7

あしがはやくなれますように きいろいえんぴつ 8

サッカーせんしゅになりたいです 黄色くん 7

健康でいられますように キウイ 11

外国へ行きたい。 きうね 9

平和になりますように キウネ 9

戦争がなりくなりますように きうねー 9

友達とおもいっきり遊びたい 希映 10

コロナがおさまってとおいところへいけますように。 キキ 9

お金持ちになれますように　気象予報士になりたい キキ＆ジジ 12&8

いいことがありますように。 ききあいう 9

子供が健康に育ちますように きぐち
おじいちゃんといおばあちゃんがながいきしますように きくみお 9

おともだちがいっぱいできますように きこちゃん 1

ぷりきゅあになれますように！！ きこちゃん 3

せんそうをしないように。 きこちゃん 7

ねいるのいろをじょうずにぬりたいです。 きこちゃん 7

ばすけのせんしゅになってゆうしょうすること ぎざあどん 7

運が少しでも良くなりますように 騎士 11

♡ きしだすみれ 1

かぞくやみんながげんきにくらしていけますように きしたつばさ 6

サンフレ きしだつばさ 5

バレーボールがうまくなりますように。 きずみ 9

バスケットが上手くなりたい 木曽っち 11

おかねがもらえますように 北川ゆゆぽんず 7

早くコロナがおさまりますように 北村美樹 34

友達と仲良くすること きち 11

BTS日本公演！！ きちょう 39

コロナがなくなってほしいです きついいさか 7

あしがはやくなりたい きっき 6

ポケモンとレエナになりたい きづき 4

金持ちになってふぇらーりにのりたいです きっくん 8

友だちとユニバに行きたい。 きっちゃん 9

毎日楽しく過ごせますように きっちゃん 12

おかねもちになりたいです キッド 8

おおきくなったらばすのうんてんしゅになりたい きつね 7

スポーツカーに乗れますように きつねうどん 9

保育士になりたい キッピ― 7

げーせんでいっぱいげーむしたいな♡♡ きっぺい 4

らぐびーがまだまだうまくなりたい きっぺい 6

お金が∞円ほしい きっぺい 9

大型テレビが家に来てくれますように キティ 12

おいしゃさんになりたい きてぃちゃん 7

6年までに自分のスマホがもてますように。 きなこ 9

弟がほしい・・・ きなこ 11

家族みんなで焼き肉をおなか一杯食べたい きなこ 11

世界がへいわになりますように 木南 9

尾道に住みたい！ きぬたくん 19

願いごこがかないますように。 きの 10



願い事 ニックネーム 年齢

有名になりたい。 きのキノコ 11

プロレスラー野球じゅうどう選手になりたい。 きのこ 9

みんなが平和になるように きのこ 10

回らないおすしを食べてみたい キノコ星 11

コロナがなくなりますように キノピコ 7

コロナがなくなり、家ぞくがけんこうになりますように 木原ほのか 9

推しのグッツを買いたい きびだんぎまる 12

戦争がおわってみんなが仲良くなりますように キホ 11

しんがたコロナがおさまりますように。 希望 8

空手でくみてが強くなりますように きまるからて 9

斉法寺にお参りに行きたい 君ちゃん 89

サッカーせんしゅになりたい きみのり 7

家族と健康で楽しく過ごせますように キム 11

やくざいしになれますように 木村すず 7

にことばしができるようになりたいです。 きむらみふう 7

いつかおいしゃさんになりたい きもちー 5

そろばんで10段を取れますように 気持ちのこもったナワバトラー 11

あたらしいゲームがほしい キモリ 9

ならいごとがうまくいきますように。 客坂なぎさ 10

みとの結婚までに大きな問題が起こりませんように キャサリン四郎 22

仕事がうまくいきますように！ きゃな 37

パソコンがほしい キャプテン 8

ユーチューバーに会いたい キャベツ 11

コロナがなくなりますように。 キャミント 11

人生を楽しくすごしたい。 きゃらめる♡ 17

SEVENTEENに会えますように♡ きゃらめる 18

けんかが減りますように ぎゃりんこ 19

ヒーローズカップで全国行けますように 故櫨喜屋武 12

ケーキやさんになれますように。 キャンディー 7

かせっとを１０００００万こかってもらえますように きゆ 8

無病息災で過ごせますように キュウ 28

来シーズンはカープが日本一になりますように！！！！！！ 牛丼キング 25

ハルクになりたい。 ぎゅうにゅう 7

おんだんかがなくなりますように 九尾 10

みんながしあわせになれるように キューピットタケダ 11

勉強が出来ますように きよ 6

家族が元気になるように きよあき 8

むだづかいのない水どう きょうPくん 8

かぞくといつまでもいたい きょうか 7

コロナがおわりますように きょうか 7

しょうぼうしゃにのりたいな きょうくん 1

てつぼうをできますように きょうすけくん 7

元気いっぱい遊べるように きょうた 2

サッカー選手になりたい きょうちゃん 5

レゴニンジャになりたい きょうちゃん 5

松潤の大河成功しますように きょうちゃん 15

家族旅行に行きたいな！ きょうちゃん 25

コックになりたいです。おいしくえがおにしあわせ。 きょうや 7

コロナがなくなりますように。 ギョーザのかわ 8

コロナがなくなって平和になりますように ギョーザマン 9

嵐のLIVEにいきたい きょーちゃん 15

ドッジボールで、先生をあてれますように。 きよちゃん 9

じゅにのチャンネル５００万人突破 きょっぴー 15

世界が平和になり地球温だん化がなくなりますように。 清八 10

戦争もなく平和な日々が続きますように。 まむし行司 10

リコーダーがふけるようになりますように きょん 10

家族みんなが健康でいられますように きょん 29

新しい命をさずかれますように きょん 29

娘が苦労無く過ごせますように家内安全！ きよん 50

嵐復活 きょんきょん 15

絵がもっと上手になりますように キラ・プリンセス１号 11

世界がいつまでも平和でありますように キラキラキャット 11
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字がきれいになりたいです。 キラキラ星 7

ケーキ屋さんになれますように。 きらきら星 9

コロナが無くなりますように きらと 7

お医者さんになってみんなを元気にしたいです きらら 10

かぞくがしあわせにくらせますように きらり 6

ともだちがもっとふえますように きらり 7

子どもたちの笑顔がいつまでも輝き続けますように キラリ 39

せかいがへいわになりますように。 きらん 6

ずっと世界が平和でありますように きりぽん 10

コロナなくなれ！！ きりん 10

コロナがはやくおわってほしい きりんめがね 10

交通事故にあわずに元気でいられますように。 キロネックス 9

第三次世界大戦がおこりませんように きろぽん
妻や子ども達の幸福と、尾道学園の成長のスパイラルが続くことを願う 銀河鉄道440 51

コロナがおさまって、観光客でにぎわってほしい 銀河にねがいをY 11

おもちゃがほしいな！ きんきらきーこ 2

あいすたべたいなあ ぎんた 1

ワクチンをうたないでもコロナにかからずすみますように きんにくむきむきまん 7

コロナがなくなりますように。 金描 12

教え子たちが全員志望校に合格する 金八 46

世界中の人が幸せでいれますように くー 6

めーさの病気が完全に直ります様に くー 33

おかねほしい グー 5

家族と、いつまでも健康でいられますように。 くーたん 11

家ぞくとえがおでいれますように。 くうちゃん 9

トミカをたくさん貰えますように くーちゃん 3

ダンスを上手になりたい くーちゃん 7

頭がよくなりますように くーちゃん 7

コロナがおさまりますように くーちゃん 7

コロナがおさまりますように くーちゃん 7

コロナになりませんように くーちゃん 7

算数テストで100点とれますように くーちゃん 7

私はしごとになれましたので　ざんぎょうしたいです。 グエン　ゴック　クイン 26

やちんを少し下げる　残業が増えている グエン　フー　タイ 31

きゅうりょうあげる グェンヴァンカオン 33

シャコがたくさん取れますように クク 27

すとぷりのライブに行けますように。 くさったメブタ。 12

ディオを倒す 空条承太朗 18

9999正9999じょ９９９９おくもらえますように 楠 9

算数がとくいになりますように 楠 9

ぎんががアンドロメダぎんがにしょうとつはせんように 楠 9

ククが上手になりたい くずはらすみれ 7

プロ野球選手になりたい クズピー 11

おしろにすみたい♡☆☆☆♡ くすもと　めい 5

コロナがこの一年でなくなりますように くすり 9

がかにやりますように。 くちき 8

さんすうかんばるように。 口ちゃん 6

有名人に会いたい。 クック 12

７０歳までの継続雇用をお願い致します ぐっさん 64

SDGsがちょとだけでも解決が進みますように。 くつした 10

運があがりますように。みんなの願いごとがかあうように くったん
しょうらいらーめんやさんになりたいです。 くっぱ 7

ねこに好かれますように。 工藤公晟 10

飼っているねこが元気でいられますように 工藤壮馬 12

お願いが叶いますように くに 52

宝くじがあたりますように くにお 35

レッスンが上手になりたい くにかたゆうか
平和な世界になりますように。 国当晃暉 9

早く好きなそうじ場所に変わりますように。 くにもん 11

サッカーをがんばりたい。 くねくね 8

サッカーをがんばりたい くねくね 8

友達が下ネタを言わないこと。 食物性プランクトン 11



願い事 ニックネーム 年齢

しごとをがんばりたい 久保
いもうとが出きますように。 くま 10

受験に合格する くま 12

コロナがなくなりますように。 くま 12

コロナが減って平和に暮らせますように くま 12

れごらんどにいきたいな くまちゃん 6

宝くじが当たりますように！！ くまもん 27

ウルトラマンになれますように くま弟 4

コロナが早くおわりますように グミ 8

コロナウイルスがはやくなくなりますように グミ 10

おしに会える世界線が出来ますように。 グミ☆ 11

運動で人をたすけるひとになりたい くみこ 8

ユーチュウバーにあってともだちになりたいです。 グミもちクリーパー 8

メジャーリーガーになって大谷選手をこす くら 11

ゆめがかないますように クラゲ 10

日本に、せんそうがおきませんように くらげ 7

子どもにもどりたい くらみつ 27

妻にオーロラを見せてやりたい グランパ 70

びようしになりたい。 くり 7

プロやきゅうせんしゅになりたいです くり 8

工作が上手になりますように。 くり 8

100才いじょう、生きれますように。 グリ 9

殺される生き物を少なくしたい（殺しょ分など） クリーパー 10

コロナウイルスがなくなりますように。 クリームソーダ 12

ダイエット クリームパン 30

おこづかいが一万円になりますように クリオネ 10

友だちとくらせますようににに。 くりくりぼうず 8

旅行に安全に行けますように 栗っ子 12

ころながなくなってほしい。 くりはら 6

はやくはしりたい くりぼー 5

おおきくなりたい くりぼー 5

健康でいられますように。 グリマー 11

コロナの薬が出来て、商店街にフランス料理店が出来ますように くり丸 9

サルベージの運転手になりたい。 くりも 8

コロナがなくなってしあわせにくらせますように。 くり本 8

はむすたあをかいたい くりもとはるま 6

コロナなくなりますように くりん・カービィ 9

自分の得意なことを活かせる仕事に就く くる 11

頭がよくなりますように。 くるくる 9

コロナがおさまりますように くるちゃん 7

～戦争のない世界～NO WAR ウクライナとロシアやめてください 車好き 9

りんかーんのかっこいいはいいろのくるまにのれますように くるまりんかーん 7

おいしいごはんをたくさんたべたいな くるみ 4

みんなが元気にこども園に来れますように くるみ 5

元気ですごせますように くるみ 7

コロナがおさまりますように くるみ 7

せんそうがおきませんように くるん 7

リアルピースにあいたいです くれあ 8

リアルピースにあいたいです くれあ 8

コロナがおさまりますように くれあ 11

コロナがおさまりますように くれあ 11

50ｍ走6秒になれますように クレオン 10

けいさつかんになれますように クレオンくん 8

クレーンゲームが上手になりたい クレクレ 8

家族がこれからも笑顔でいられますように。 クレしん 11

生口島がもっとはってんしてほしい 紅吏 10

みんなが元気で過ごせますように くれは 11

しゅくだいが早くおわりますように。 クレヨンしんちゃん 8

世界が平和になりますように クロ 9

みわさんにまた会えますように クロ 41

かぞくみんながけんこうでいられますように クロ 8

お金もちになりたい くろ 42



願い事 ニックネーム 年齢

うつくしいしぜんがふえていきますように クローバー 8

おとなになったらけいさつになりたいです クロコダイル 6

なんか食いたい くろずくめの男 12

せんそうがありませんように クロスネックス 8

コロナがなくなるように 黒せゆの 9

ボルダリングのオリンピック選手になって金メダルがとれますように。 黒田　陽向 10

幸せになりたい くろち
永遠の
18歳

ねこがけがをしませんように 黒猫 9

プロゲーマーになりたい くろぴーーー 10

へいわでいられますように。 くろみ 6

けいさんがはやくなりますように くわがた 6

むしがいっぱいつかまえられるように。 くわがた 6

うたがじょうずになりますように。 クワガタムシ 6

さかあがりがじょうずにできますように くわきわたる 6

きょ大かしてみたい。 くわ田　行と 8

げえむのプロになりたい くわだまなと 6

しょうらいケーキやさんになれますように。 くわ原にな 8

人生でなにかありますように。 桑原充生 10

ずっと友だちとなかよくなれますように。 珺溪 10

家たてる クンド　ロ
会社の社長になりたいです。 くんゆ 8

妹が歩けるようになりますように ケイ 18

おとうとが早く大きくなってほしいです。☻ けい 7

一億円おちてきますように けい 8

いとこや家族がコロナになりませんように。 けい 10

しょうぎのプロになれますように！ けいいちろう。 7

有吉弘行に会いたい。 泰温ケイ 12

にがてなやさいをすきになりますように けいくん 3

フォートナイトのカセットがほしいです。 けいくん 6

コロナがなくなってほしい。 けいくん 8

世界平和 けいけ 9

おかねもちになりたい。どらえもんになりたい けいけいた 6

父が長生きしますように ケイコ 48

千光寺で一日中遊びたい 恵子 82

ポケカの箱がいっぱいほしいです けいご 5

はやくころながおさまりますように けいさつかん 6

おきなわでジンベイザメをみたい。 けいザメ 7

コロナがなくなりますように 計算の神 8

けいさんがはやくいえるように。 けいさんめいじん 6

にんじゃになりたいな♡ けいじ 3

レゴーがほしいです 圭祐 8

レゴーがほしいです。 圭祐 8

レゴーが欲しいです けいすけ 8

ウクライナの戦争とコロナが早く終わりますように けいぜ 6

げんきにすごせますように けいた 2

ポケモンのおもちゃがほしいな けいた 2

スポーツがうまくなる けいた 8

健康第一、元気にすごせますように ケイタ 23

足がはやくなれますように けいた　 8

お金持ちになれますように けいたザウルス 7

ぱうぱとろーるのおもちゃがたくさんほしいな♡ けいちゃん 3

剣道の大会で優勝したい けいちゃん 8

野球がうまくなりたい けいちゃん 9

コロナがおちつきますように けいと 7

コロナが無くなりますように けいと 9

志望校合格しますよーに！！ けーけ 17

家族が笑顔で過ごせますように けーこ 40

食欲に負けない強い心 ケーシーィ２ 39

中学校でともだち100人つくる ケーシーィ5 12

ぼくがすきなげーむがほしい ゲーム 7

日本の人口げんしょうがなくなりますように ゲーム 9



願い事 ニックネーム 年齢

おのみちが平和でありますように ゲーム 9

ゲームをがんばりたい ゲーム 10

ゲームももっとうまくなりたい ゲーム 10

あしがはやくなれますように。 ゲームしまくり 6

ゲームの立ち回りが上手くなりますように。 ゲームはい人 12

サンタにあいたい ゲームやりすぎたげんぱく 11

ゲーム実況社者になりたい ゲーム大好き 10

あたらしいゲームがほしい。 ゲーム中のゆうとくん 9

タイピングが早くなりたい ゲーム脳 12

なん回でも願いがかなう願い。 けしかすくん 9

コロナがなくなりますように けしゴム 9

ペットがほしいです。ねこがほしい。 けしゴムゴム 11

サッカーがうまくなるように けしゴムマスター 7

良いご縁がありますように けすゆー 34

レックウザVMAXHRのSAが当たりますように 月光 10

プロやきゅうせんしゅになりたいです けっこうが 6

ポケモンのゲームが欲しい けっこうが 7

ポケモンに会いたい ゲッコウガ 9

けいさつかんになりたいです。 げっこうが 6

おすしたべたい。いっぱい ゲッコーガ 7

けなそゆに会いたい けなそゆ大好き 11

わたしが、大人になってもこの自然がまもられていますように けやき 11

くみてでかてるように けり上達 11

たのしくくらせますように ケロロ 10

アンパンマンとあそびたい けい 1

しんかんせんにのって　みんなでりょこうにいきたい けん 4

コロナ終息 ケン 22

おもちゃがもらえますように げん 4

バレーボールで県大会へ出られますように。 元 10

偉くなる ゲンカイ 24

家族みんなが幸せになれますように 元気君 10

家ぞくが元気でいれますように 元気の神 9

たくさんの楽しいことがありますように けんけん 6

いつもけんこうでゆめをかなえられますように けんけん 9

かぶとむしがほしい けんご 5

おこづかいがふえますように けんご 8

健康第一 けんこう 24

昆虫博士になりたいな！ けんじ 5

あしがはやくなりたい げんじ 6

3億の家にすみたいです！ けんし184 9

いっぱいにくまんとぎゅうにゅうとファミチキがほしい けんた 7

元気に過ごせますように けんた 12

彼女がほしいな！ げんたこ焼き 15

キョウリュウジャーのレッドになりたい けんたろう 4

おいしいモノがたくさん食べれますように けんちゃん 2

旅行に行きたいよ　電車の運転手になって飛行機がみたい けんちゃん 3

ウルトラマンサーガになりたいです けんちゃん 5

きょうりゅうのモササウルスがほしいな けんちゃん 6

世界平和 けんちゃん 32

戦争がなくなりますように げんづきとうじろう 11

おばあちゃんのいぬがながいきしますように けんと 6

けんせつしになりたいです。 けんと 8

旅行に行きたい！！ けんと 26

親子三代でカープファンです！コロナ禍になって今年初めて孫と３人で行けまし
た。
来年もたくさんカープの応援に行けますように！土日の試合がいいなぁ！笑

ゲンと仁 60

もっとおのみちににぎわいを！！ けんのすけ 20

しあわせでいられますように。 けんぴー ？

１０億円ほしい げんぴーマヨネーズ 10

お金が欲しい コイ 11

広島東洋カープが優勝しますように。 鯉くん 11

来年は音楽発表会でピアノをひきたいです こいちゃん 7



願い事 ニックネーム 年齢

モンスターボールをゲットしたい こう 3

ほしすくいをしたい こう 6

大きくなったらきのこがたべられますように こう 6

おおきくなったらぶるーえんじぇるすのパイロットになれますように こう 6

ショベルカーにのりたいな こう 6

さっかあがうまくなりたいです。 こう 7

字がきれいになりますように こう 7

きょうりゅうはかせになりたい こう 8

へいわになりますように こう 8

コロナがなくなって遠くのところにいけるように。 こう 9

たくさんの星を見て天文学者になりたいです こう 10

コロナがふういんされますように こうえい 8

ニンテンドウスイチがもらえますように 昂佳 10

みんながげんきでいられますように。 こうが 7

家に泥棒が来ないこと こうが 8

かわいくなりたい 高学年 11

友達とポケカで戦って優勝！ 光火水草 11

およぐのがじょうずになりますように こうき 6

ともだちがたくさんできますように こうき 6

マリオメーカーガほしいでス こうき 6

しあわせ こうき 6

さかあがりがじょうずになりたい こうき 6

すぷら３がほしいです。 こうきくん 7

かんじがかけるようになりたい こうきちゃん 7

おのみちえきからでんしゃにのりたいな♡ こうきのちーちゃん 4

りょこうにいきたいな こうくん 2

カブトムシになりたい こうくん 4

まえのカービーがほしい こうくん 5

にんてんどうのすいっちがほしいな こうくん 6

大人の暴力や過失によって
子供の命がうばわれる事のない未来が訪れますように

功くん母 39

志望校合格 高校生 17

けがをしませんように こうし 8

プロゲーマーになれますように こうし 9

コロナがなくなりますように 康史 12

エンジニアになれますように 航司 10

べんきょうをがんばりたい。 こうしん 8

お金がもらえますように。 こうしん 8

ころながけせるくすりができますように。 こうすけ 6

プロゲーマーになりたい 滉介 9

ずこうがじょうずになりたいな こうすけ 9

海がきれいになりますように こうすけ 9

戦争がなくなりますように こうすけ 12

べんきょうができますように こうすけ
沢山ご飯を食べて大きくなりますよー こうせい 2

でんしゃにのってみにおんずにあいたい！！ こうせい 2

きれえなじをかきたいです。 こうせい 6

りょこうにいきたい こうせい 6

ゲームのソフトがもらえますように こうせい 8

日本の円安がなくなりコロナがなくなりますように。 康生 11

おおきくせいちょうできますように こうた 2

せかいへいわ こうた 6

せかいじゅうのげえむがしたい こうた 6

せかいへいわ こうた 6

か学者になりたい 洸太 9

２月の中学校入試が受かりますように。 康汰 11

もっと勉強しててんさいになりたい こうだー 9

アイスクリーム屋なりたい こうだい 3

くわがたがながいきしますように こうだい 5

ひとおたすけるようにひとになりたい こうだい 6

ヒーローになれますように こうだい 6

ひとおたすけるようにひとになりたい こうだい 6



願い事 ニックネーム 年齢

楽しいいろんなところにあそびにいけますように コウタザウルス 2

べんきょうがじょうずになれますようにけいさつになれますように こうだゆうが 8

せかいじゅうのげーむをしたい こうたろう 6

コロナがすぐなくなりますように こうたろう 7

絵を描くのを上手になりたい こうたん 8

みんなとなかよくできますように  こうちぇい 5歳

サッカー選手になること こうちゃ 9

アンパンマンになりたいな こうちゃん 2

いっぱいのおもちゃとめがねがほしいです　いろんなおしごとがしたい こうちゃん 3

うちゅうひこうしになりたいな こうちゃん 3

きょうりゅうはくぶつかんにいきたい こうちゃん 5

ほしすくいをしたい。 こうちゃん 6

みんなを助けれる一年生になりたい こうちゃん 6

工作用の箱をいっぱいもらいますように こうちゃん 8

コロナがなくなりますように こうちゃん 8

プロサッカー選手になりたい こうちゃん 8

スタップ細胞がありますように こうちゃん 8

健康で暮らせますように こうちゃん 12

２ｍのシロナガスクジラのぬいぐるみが欲しい こうちゃん 12

ぼくの夢は結婚することです。 こうちゃん 20

戦争が早く終わりますように こうちゃん 56

西藤小学校のみんなが輝くように！ 校長 ？

みんながころなになりませんように♡ こうのさわこ 4

みんながころなになりませんように♡ こうのわかこ 6

Ｙ先輩と付き合えますように 後輩 14

あしがはやくなりたい こうへい 7

人形が欲しい こうへい 7

ちょこれーとけーきをつくりたい こうへい 7

お絵かきがじょうずになりますように こうへいくん 4

家内安全 あくび 9

ごはんがいっぱいたべられますように こうめい 5

かぞくみんながながいきできますように こうめい 5

コロナがおさまって欲しい こうめい 8

ゆにばーさるにいってみたい こうや 5

たぬきまりおになってあしがはやくなりたい こうや 5

力がつよくなりますように。 こうや 8

サッカーが上手になりますように。 幸也 12

家族で旅行に行けますように こう太 10

ちきゅうぐみをたべたい こー 7

海外旅行いいなー自由に制限なくいけるといいなー
あ、近場で神戸、大阪もゆっくり行きたいなーユニバもしばらく行ってないしなー
旅先でおいしいものたくさんたべたいなー”旅行”

こー 50

彼氏ができますように★ ごー 25

コロナがな今くなりますように。 コーカサスオオカブィ 8

現代に恐竜をよみがえらせる ごーぐはくん 11

世界平和 コージ 24

みんなで出掛けて、ワイワイ喋って遊ぶ、楽しい毎日が戻ってきますように こーじ502 49

彼女ができますように ごーすけ 25

お金が欲しい こーせ 11

きょうりゅうになりたい！ こーち 2

コロナ感染者が減りますように こーちゃん 10

コロナがおさまって欲しい こーちゃん 11

痩せますように こーへい
有名人になれますように ごーぼーう 10

ポケモンとあそびたい ゴーリキー
お金持ちになりたい ゴールドロジャー 11

さかあがりがじょうずになりたい こき 6

日本ＪＩＣＡで早期復興 木古信善 63

ころながおさまるように ごくー 7

コロナがかんぜんになくなりますように ごくう２ 9

世界平和になってほし 国産まんじゅう君 11

りこちゃんみたいにぜんしゅるいのかせっとがほしい こくらさら 6



願い事 ニックネーム 年齢

今年の冬は蕁麻疹から解放されますように こけしちゃん 31

かぞくでげんきにくらせますように ここ 6

アイス屋さんになりたい ここ 6

みんないい気持ちで生活できるように。 ここ 8

ダンスが上手になりたいです。 ここ 9

かんごしさんになれますように ここ 9

テストで100点が取れますように。 ここ 10

世界中の人が幸せに過ごせますように。 ここ 10

これからも幸せでいられますように ここ 10

みんなが平和になりますように。 ここ 11

家族みんなで旅行に行けたらいいな ココ 11

ピアノのはっぴょう会でまちがえずにひけますように。 心麗 9

楽しいことがたくさんありますように。 ここあ 17

猫 ここきゆの三男 3

いっぱいおよぎたい ここきゆの次男 7

かんごしになれますように ここきゆの長女 9

世界一のプロゲーマーぶ ここきゆの長男 11

いっぱい走りたい ここきゆの父 38

健康でいられますように ここきゆの母 36

かぜをひかずにげんきにすごせますように。 ここちゃん 2

みんながわらってすごせますように ここちゃん 3

おおきくなれますように ここちゃん 3

くすりやさんになりたいです。 ここちゃん 6

コロナがなくなりますように ここちゃん 8

学校の先生になりたい ここちゃん 8

せかいのコロナがなくなりますように。 ここちゃん 11

戦争で争いごとが消えます様に ここっち 12

お肉が食べたい ここな 1

コロナがなくなりますように ここな 8

テストでたくさん１００点が取れますように。 ここな 8

世界が平和になりますように。 心菜 9

デザイナーになれますように ここな 10

計算をすらすらできますように ここな 12

おいしゃさんになってみんなのびょうきをなおす。 ココナッツ 8

せんせいになりたいです ここね 6

友達のままでいれますように 心優 12

いつもニコニコ笑顔で元気に過ごせますように！！ ここねさん 0

美容師になれますように。バレーが上手になれますように。 心美 10

サッカーの試合で、点を入れてみたい。 心夢 10

コロナがおわりますように。 ここらん 7

48にあえますように こころ 7

いしゃになれますように こころ 8

コロナが無くなりますように こころ 8

さんすうをじょうずになりたい こころ 10

世界が平和になりますように。 ココロ 11

笑顔で元気にすごしたい こころ 11

イケメンやさしい男らしいスーパー彼氏ができますように こころ 18

はやくコロナがおさまって、家族旅行に行きたいです。 心咲く花 9

私の願い事はみんなが笑顔になるアイドルになることです ここ海 11

世界が平和になりますように。 小魚くん 9

とある漫画のキャラクターの仇を敦君がとってくれて
みんなが元気に戻りますように

小皿 11

おかねもちになりたい ゴジータ 8

かめはめはがうてますように ゴジータ 7

金もちになれますように。 誤字脱字の神、まきずし 11

べんきょうができますように。 ゴジョウさとる 8

無事コロナがおさまりますように 五条悟 11

あしがはやくなりますように。 ごじょうせんせい 7

あしがはやくなれますように。 ごじょうせんせい 7

１０００おくまんえんもらえるように。 ゴジラ 8

アンパンマンに会いたい こず 1

毎日元気に過ごせますように こずえ 40



願い事 ニックネーム 年齢

大きな太鼓をたたきたい こた 1

ヒーローになりたい こた 3

お金持ちになりたいです コダコン。 11

ほんものの恐竜を見てみたい こたちゃん 3

せんせいになりたい こたにゆめな 6

シェフになりたいな こだまだいや 5

マスクなしで毎日笑顔で過ごせますように こたみつ 非公開

せんそうになりませんように こたやん 7

コロナが早くなくなって、マスクを外して皆とたくさん遊べるようになりますように
来年もこのイベントがありますように☆

こたろう 6

みんなでなかよくしたい こたろう 6

おおきくなったらバイクにのりたい。 こたろうくん 7

家族みんなが元気で過ごせますように こたろー 2

コロナよ！！なくなれ！！ こたろー 2

外国でくらせますように。 つち野コ 9

びょういんのせんせいになりたいです。 こちゃん 6

ともだちができますように。 こちゃん 7

ぴあのがじょうずにひけるように こちょうしのぶ 6

戦争がなくなって平和になりますように。 こっこ
面接受かりますように・・・転職成功させる コッコロ 24

仲の良い友達とシェアハウスに住みたい こっしー 11

家族みんなでお寿司をたくさん食べたい ごっち 12

アイスをいっぱい食べたいです こっちゃん 1

わんわんとじゃんじゃんにあえますように こっちゃん 1

アンパンマンになれますように こっちゃん 2

ミッフィーちゃんとトイストーリーの仲間に会いたいな♡
パパがお仕事がんばれますように・・・だいすき！！

こっちゃん 3

おともだちやせんせいとたのしくあそんで
おしゃべりもたくさんできますように♡♡げんきにすごせますように♡

こっちゃん 3

世界一の幸せ者になってほしい　ママより こっちゃん 4

おおきくなったらけーきやさんになりたい こっちゃん 6

ころながなくなるように。 こっちゃん 6

スプラトゥーンのぬいぐるみがほしいな こっちゃん 6

おおきくなったらほいくえんのせんせいになりたい こっちゃん 7

お金持ちになりたい こっちゃん 7

アイドルになりたい こっちゃん 7

めっちゃおおきくなりたい。 こっちゃん 7

優しい助産師になりたい こっちゃん 8

まほうのほうきでそらをとべますように こっちゃん 8

ピアノが上手になりたい こっちゃん 8

友だちとりょこうに行きたい。 こっちゃん 8

勉強がにがてだからかなえてほしい。 こっちゃん 9

大人気のケーキやさんになる。 こっちゃん 9

コロナがなくなりますように こっちゃん 9

家族が幸せになりますように こっちゃん 10

フリースケートのプロになれますように！ こっちゃん 11

アメリカに行ってオーロラ見てみたい こっちゃん 11

彼氏ください こっちゃん 16

みんなのいいところがみつけられますように。 こっちゃん8931 8

プロ野球選手になりたい ゴッティー 10

健康第一 こっていんこ 19

医者になりたい こっぴー 9

日本に四季が戻ってきますように こつぶ
ＩＮＩに会えますように こっぺぱん 21

コロナがなくなりますように。 こでらりくと 7

＊＊＊＊（不明） こと 3

＊＊＊＊（不明） こと 3

弟と妹が元気にじょうぶにそだちますように こと 9

ずっとみんなといっしょにいられますように 琴 11

かいぞくおうになりたい ごとうえーじ 8

ばあちゃんちにいきたい。 ごとうかなた 7



願い事 ニックネーム 年齢

いつかむしをつかまえられますように ごとうこうのすけ 7

おんなほしいです 後藤敏明 59

コロナがおわりますように。 ことこ 6

コロナがおさまりますように ことちゃん 7

コロナになりませんように ことちゃん 8

ユニバに遊びにいけますように。 ことニャン 10

コロナウイルスがなくなりますように。 ことニャン 10

ぷりきゅあになりたい ことね 4

ぷりきゅあになりたい ことね 4

BTSにあえますように♡♡ ことね 6

いっぱいおやつたべたい♡ ことの 4

コロナが無くなりますように ことのは 9

お花がほしい ことは 2

なわとびがつづけてできるようになりたい ことは 6

コロナがすぐなくなりますように ことは 8

コロナがすぐなくなりますように ことは 8

コロナがすぐなくなりますように ことは 8

コロナがおさまりますように ことは 8

ハーモニーランドの人になれますように ことり 6

すきなアイドルに会えますように ことり 9

いっぱいりょこうにいけますように。 こなつ 7

みんながなかよくすごせますように こなつ 8

推しにあいたい♡ コナンオタク 29

夫婦でフルマラソン4時間ギリできますように小西啓介 小西啓介 35

皆それぞれの幸せを沢山見つけられますように。 小西結菜、咲良、夏帆
8歳、
5歳、
3歳

楽しい時も、辛い時も、自分を大切にできますように 小西由美子 36

おかねもちになりたい こね 6

こっくさんになりたい。 こねり 7

どーなつやさんになりたい このか 4

コロナが無くなりますように このか 8

尾道にもどって、友達に会って、また、遊びたい。 このか 11

ひこうきのうんてんしゅになりたいな このちゃん 4

プリンセスになりたいな このちゃん 4

ケーキやさん このは 4

早く元気になれますように このぴぃ 11

げんきにまいにちすごせますように こは 2

なんでもすききらいなくたべれますように こは 2

コロナがなくなりますように こは 9

家族とずっと幸せでありますように こは 10

和歌山へはやく旅行に行けますように…。 コパ 9

メルちゃんのかわいい服がほしいな こはちゃん 3

ポケモンメザスタ王になれますように こはちゃん 5

頭がよくなりますように こはちゃん 7

コロナがおさまりますように こはちゃん 7

コロナがおさまりますように こはちゃん 7

げんきでいられｍすように こはちゃん 7

おわかれした先生と会えますように。 こはちゃん 8

みっちゃんがながいきしますように こはちゃん 8

すきな人とけっこんできますように こはちゃん 8

コロナがおさまりますように。 こはちゃん 9

みんなが笑顔でいられますように こばちゃん 53

きょうりゅうにあいたいな こはちゃん 3

おひめさまになりたいな こぱにゃん 1

サッカーがうまくいきますように。 小林蒼己 12

ねがいごと叶いますように 小林 17

おおがねもちになりたい。 こばやし　あきみち 7

絵がじょうずになりますように！！ 小林　しょう 4

ドリブルがうまくなりたい。サッカーがうまくなりたい。 小林　颯一朗 9

コロナがおさまってかぞくのみんなでいろいろなところにいけますように 小林くれあ 8

ピアノがひけるようになりますように 小林くれあ 8



願い事 ニックネーム 年齢

きゅうきゅうたいいんになれますように こばやしさくら 6

家族がけがや病気にならずに元気でいれますように。 小林ルナ 11

コロナが無くなりますように こはる 7

けえきやさんになれますように こはる 7

コロナがおさまりますように こはる 7

コロナがおさまりますように こはる 7

コロナがおさまりますように こはる 7

コロナがおさまりますように こはる 7

コロナがなくなりますように こはる 8

コロナウイルスがおわりますように こはる 8

足がはやくなりますように こはる 8

楽しい家族になれますように こはる 9

12月までにコロナがおさまりますように(^o^) こはる 9

らいねんきれいなはなびがみれますように こはる 9

穂乃花と同じ班になれますように こはる 12

平和な世界になりますように。 こはる 12

足を速くしたい。 こはるん 9

ゲームが欲しい ごはん 10

コロナがなくなりますように こぶし 10

フォートナイトでFNCSにでる 拳でとあ 11

コロナがなくなるように。 こぶしマン 9

ディズニーランドにいきたい！ こま 5

わたしわりでんしゃがのれるようになりたい こま 5

ランドセルはやくしょいたい！ こまき 5

ユーチューバーになれますように こまきち 11

はらちゃんが早く歩けますように こまこ 10

これからも、この尾道が豊かで、安全でキレイでありますように！！ 駒ちゃん 11

おのみちバスのうんてんしゅになりたい 小真斗 11

あんぱんまんになりたいです ごまん 2

ばいおりんじょうずになれますように。 こむぎ 6

やさしい人になりたい 米 11

きゅあぷれしゃすになりたい☆☆ こめこめ 4

二じゅうとびができるようになりますように コヤ 8

ネコを飼いたい こやき 12

世界がへいわになりますように。 小山りく 10

にんじゃになりたい コリき 6

大金持ちになりたい ゴリゴリチャーハン 9

マッチョになれますように。 コリゴリラ 10

十万円ほしいです　せいかつたりないですから コリス 22

まいくらのあたらしいねさげのよがあるとええです ごりら 6

やきゅうせんしゅになれますように ゴリラ 7

ランボルギーニかフェラーリを買いたい ゴリラ 11

推しのライブにいきたい。 ゴりラ 12

身長が150いきますように ゴリラEX 11

絵が上手くなるように ゴリラゴリラゴリラ 11

家族みんなが笑顔でいられますように ゴリラのママ 47

ロシア・ウクライナの紛争が早く終結しますように ゴルバチョフ 41

旅行にいきたい！ ごろー 37

みつりょうがなくなりますように コロコロチキン 8

コロナがおさまって欲しい ころっけ 11

コロナがおさまりますように コロナ 10

コロナがなくなるように。 コロナなくなれ 10

みんなが楽しく生きれますように こんこん 内緒

本を一人で買いに行けますように。 ゴンザレス 11

むちゃくちゃ金もちになる。 紺ちゃん 9

みんなが平知にくらせますように こんにちは 9

コロナが収まっていろんなところにいけますように こんにちわー 9

直子と智子によいご縁がありますように こんママ 60

みんなの願い事がかないますように サ 12

さかあがりをできるようになりたい さ 8

ざんぎょうしたいです サー　ヴァン　グオン 32

ケーキやさんになりたいです。 さーちゃん 7



願い事 ニックネーム 年齢

ケーキやさんになれますように さーちゃん 7

けーきやさんになりますように さーちゃん 7

楽しいことが起こりますように さーちゃん 11

保育士試験必勝 さーぼー 24

ゲームでにじえんしゅつがきますように さーもん。 10

ばすけがうまくなりますように。 サーモン 11

もっと勉強ができるように サーモン三種盛の闇 11

ゲームのサーモンランがいつでもできますように。 サーモンマン 8

キュアヤムヤムになる さあや 4

せんそうのない平和な世界になりますように。 さあや 8

全国のコロナがおさまりますように 咲綾 10

みんなの願い事がかないますように さーや 11

身長が10cmのびてほしい。 サーロインステーキ 10

家族みんなが　元気にすごせますように さい 4

Twiceのファンミーティング当選しますように。
ジョンヨンちゃんに会えますように

さい 18

世界と珈琲市場が平和でありますように 西院のコーヒー屋
ピチピ

チ
の46歳

シロになることです！ えいえんの５さいしんちゃん 11

野球をがんばる えいえんの６才コナン 11

ほしいのがすぐに手に入りますように さいきょうおうたバー7 8

ユーチューバーに会いたい さいきょうくん 10

ウクライナとロシアの戦争がおわるように 西郷隆盛 11

ロシアが戦争をやめますように さえ 8

パン屋になりたい さえ 8

いさおかずははるひが毎日ニコニコすごせますように さえ 30

アンパンマンになる さえちゃん 2

人形がほしい さえちゃん
コロナが無くなりますように さえぴー 9

巨人が優勝しますように さおり 36

息子とキャッチボールがしたい さおりパパ
パパのびょうきがなおりますように！ さおりん 6

車がもらえますように　あとおもちゃで。 さか 7

ぷりんせすになりたい さかい 6

ハムスターを飼えますように さかい 7

しょうらいの夢が見つかりますように サカイ 11

ポケモンメザスタできるように さか田 7

みんなが幸せでありますように さかなくん 7

頭が良くなりたい さかもっちゃん 12

コロナがなくなりますように さかもと　あおい 4

すみっこのぱあぷるいろのぬいぐるみがほしい さかもとりえ 6

あおいおもちゃがほしいな さき 2

コロナがなくなりますように☆ さき 4

お金持ちになれますように さき 5

ケーキやさんになりたい。 さき 6

あたまいたがなおりますように さき 6

頭がよくなりますように。 さき 7

てつぼうがうまくなりたい さき 7

アパレルショップの、店いんになりたい。 さき 8

お金持ちでくらせますように さき 9

コロナがなくなって楽しくお話できますように 早希 10

コロナがなくなりますように 沙希 10

みんなの願いがかないますように。 さき 12

みんなを笑顔に出来るデザイナー さき 12

犬を飼いたい さきこ 7

絵がじょうずになりたい さきこ 8

コロナがなくなりますように 咲季子 11

にんぎょうになりたい さきてぃ 5

ダンサーになれますように さきピー 9

絵がじょうずになりますように、、、＞∪＜、、、 さきぴん 8

消防士になりたい さく 6



願い事 ニックネーム 年齢

ピアノをいっぱい弾きたい さく 7

おじいちゃんが長生きできますように さく 14

ぜんぶのきょうりゅうになりたいな さくくん 5

コロナがなくなって、自分が行きたい所に行きたい。 さくさく 9

９才でトラフグを釣れますように 朔太郎 8

ディズニーランドに行けますように。絵が上手になりますように。
英語が書けますように

さくちゃん 3

エースバンになりたい さくちゃん 5

おひめさまになりたいです さくちゃん 6

あなごがかえるように。 さくちゃん 6

くすりやさんになりたいです。 さくちゃん 6

さっかあせんしゅなりたい さくと 6

うさぎとマイメロちゃんとおひめさまになりたいな さくとちゃん 2

野球がうまくなりたい さくぴー 9

みんながなかよくいられますように 作文の神 9

花やにやりたいです 桜歩 9

みんなが元気になれますように。 さくま 9

きよだいまっくすばんどがほしいです さくや 7

プロゲーマーになりますように さくや 10

ころながおさまりますように さくら 6

どうぶつのもりでともだちがたくさんできますように。 さくら 6

かぞくといっしょにりょこうへいきたい さくら 7

世界が平和になりますように さくら 7

家ぞくぜんいんで、プールに行けますように。 さくら 8

看護師！なぜかというと家族やほかの人たちをたすけたいからです。 さくら 8

1年間元気にすごしたいです。 さくら 10

コロナがこの世界からなくなりますように 桜 10

みんなが元気に楽しくへいわにすごしたい。 さくら 10

体がやわらかくなりたい。 さくら 14

早くコロナウイルスが終わりますように☆ さくら 10才

けしょうせっといっぱいほしい さくらこ 8

サンリオランドにいきたい さくらだ　ひまり 7

やさいがたべれますように さくらちゃん 7

ペットが健康で長生きできますように さくらちゃん 10

幸せにずっとくらせる。 桜猫 12

推しのライブにいきたい さくらもち 11

家族の健康 桜餅の子 11

この世界の間題をすべて、かいけつでいますように さくらるー 10

ねこをかいたい。おかねもちになりたい さくらんぼ 7

けんこうにすごせますように。 さくらんぼ 8

コロナが終わりますように サクランボ 8

コロナが終わりますように サクランボ 8

コロナが終わりますように さくらんぼ 8

けんこうでげんきにくらせますように さくらんぼ 8

元気でくらせますように さくらんぼ 8

身長が２センチ伸びますように さくらんぼ 11

プロサッカー選手になりたい さこがわ 7

コロナがはやくなくなりますように。 ささき 9

クリスマスにいとこの友達に会えますように ささ木しおり 7

しょうらいのゆめがかないますように。 笹山優斗 10

バレーがうまくなりたいです。 ささるな 9

コロナがなくなってほしいです お刺し身君 10

ロブロックスとマイクラのコインがほしいです。 さしゃ 9

コロナがなくなって元気に生活をしたい。 サズ 9

心配性を直したい さず 11

ポケカがもっと買えますように さず 11

ゲームクリエイターになる！！ さだお 11

笑顔いっぱいの1年にしたいな さだつな 22

しあわせにすごしたいな さだつな 22

おいしいものをいっぱい食べたいな さだつな 22

皆が平等に暮らせますように さち 11

さっかーせんしゅになりたい さっかー 7



願い事 ニックネーム 年齢

プロサッカー選手になりたい サッカーしたい 10

みんなの願いが叶いますように。ゴムゴムの実が食べたい。
戦争がなくなってほしい。

サッカー女子simatin 11

サッカーせんしゅになる。 サッカーボーイ 9

残りの大学生活楽しく過ごせますように さつき 21

コロナがおさまりますように さっくー 8

スーパーマリオのゲームが欲しい さっくん 7

ホームランがうてますように。 さっくん 8

友だちの家ぞくがコロナになりませんように さっくん 9

日本がいい国になりますように 雑草 10

ディズニーランドに行けますように さっちー 10

エルサになりたい。アメをいっぱい食べたい。 さっちゃん 3

自転車に上手に乗りたいな さっちゃん 4

にゅじゅうになりたいな さっちゃん 6

コロナがすぐにおさまりますように さっちゃん 8

学校の先生になれますように さっちゃん 8

まほうのほうきで空をとべますように。 さっちゃん 8

かぞくがしあわせでいられますように さっちゃん 8

家族がコロナに負けず健康でありますように さっちゃん 8

コロナがおさまりますように♡ さっちゃん 8

お笑い芸人になれますように さっちゃん 9

コロナウイルスがはやくおわりますように！ さっちゃん 10

すとぷりのライブに友達と行けますように さっちゃん 10

コロナや戦争がなくなりますように。 さっちゃん 10

受験に合格しますように さっちゃん 11

家族が健康で暮らせますように さっちゃん 36

これから給料がほしいので仕事を続けたい気持ちがあります さっちゃん 50

パティシエになれますように さっぴい 9

だれにでもやさしくなりたい さっぴー 10

SDGsの17の目標が達成できますように。 さっぴー 11

コロナが無くなって、いっぱい遊びたい さと 8

みんなとあそべるように さとう 8

身長が高くなりたい 砂糖 12

スプラ3のフェスにかつ さとう　よしのぶ 8

佐藤朋子、大好きな彼がいるんだけど結婚が出来ますように 佐藤朋子 51

元気いっぱい　いっぱい食べる 佐藤一希 24

げーむせんたーにいきたい。 さとうこうた 7

美味しいものがたくさん食べれますように さとうさん 23

コロナがおさまりますように さとうゆずき 8

おおきくなったらさっかーせんしゅになりたい さとし 6

算数がとくいになりますように。 さとぴ 7

うちゅうにいきたい さとる 5

サンタに会いたい　ディズニーランドに行きたい さとる 7

べんきょうがんばる さとる 8

Ｆンだ；ｋ さな 1

お姉ちゃんみたいに大きくなりたいな さな 3

おもちゃ王国にみんなで行きたいな♡♡ さな 3

プリキュアになりたいです サナ 4

ほんやさんになれますように。 さな 6

みんなげんきになりますように。 さな 6

みんなといっしょｎ元気にあそべますように さな 6

ポテトをいっぱい食べたい さな 7

びょうきになりませんように さな 8

けいさんをはやくなりたい さな 8

お金持ちになれますように さな 8

コロナとインフルがないへいわの日がきますように さな 8

薬ざいしになりたい！ さな 10

絵をかくのがうまくなりたいです。 サナ 10

京都にいきたい さな 12

すごいばしょにかざられるようなえが書けるようになりたい。 さなおじょうさま 7

アンパンマンに会えますように♡ さなちゃん 1



願い事 ニックネーム 年齢

建築士になりたい さなな 8

コロナウイスが早く終息しますように サニー 12

縄跳びが出来ますように さね 7

ウーパールーパーをかいたいです。 さねもりゆき 6

コロナがおさまってほしいです。 佐原マン 11

ポケットモンスターシュカールをクリアしたいです。 さ原やすまさ 9

戦争が無くなりますように サファン 11

ダンスの先生 さほ 7

学校生活が楽しくおくれますように さほ 12

ハムスターをかいたい さほちゃん 6

おすすが元気でいますように サマンサ 23

コロナがんくなりますように。 咲歩 10

おいしいごはんがたくさんたべれますように さや 1

大きくなってプリキュアになれますように！！ さや 4

おとうさんがはやくかえってこれますように さや 7

みんなのお願いがかにますように 紗也 11

戦争のない世界になりますように 咲朱 11

家族全員健康に過ごせますように さやか 26

字をていねいにかきたい。計算が早くなりたい。 さやかさん 7

コロナがなくなったら東京ディズニーランドに行けますように さやかちん 9

えるさにあえますように さやちゃん 6

彼氏ができてほしいとか言っちゃったり さやちん 16

ダンスがキレキレになれますように さやな 8

ダンスをもっともっとかんぺきなれますように。 さやな 8

五ぼしレストランのシェフになりたい。 さやねこ 8

世界が平和になりますように さよリン 13

プリンセスになりたいな さら 3

人魚になりたい さら 4

みんなでUSJに行きたい！ さら 9

コロナがはやくおさまりますように。 さら 10

好きな動物を飼いたい さら 10

ゆうびんやさんになれますように さらさ 8

横浜DeNAベイスターズ日本一！！がんばれCS！ さらさらおたいしくん 23

リコーダーがふけるように さらだ 8

マスクなしで友達と大笑いできる日が早くきて欲しい サラゆう
10歳
5歳

みんなが楽しくすごせますように ザリガニおじさん 11

もし願いが叶うなら これから先ずっと 君の隣にいたい♡ サル 36

体力を増えるように、サッカーをみんなとより楽しみたい。コロナなくなれ！ さるくん 11

なわとびうしろあか２重で15かいとびたい ザルドランク 8

笑顔いっぱいの毎日になりますように さわ 1

かんじがうまくかけますように さわーちゃん 7

走るのが速くなりたい さわちゃん 7

海に魚がたくさん育ちますように さんかく 50

お金持ちになりたい。そしてコーラをいっぱいのみたい さんじ 8

ウクライナへの進行をやめてほしい。 三十丸 10

ゆーちゅーばーになりたい 三駿 9

楽しいことがいっぱいありますように。 算数好き 9

アスレチックにいきだい 三とう 9

せかいがへいわになりますように。 三なりれもん 7

艮神社で滝夜叉が見られますように 山波神楽ラブ 44

ともだちがふえますように！ 三藤 美心 9

ともだちがふえますように 三藤 美心 9

プロになれますように サンフレだいすき 12

コロナがなくなる。有名人になりたい 三本五朗座衛門様 9

なかやま牧場の最高級ステーキが食べたい さんりえ

りんご
の木

と同じく
らい

無事故無災害　商売繁盛　家庭円満 さんわ 35

平和！ 三和太郎 33

皆平和に暮らせますように 白瓜 10

笑顔いっぱいの素敵な夫婦になれますように しあわせのジョージ 26



願い事 ニックネーム 年齢

肩こり腰痛が消えますように じー 81

たっきゅうのプロになりたい しいか 8

コロナウイルスがなくなりますように。 シーサーくん 9

コロナがおさまって欲しい しーさん 10

ランカーシーバスに会えますように ジースケルトン 27

しずくちゃんが元気でいられますように しいちゃん 5

長生き出来ますように しいちゃん 6

コロナが無くなりますように しいちゃん 8

1年間けがなくすごせますように しいちゃん 9

字がきれいになりたい しいちゃん 11

もっとパパママと遊びたいもっと保育園の友達や先生と遊びたい
もっといろいろできるようになりたい

しーちゃん 0

飛行機に乗ってはらぺこあおむしのところにいきたいな しーちゃん 2

みんなとあそべますように。 しーちゃん 5

フリースケートのプロになりたい。 しーちゃん 6

ケーキ屋さんになりたい しーちゃん 6

コロナがなくなりますように しーちゃん 6

ともだちがいっぱいできますように しーちゃん 7

はやく、コロナがなくなりますように。 しーちゃん 7

コロナがなくなりませんように しーちゃん 7

家族が元気にすごせますように しーちゃん 9

家族、毎日元気でいられますように！！ しーちゃん 9

コロナがなくなりますように しーちゃん 9

コロナが落ち着いて尾道が平和になりますように しーちゃん 10

コロナがない平和な世界になりますように しーちゃん 11

朝ドラに出る！！ しーちゃん 15

かけざんをおぼえたい。 しいな 7

セレクションに合格しますように しうた４６ 12

医者になりたい シェリル・ノーム 9

AIMが良くなりますように。 ジェンガのてっぺんのスキマ 11

みんなが幸せになりますように しお 10

砂糖にあいたい 塩 12

推しの作者に会えますように。 塩キャラメル 10

お面白くなりたい。 しおっち 12

だんすがじょうずになりますように しおなちゃん 6

おとなになったらびようしになりたいです しおね 8

ころながはやくおさまって、でぃずにーらんどにいきたい しおり 6

ともだちがいますように しおり 7

縄跳びが上手に しおり 7

コロナが無くなりますように しおり 8

家族全員元気に過ごせますように しおり 33

飛行機の運転手になりたい しおりちゃん 3

べんきょうがだいすきになりますように。 しおりちゃん 6

有名人に会えますように。 しおりん 10

仮面ライダーになれますように♡ しおん 2

けがしたひとをたすける しおん 4

おおきなとらっくがほしい しおん 5

コロナになりませんように しおん 5

たくさんトミカがほしい しおん 5

コロナおわって、、、 しおん 5

おともだちとなかよくあそびたい。 しおん 7

ずっと健康でいられますように しおんさま 9

どんなことも感動できる心を持てますように しかく 50

8000兆円ください しき 27

おひめさまになりたいなかわいいから しぎたそら 6

からてでぜんこくたいかいに出たい しくいれ 7

ウクライナに一日も早く平和が訪れますように シゲ 69

春高日本一 しげ 半世紀

うるとらまんになりたい。 しげひろ　あつし 7

ぎゅうにゅうをのめるようになりたい しげもとめい 7

戦争が終わりますように しこうてい 10

みんながしあわせにくらせますように☆ しし 6



願い事 ニックネーム 年齢

くれんゲームでポケモンのむいぐるみをげっとする じじい 8

平和になりますように じじい 1600

億万長者になりたい宝くじ当てたい祝日増やしてほしい ししこ 12

おいしいものがいっぱい食べられますように しし座 12

算数の成績、全てAになりますように。 しじみシューカン 11

円安に歯止めがかかりますように ししょう 22

コロナがおさまりますように しずえ 8

水えいでおよげるようになりたい しずか 7

おおきくなったらようちえんのせんせいになりたいです しずく 6

ケーキ屋さんになりたい しずく 6

コロナがなくなりますように しずく 6

国語のトロフィーを6こ取りたい。 雫 10

がっこうといえがちかくなりますように。 しずくちゃん 7

コロナが収まりテニスが上達したい システム 10

ハムスターがかえますように 自然大好きな推し 10

コロナがなおってほしい した 7

ずっと平和でありますように 下岡奈々 11

世界が平和になりますように 七五三 10

みんなが元気になってほしいです しづき 10

かいた願いがかないますように しづく 6

ねがいごとがかないますよう しづく 6

看護師になりたい しっちゃん 8

じがきれいになりますように。 しっぴ 7

あたまがやおくなりたいです しっぴー 8

元気で楽しい毎日が過ごせますように しどー　 1

ともだちとなかよくなれますように しながわ 7

おはなしがじょうずになりますように しながわ　かこ 1

ぴあのがじょうずになりますように しながわりこ 7

バトミントンせんしゅに、なりたい。 しなもん 7

はなやさんになりたい。 しなもん 7

おおきくなったらおはなやさんになりたい。 しなもんろーる 6

ソフトがうまくなれますように。（かなえ） しの 10

コロナがなくなりますように しのざわ 7

テストでまいかい100点がとれますように しのび6ら8 9

娘が高3で大学受験です。コロナ禍の3年間の高校生活でした。
希望の大学に合格して、コロナの無い大学生活を楽しんでほしいです。

しのみ 50代

早くコロナがなくなりますように。 しば犬 9

病気になりませんように 柴犬 9

世界中の人がおいしいものをたべられますように。 柴犬 12

家族が幸せでありますように しばたまみ 21

長生きして大切な人と笑い合えますように 柴ちゃん 11

どこかにいきたい しぺえ 7

シベリアンハスキーをかいたい シベリアンハスキー 9

警察官になりたいです しほ 7

皆楽し暮らせますように しほ 50

漫画を読みたい しほり 6

早くコロナがなくなっておばちゃんに会えますように しま 7

コロナがなくなりますように しま 8

コロナにかからず音楽発表会ができますように 嶋 10

一度でいいから40cmのチヌがつれますように シマ 11

きゅあふぃなーれになりたい。 しまうま 4

おーがねもちになりたい。 しまくん 7

世界中の人々が平和にすごせますように。 しまくん 11

動物園の飼育員になりたい しまたになぎさ 8

わたしはやさしいひとになりたい しまたにゆずは 6

かんじをきれいにかきたいです しまたにゆな 6

ふでばこやさんになりた しまたにゆり 8

ユーチューバーになりたい しまちゃん 10

ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞキャラが当たりますように 島ちゃん 11

マンガ家になれますように。世界へいわでありますように。 詩麻中 9

幸せで平和でありますように。 しむらけん 9

フレッシュは優秀な人材多数で毎日大繁盛します しもかわ 52



願い事 ニックネーム 年齢

ミスゆかたジェニック２０２２に選出できますように♡面接がんばる！！！ 下川結衣 ㊙

家族で仲良く過ごせますように シャア　アズナブル 11

国家安泰 チャー首相 48

虫博士になる シャイガイ 8

ＷＯＲＬＤ　ＰＥＡＣＥ シャイン０９０１ 大人

ペットショップになること シャインマスカット 7

あついがなくなる じゃう
いつもやさしいしょうちゃん　たくさん楽しい事をしてすごそうね しょうちゃん 4

ゲームがうまくなれますように じゃがいも 12

☆犬になりたい☆ じゃがいもスティック 11

ねこになりたいです じゃがいもチーズ 11

世界中の人がしあわせになりますように。 じゃがいもバター 11

冬に冬の大三角形が見えますように じゃがりこ 11

おこづかいが増えますように☆ じゃがりこ☆ 12

長生き シャコ 21

２０２３年も好きな人に会えますように ジャニユウ 25

アオリイカが１００ひきつれますように家族が元気でいれますように しゃべるキロ 10

長生きできますように じゃん 59

お金がほしいです。 シャンクスの左腕 11

ポケモンになりたい しゅー 6

プロやきゅうせんしゅになりたいです しゅう 8

家族が幸せでありますように 修 9

お金がほしい 自由 12

お金がたまりますように。 シュークリーム 11

りんごとぶどうとみかん」をいっぱい食べれますように しゅうくん 3

家でワンちゃんがかえますように しゅうこ 11

たくさんおしゃべりできますように しゅうご 1

キリンに会いに行きたい！！ しゅうご 3

ライチョウやトキ、コウノトリたちが復活しますように 修嗣 11

家族とお出かけしたい しゅうじ 40

お金持ちになり舞うよーに！！ しゅうちゃん 9

おうちでいいこでおる。 しゅうちゃん ？

けいさんがはやくなりたい しゅうと 8

ゲームをたくさんかってもらえますように。 しゅーピー 8

ウルトラセブンになりたい！！たくさんゲームをしたい！！本もほしい！！ しゅーぼー 5

世界が平わになりますように。 シュウマイ 9

野球大会で優勝しますように しゅうまい 9

お金持ちになりたい しゅうまいくん 8

ととのいの極地に到達できますよう 週末サウナー
けいさんがもっとはやくなりたい しゅか 6

双子の赤ちゃんがうまれますように しゅか 8

Sexy Zoneのドームツアーの行けますように♡ シュガー 18

しゅくだいがんばりたい しゅくだいがすき 10

みんなのねがいがかないますように 宿題におわれる女 11

ポテトサラダがたべたい じゅく練度ni3 9

ぷろやきゅうになりたいです じゅくん 6

コロナがなくなりますように。 ジュゴン 11

剣道で強くなって、いつか試合に勝てるようになりたい！ じゅじゅくん 10

野球の大会で優勝しますように しゅチロー 10

コロナよなくなれ じゅの 10

成せきでオール「A」、オール「◎」をとりたい ジュラ・ティラノ 11

ころながなくなってほしい しゅり 7

かぞくがしわあせになりますように。 しゅり 8

幸せになれますように しゅり 9

かぞくみんながげんきにくらせますように。 じゅりちゃん 8

コロナが無くなりますように しゅりんぷ 11

新幹線にのりたい！！ しゅん 3

めずらしいむしをつかまえたい しゅん 6

しゅう字がうまくなりますように しゅん 10

いっぱい友達をつくりたい。 しゅん 10

サッカーがうまくなりたいです。 しゅん 12

娘がテニス大会で優勝！ しゅん 37



願い事 ニックネーム 年齢

おもちゃほしい じゅん 5

絵が上手になれますように。 じゅん 9

外国産のクワガタをたくさん育てれますように 春夏秋冬 9

おかねもちになりたい！！ しゅんくん 6

子どもたちが毎日元気で無事に過ごす じゅんこ 61

とよくんが毎日病気や事故ケガなく元気に仕事をします じゅんこ 61

えまちゃんが健やかに成長します じゅんこ 61

幸せな日々が送れますように じゅんこ ？

しんかんせんにのりたいな しゅんじ 3

かぐらをたくさんみにいくことができますように しゅんじ 5

きょうりゅうにあえますように しゅんしゅん 3

足がはやくなりますように しゅんすけ 8

コロナが無くなりますように しゅんすけ 8

うんがよくなって、おこりんぼうがなくなってほしいです。 じゅんずげ 8

１０おく円が手にはいりますように。 しゅんせい 9

クロールができるようになりたいな♡ じゅんせい 5

フリをもっと上手になりたい。 準汰 10

リクジョウセンシュになりたい。 しゅんたろう 9

１０億ほしい しゅんたろう 9

コロナがなくなってほしい しゅんたろう 9

大きくなったら車をうんてんしたい じゅんちゃん 4

だんすをじょうずに、なりたいな。 しゅんと 7

うみへりょこうがしたい。 じゅんぺい 7

かぞくがしあわせにくれせますように 淳平 7

みんなげんきにたのしくくらせるように。 じゅんぺい 7

しょうぼうしゃにのりたい しょう 4

しょうぼうしになりたいな しょう 4

しょうぼうしゃにのりたいな しょう 4

しょうぼうしゃにのりたいな しょう 4

しょうぼうしさんになりたいな しょう 4

しょうぼうしさんになりたい しょう 4

けーきやさんになりたい。 しょう 6

へい和な世界になってほしいです。 小 9

もう一度沖縄県に行けますように しょうかい 9

戦争が無くなりますように 小学生 11

コロナがなくなってまつりができるようになってほしい。 翔騎 11

めがねをしないじんせいになりたい しょうこ 6

1年生になったら友だちがたくさんできますように！ しょうしょう 5

シンカリオンＺのかがやきになりたい しょうじろうっち 4

はやくおとなになって　えらくなって　しょうぼうしさんになりたい しょうた 4

プロゲーマーになれますように しょうた 7

おかねもちになりたいでげむかう つちもと 7

ソフトクラブに入れますように 翔太 9

背が高くなりたい しょうた 11

海にすみたい しょうたろう 8

おいしいものがたべられますように 翔太朗 10

おおきくなったらしょうぼうしさんになりたいです しょうちゃん 4

はやく大きくなりたいです しょうちゃん 5

図ⅠにＡがつきますように しょうちゃん 12

犬をニひき飼う。 少年K 11

10月22日晴天になりますように！ しょうへい 32

ポケモンのメダルのいっぱいほしいな しょうま 4

マリオカートをいっぱいほしい しょうま 4

ユーチューバーになりたい しょうま 6

友だちと6年まで親友でなれますように。 しょうまちゃん 8

しょうらいりょうりにんになれますように しょうや 8

宿題がなくなりますように しょうゆ 9

あしがはやくなりますように しょうゆう 8

ほーとないとがうまくなりますように しょうゅくん 7

妹が元気に育ちますように しょうゆペンくん 10

ユーチューバーになりたいです。 しょうよう 7

ゲームをかってもらいたい。 しょう大 8



願い事 ニックネーム 年齢

健康でいたい ショー 30

毎日楽しく過ごせますように ジョーカー 11

げいのう界に入れますように。 じょーくん 10

空飛びたい しょーごん
げんきにすごせますように ジョージ 3

ばいきんまんがアンパンマンにかちますように ジョージ 3

彼女ができますように！ しょーた 27

コロナ禍で恒例の家族旅行に行けなくなって家族との時間も減ったので
大切な人との思い出の為早く収まりますように

しょーちゃん 27

良い物件が見つかるように しょーちゃん 63

健康でいられますように しょーと 27

ゴルフ上手くなるぞー しょーへー 37

昆虫学者と接骨医院の先生になる 諸葛孔明 8

やきゅうせんしゅになれますように まきずし　しょうゆ 7

みんながマスクを外せるようになってほしい 食料派 11

みんなハッピーでありますように しょげ 23

らぐびーせんしゅでいっぱいかつこととボールをいっぱいもらう ジョシュ 8

せかいせいふく ショッカーせんとういん 5

健康になりたい ジョニー 28

ソフトボールでレギュラーになれますように しょぼた 10

スタンド使いになりたいッ！！ ジョルノジョバーナ 12

コロナ収束が終息しますように ションボリルドルフ 22

ユーチュウバーになりたい。 シルク 7

コロナがおさまりますように じろう 8

世界が平和になりますように じろう 12

コロナがおさまりますように じろう 12

家族みんなで笑ってすごせますように。 しろくま 11

元気に過ごせますように しろくまさん 5

家族が幸せでありますように 白クマさん 8

推しに会えますように 白猫 11

みんなが幸せになりますように しん 6

お金が欲しいです しん 10

おいしいお肉がたべれますように。 ジン 7

尾道のみんながえがおになってほしい じん 11

事故が起こりませんように　きれいな水が届きますように 仁 12

あいどるになれますように しんがいはな 7

おとこのことなかよしになれますように しんがいはな
あたまがよくなるように しんがいはな
だーくしんかりおんあぶそりゅーともらいたいな しんかりおん 4

ユーチューバーとおとまりしたい。 新居　留華 11

商店街の再生 進撃の小人 26

おしのグッズが買えますように　コロナがなくなりますように 心子 10

動物の殺処分０になってほしい 深呼吸しろォォ 11

PCがほしい（APEXプロ）がほしい じん子ちゃん 12

旅行がたくさんしたい しんしん 10

スノーマンに会いたいな しんしん 14

ゲームをうまくなりたい。 じんじん 6

プロゲーマーになれますように 新聖人 11

心身共に健康 しんぞう 41

自分と関わる全ての人たちが幸せになれますように 新谷章文 36

おばあちゃんがずっと大好き しんたろう 7

世界中の人が幸せになりますように シンタロウ 33

ゲームがうまくなりますように。 しんちゃん 9

救急隊員になりたい しんちゃん 10

将来、８６やカマロのZLIにん乗れますように。 新ちゃん 11

非課税のお金1億万円ほしい！ しんちゃん 39

身長が3cmのびますように 身長 10

ポケモンカードボックス下さい しんのすけ 8

戦争がなくなりますように。 しんのすけ 12

サッカーうまくなれますように 仁之介 10

サッカーがうまくなりたい　ユーチューバーにあいたい じんろう 10

お金持ちになれますように。 慧祗 11



願い事 ニックネーム 年齢

ゆめは水泳せんしゅになることです 水泳大好き 9

コロナが早くなくなりますように。 すいか 9

妹が元気に育ちますように すいか 10

夢が叶いますように。 細谷翠生 11

らくえんになりますように。 すいちゃん 6

いつまでも平和でありますように 翆葉 12

おかしがほしい すー 4

ステキな人と出会えますように すー 16

家族が長生きできますように ずー 11

たくさんのきょうりゅうにあいたいな…♡ すーくん 4

彼氏できますように すーじー 18

彼氏ができますように　おねがいします すうちゃん 19

グミをいっぱいたべたい　おかしパーティしたいです すーちゃん 3

動物園にいけますように すーちゃん 4

おかしがほしい スーちゃん 4

ゲームがいっぱいできますように すーちゃん 6

家ぞくがずっと元気でいられますように。 すーちゃん 7

ゆう名人になりたいです
スーパーサイヤ人
7000さいの…

10

算数がすきになれるように スーパーに売っているえび 8

テスト毎回ぜったい100点とる。！！！！プロやきゅうにでたい。！！！！！！！！！スーパーに売っているトマト 9

ポケモンの新作がほしい。金がほしい。肉がほしい。 スーパーマリオ 9

旅行にいきたい スーパーレア 11

息子が元気になりますように すえこ
おはなやさんになりたい すえながちゃん 6

ころながなくなりますように すえますはやと 7

からてでぜんこくいきたいです。 すかこちゃん 10

お金がたくさんたまりますように。 スギ 9

コロナウイルスが治まりますように 杉の木 12

APEXプレデターになりたい 杉原一帆 10

家内安全 杉本
私のきぼうが給料日本人と同じほしいです。おねがいします♡ スクモ 42

庭をＤＩＹしたい スクリュー 35

じをきれいになりたい すけ 9

コロナウイルスをなくしてなくなる人をなくしたい すけすけ 11

砂かぶりシートでカープ観戦したい スケッチ 9

家族３人笑って過ごせますように 寿司好き 33

すし屋になれますように☆ すし屋こぞう 8

おかしがあたりますように すず 3

どうぶつえんにいきたい すず 4

かぞくがあんぜんにくらせるようになれますように すず 6

めざしたぞんぶおねがいします。 すず 6

あかちゃんのめんどうをがんばれますように。 すず 7

ポケモンセンターに行きたい。 すず 11

フットで福山に勝つ！！ すず 11

あいすくりーむやさんになりたいな すずおかももか 5

ゆめがみたい すずか 4

きれいな星空を見ることができますように すずかすてら 12

きれいな星空が見ることができますように すずかすてら 12

やせますように 鈴木あおと 10

湯治に行きたい 鈴木健二 48

プロ野球選手になる。 すず木たいせい 9

友だちをもっとふやしたい すず木わかな 7

けーきやさんになりたいな すずなちゃん 4

パティシエになりたいです すずね 6

頭がよくなりますように すずめ 9

家族が長生きしますように すずめ 30

グループホームすずらんの皆様が健康でありますように すずらん 59

なんでも願い事がかなしますよに　アーメン スター 12

交通事こでなくなる人がいなくなるように スタイルフォルス・コルタダス 9

メザスタのスーパースターがそろいますように すったん 7

おはなやさんになりたいな すっちゃん 4



願い事 ニックネーム 年齢

妹と弟1人ずつほしいです！ すっちゃん 10

自信を持ってきれいなダンスが踊れるようになりますように すっちゃん 14

コロナがはやくおわってくれますように スティーブ 6

コロナが無くなりますように スティーブ 9

プリンセスになりたい スティッチ 7

りょうりのたつじんになれますように。 ステーキくん 8

世界が平和になりますように ステノオフタルモイクチス・ダナ
やまいになりませんように 星(ステラ 8

戦争が無く平和な世界になりますように すとぷり 8

ＵＳＪにいきたい スヌーピー 11

美容師になりたい。 スヌーピー 11

ブロスタのチャンピオンシップにでたい スパイク 10

告白されますように すばらしき世界 11

仮面ライダーになれますように すばる 4

しょうぼうしさんになりたい すばる 4

インドミナスのレックスノおもちゃがほしい すばる 4

じぶんのおうちがほしいな♡” すばる 4

コロナが収まりますように スプラ 8

スプラ３でうまくなりたい。 スプラ 8

スプラ３がうまくなれるように スプラ 10

コロナが収まってほしい スプラ―31 8

イヤホンがほしいです スプラショーター 7

ソフトボールの試合でヒットを打ちたい スポーツマン 9

近所に、コンビニかスーパーがたってほしい。 スマさん 11

すとぷりのライブ会場に行きたい！！ スマリー 12

海老をお腹いっぱい食べたい スミ 3

べんきょうをはやくしたいです。 すみ 7

コロナが無くなって平和になりますように すみ 10

コロナがなくなりますように すみっこのハル 10

アンパンマンのおもちゃが欲しい すみれ 3

アンパンマンのぬいぐるみほしい♡ すみれ 3

たからばこがほしい！！ すみれ 3

ミッキーとミニーにあいたい すみれ 3

すきなことができるといいね。 すみれ 6

ふくやさんになりますように。 すみれ 8

家族がコロナになりませんように。 スミレ 9

コロナがなくなっていろんな所に行けますように。 すみれ 9

アヒルがほしい。 すみれ 9

戦争のない世界。 すみれ 11

ゲームが上達しますように！ すみん丸ネオキ 11

素敵な人になれますように すもももも 26

いつも笑顔を忘れないでいられますように すんちゃんのばーば 57

猫にめぐまれしあわせに ワッキー先輩 10

コロナがなくなりますように せい 8

はやくコロナウイルスがなくなりますように！！！ 星花 11

びょういんのかんごしさんになりたい 成基 7

かぞくみんな　ながいきしたいです せいぎのみかた 9

コロナがおさまりますように せいぎの味方　ハルトマン！ 9

ぱぱと一緒にトトロのさんぽをしたい せいくん 2

貨物の運転手になりたい せいご 6

あさおきたら、ポケモンのすむせかいになっていますように！ せいコウガ 5

もうそろそろ彼女が欲しい。愛が欲しい せいごろう 32

おほしさまきれい せいじ 2

耳がきこえるようになりたい 星七
剣道がうまくなりたい 清十朗 9

旅行に行きたい 精神年齢１５歳 25

コロナがはやくおさまりますように。 せいせい 9

コロナがおわりますように。せんそうがおわりますように。 セイタ 11

世界平和 せいちゃん 25

じがきれいになりたいです せいな 8

ころながおさまりますように 聖奈 11

理学療法士になりたい せいな 11



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがなくなりますように。 生物 12

ごはんのおみせやさんをしたい せいや 4

ゲームがうまくなりたい せいや 9

コロナが無くなりみんなが幸せになりますよに せいら 12

お金がほしいです。 聖蘭 9

コロナがきえてほしいです。 聖琉 10

おかねもちになりたい ぜいんつ 7

でんきやさんになりたい ゼウス 9

自分の部屋がもらえますように せえ 10

かんこくにいけますように せおしゅり 9

世界平和 世界一のひまん 12

戦争がおきませんように 世界平和を願う男 12

みんながけんこうでいてほしいです。 せきや 6

みんなが笑顔でくらせますように 背高眼鏡 12

くまもとにいきたい せつまめ 12

コロナが早くおさまりますように 瀬戸内パンダ 15

普通？に会いたい人に会えますように 瀬戸内パンダ 15

みんなが自分らしく生きていけますように！！ 瀬戸内パンダ 15

おかずをのこさずたべれますように！ せな 1

風邪をひきませんように！ せな 1

ひこうきとヘリコプターに乗ってみたいな せな 2

みんなが元気に楽しく過ごせますように せな 2

いいかばんがかえますように せな 6

けーきやさんになりたいです。 せな 6

人気ものになれますよーに せな 6

けーきやさんになれまｓ せな 6

読書をしたい せな 7

みんなが健康で幸せにすごせますように せなー 11

すみっこぐらしのぬいぐるみがほしいな…☆☆ せなちゃん 3

お父さんの給料が増えますように せなっちー 11

キックボードがかえますように せなにかん 6

アイドルになれますように。 せなにゃん 6

ピアノがすらすらひけるようになりたい せなもん 7

こわがりをやめたい せなもん 7

コロナがなくなる せなもん 7

パンダにあいたい せなもん 7

せんそうがなくなるように セブンスター 11

バスの運転手になりたい せらひさな 4

れんぞく前まわりができますように。 ゼリーくん 8

コロナ収束 セリーグ好き 40

せりなはアンパン せりな 1

ゲームもらいたい セルにすかれすぎたげんぱく 11

受験に合格しますように 千 11

勉強をいっぱいする ぜんいち 8

コロナがなくなりますように。 全王様 12

自衛隊になる せんしゃ 11

コロナがなくなることです。 せんしんぜん 10

南海トラフとが起こりませんように　看護師になりたい せんせい 11

戦争が無くなりますように せんちょう 9

コピックで色をむることが得意になりたい 千隼 11

努力する人は必ずむくわれますように 泉澄 12

早めに卒業できますように せんぷう子 19

ひっさんのひきざんができるようになりたいです せんり 7

三輪車に上手にのれますように そう 1

きょうりゅうになりたい そう 4

仮面ライダーギーツの白になりたい そう 4

ｊどあｐ そう 4

ホテルにとまれますように そう 8

コロナがなくなりますように。 凌玖 8

ユーチューバーになりたい そう 10

スマホが早くもらえるように。 ゾウ 10

お金がほしい。 岩﨑蒼大 12



願い事 ニックネーム 年齢

せかいがへいわになりますように。 そういちくん
アンパンマンのおもちゃがほしいです そういちろう 2

どんももたろうになりたい そういちろう 4

仮面ライダーギーツになりたい そういちろう 4

せいぶつかんさつのおにになりたい。 そう一ろう
はとこに会えますように。 そうーしー 9

おおきくなったらさっかーせんしゅになりたい そうくさ 7

げんきに大きくなりますように そうくん 2

ビルかいたいしゃのうんてんしゅになりたい そうくん 5

おかしをいっぱいたべたい そうくん 6

ドッジがつよくなりたいな そうくん 6

いろんなパンがたくさんたべられますように！！ そうご 1

うびひがなおりますように そうし 5

不死身になりますように。 蒼二郎君 12

未来のために自然を守り、むだをなくそう そうす 11

ぽけもんかめんらいだーになりたいな そうすけ 4

ぐんたいになりたい そうすけ 5

足が早くなりたい そうすけ 6

フェンシングの試合でメダルを獲りたい そうすけ 8

けいさつかんいなりたい そうすけ 9

走るのが速くなってスタミナもふえますように 宗佑 10

サッカー選手になりたい 蒼佑 10

からてで黒おびになりたい そうすけ 10

楽しくて平和な世界になりますように そうすけ 12

げんきにおおきくなれますように そうた 0

おおきくなったらサッカー選手になりたいな そうた 3

パウパトロールのおもちゃがほしいです そうた 3

ごはんをたくさんたべられますように そうた 3

跳び箱５段とべるようになりたい そうた 4

ティラノサウルスになれますように そうた 4

ホテルにとまりたい そうた 5

しんかんせんにのりたい そうた 5

みんなながにこにこ過ごせますように そうた 7

九九をすらすら言いたい そうた 7

サッカーのプロになれますように そうた 7

大金持ちになれますように そうた 8

マスクをはずして学校に行きたい そうた 9

かにのおもちゃがほしい。 そうた 9

コロナがなくなって友達と遊べますように 奏太 10

やるべきことができますように そうた 10

サッカーがうまくなりたい 咲太 10

健康でいますように そうた 11

かんきょうの保全およびかんきょうの改善 そうた 11

コロナなくなれ 蒼太 11

たからくじで1とうあてたい そうた 11

コロナがなくなりますように 颯太 11

毎日笑って過ごせますように そうた&みお
3歳
1歳

アンパンマンとあそびたいしょうぼうしゃで遊びたい そうちゃん 1

サンタさんがきてくれますように そうちゃん 3

世界が平和でありますように♡ そうちゃん 4

しんかんせんにのりたい そうちゃん 4

アンパンマンになりたい そうちゃん 4

おおきくてかっこいいくるまがほしいです そうちゃん 5

すいっち。おとしだま。 そうちゃん 6

おいしいきゅうしょくが家でも食べれますように そうちゃん 10

６０万円がもらえますように。 そうちゃん 10

コロナをなくしてください そうへい 12

足が速くなりたい そうま 6

動画を撮る人になりたい そうま 6

修学旅行に必ず行けて、一生の思い出になりますように。 そうま 12

さっかーがうまくなりますように。 そうまくん 7



願い事 ニックネーム 年齢

スイッチとあつもりのカセットがほしい そうめん 8

おいしい食べ物が食べれるように。 宋ゆりん 10

りょこうにいってみたいな そうりゅう 9

なにもおきないふつうのにちじょうがつづきますように 奏和 9

友達、家族と、仲よくいっしょにいられますように☺ 添田汐莉 10

たくさんの絵がかけますように ソース 9

とてもきれいな絵がかけますように ソース 9

猫用のかつおぶしがほしい。（ペットにあげる） ソーダ 11

ぶれいぶあんどそーさりーをしたいです そーたん 6

パウパトのおもちゃがぜんぶほしいです。 そーちゃん 2

コロナがおわりますように。 そーちゃん 8

アタックテストで80点以上をとらせてください ゾーマ 10

タイピングが早くなりたい 外山 9

かん字をていねいに書きたいです。 そばくん 8

釣を上手になりたい そばめんなし 10

コロナがなくなるように　世界平和になりますように
ウクらイなのせんそうが終わりますように

祖福皆人 9

ホームランがうてるようになりたい ソフトボール 10

勉強をがんばりたい。 そもの 11

たのしいでんしゃのゆめが見られますように… そら 5

字がうまくなりますように。 そら 6

けいきやさんになりたい。 そら 6

ヒーローになりたいです そら 6

空をとびたい 空 7

字がていねいに書けるようになりたいです。 そら 7

お金持ちになりたい そら 7

プロサッカー選手になりたい そら 8

かぞくがいつもしあわせにすごせますように そら 8

幼稚園の先生になりたい そら 9

バレーボールがじょうずになりますように そら 9

フットでゆうしょうできますように。 そら 10

たくさんの人が幸せになりますように そら 20

しょうらい、美容師大学にいけますように そらか 9

そらじろうになる そらじろう２号 11

学校をがんばる　規則正しい生活をする そらちゃん
コロナがおさまりますように そらまめ 8

ダンスがうまくなりますように。 そらまめ 8

しんしゅのはちゅうるいを見つけたい そらまめ 9

柴犬をかいたいです。 そらまめ 10

プロゲーマーになりたい そらまめさま 11

英けん4級がごうかくできますように そらまめ社長 11

世界平和と尾道が元気になりますように 蒼空 葵（ソラモイ） 16

みんなを笑顔にする。仕事につけますように 空を飛ぶひよこ 11

絵を描くのがうまくなりたい そるるな 12

さいやじんのそんごくうになりますように そんごくう 6

ドラゴンボールのごくうのふくがほしいです。 そんごくう 8

さっかーせんしゅになりたい そんごくう 8

かん字と計算が、できますように。 そんそん 8

からあげをいっぱいたべれますように ダークメア 8

世界に平和がおとずれますように。 ダークモカ 11

商品が値上がりしませんように たーくん 9

長生きができますように。 たーくん 11

頭がよくなりますように。 ダースベイダー 10

 ママたちが元気でありますように たーちゃん
みんなと笑顔で楽しく過ごせますように だーは 10

銀検財務必勝！！ たーぼー 27

サッカーボールをけりたい たい 8

100さいまで生きられます様に事故にあいませんように
将来成功しますように

鯛 11

ゆうめいのユウチュウバーになれますように タイ 11

コロナがはやくおさまりますように。 だい 10

せいゆうになりたいです だい 10



願い事 ニックネーム 年齢

このよから戦争とびょうきがなくなりますように たいＴ 9

どらごんぼうるになりたいです たいが 6

生き物を捕まえる人になりたい たいが 7

バレーボール選手になってエースになりたいです。
西田選手みたいになりたいです。しあいで大かつやくしたい。

大河 10

ゲームでゆう勝できますように 大我 11

サッカー選手になる。 タイガー 11

かぞくとともだちがながいきできるように。 たいがー 7

ころなとせんそうが終わりますように タイガー 9

さかあがりができるようになりたい。 タイガー 9

やきゅうせんしゅになれますように。 たいがくん 7

コロナが終わって楽しくできますように 大かず 9

魚がふえますように 大かず 9

平和でありますように 大かすい 9

きょだい♡♡トカゲになりないなあ たいき 4

算数を頑張りたい だいき 11

シャンクスになってたたかいたい だいきくん 4

ゲームが欲しい たいきち 7

早くコロナが落ち着いて、みんなが安心して暮らしを送れますように 田井清正 37

すぽーつかーにのりたいな たいくん 6

お父さんとお母さんの車を買ってあげたい たいくん 8

くるまのうんてんができますように。 たいくん 10

てつぼうをできますように だいけんな 7

さんすうのけいさんがはやくなりたい だいご 6

バラはいでゆうしょうすること 大ごろう 11

ソフトボールでレギュラーになれますように。 だいこん 9

カセットが欲しい たいし 6

３０万円がほしい。 たいし 10

プロ野球選手になりたい たいしゅ 9

平和な世の中が早く訪れますように だいじろう 40

バスケット選手になりたいです。 たいすけ 7

たいこがうまくなりたい たいすけ 8

やきゅうせんしゅになりたい たいすけ 8

コロナが消えますように だいすけ 12

株価が上がりますように ダイスケ 31

空手で日本大会で１位になりたい たいすけ
おともだちとたくさんあそべますように たいせい 1

げんきでおおきくなりますように たいせい 1

だいすきなゾウに会えますように たいせい 1

アニアのおもちゃがいっぱいほしい。 たいせい 3

らいねん、カブトムシとクワガタいっぱいとりたいな たいせい 5

かぞくでホテルにとまれますように たいせい 6

フォートナイトがとどきますように 大晴 8

かん字をきれいに書きたいです。 大大 7

コロナが終わりますように たいち 9

毎日楽しく健康で過ごせますように たいち 10

オニキンメがほしい だいち 4

コロナがはやくおわりますように！ だいち 6

コロナがはやくおわりますように だいち 6

らぐびーせんしゅになれますように だいち 8

おいしいものを食べたい だいち 11

家族みんながげんきにすごせますように たいちゃん 3

サッカーせんしゅになれますように たいちゃん 3

あともだちとなかよくあそべますように たいちゃん 3

おおきいサメがみたい たいちゃん 4

こんちゅうはかせになりたいな たいちゃん 5

大会頑張りたい たいちゃん 23

しんかんせんにのりたいです だいちゃん 3

おんがくはっぴょうかいでけんばんはーもにかをじょうずにふけますように 大ちゃん 7

アンコウの人形がほしい 大ちゃん 10

サッカーのしあいで金メダルをとりたい。 だいと 7

パソコンがほしい。 タイピー 11



願い事 ニックネーム 年齢

ＯＲＩＸが日本一になれますように だいぴー 40

はやくりょこうに行けますように。 台風 10

毎日が楽しくなりますように 大福 10

コロナがなくなるように だいまおう 7

おかねもちになりたい だいや ？

くらげはかせになりたいな だいやもんど 6

コロナウイルスがおさまりますように。 太陽 9

ユーチューバーのれじぇくんに会ってみたい 太陽 10

じがくポイントが１００００こいきますように。 太陽神ニカ 8

世界中が平和になり、みんなが健康にすごせますように 大知 10

ケーキ屋さんになりたい たえ 7

家族が皆健康で過ごせますように たえこ 61

ユニバーサルスタジオジャパンへあそびにいってみたい！！ たおくん 4

この世界がずっと、平和でありますように。 たおっちー 8

ワンピースの一番くじが当たりますように たおや 8

コックになれますように たか 7

お金がいっぱいたまりますように。 タカアシガニくん 7

料理人になりたい たかいたかい 12

金持ちになりたい 高岡 12

世界平和 高垣新 9

家族がいつまでも元気でいられますように。 高垣日葵 9

かぞくが元気にくらせますように。 たかがきるい 8

早くまごにあえますように たかくん 29

たくさんの思いが彩とりどりに舞い上がりますように たかこ 58

皆が健康で幸せがあふれますように タカゴン 25

おばあちゃんのおうちへいけますように たかし 6

父が元気になりますように。 たかし 30

ころながなくなりますように たかしたみと 6

りょかんのおかみさんになれますように。 田頭彩羽 9

ポケモンのせかいにしたいです。 田頭えいのすけ 7

お兄ちゃんとゲームがしたい たかちゃま 9

おそとでおにいちゃんといっしょにあそびたい たかちゃん 1

みんな元気で仲良く暮らせますように たかちゃん 65

友達とたくさん遊んで仲良くなりたい たがちゃん 9

円安に歯止めがかかりますように たがちゃん 11

良い事がありますように タカハＣ 23

できない勉強ができるようにないますように 高橋 10

いろんなことができますように 高橋 10

健康に過ごせますように たかはし 15

コロナが終わりますように 高橋あみ 38

犬が飼いたい 高橋かいと 10

だいすきなアナと雪の女王になりたい たかはし　かざね 3

ひゃくてんとれますように。 たかはしかまと 6

健康第一122才バリバリ動けるように 髙橋クルーズ 58

だいすきなチョコレートがいっぱいたべたい たかはし　こまち 1

尾道に嫁ぎ34年。こんなに家族が増えました。
皆の幸せを心から祈っています

髙橋真実 59

ケーキ屋さんになりたい 高橋ゆうき 12

息子がプロ野球選手になれますように たかぱん 42

無病息災 たかぽん 24

プレゼントのいいくつがありますように！ 髙見ゆめか 9

きょうりゅうのたまごがみつかりますように たかやまおうせい 7

ピーチひめになりたい♡SDGｓを達成する世の中になってほしい たかやまゆう 4

コロナが終息しますように！ たかりん 50

世界が平和になりますように！ たかりん 50

ころながなくなりますように。 たかわ 6

バスケがじょうずになりたいです。 たき 7

ピカチュウにたましいがやどりますように 滝下葵 10

料理人になりたいです。 瀧本陽哉 9

コロナが早く終息しますように タク 42

勉強がとくいになりますように。 たくあん 11

家族が健康にすごせますように タクシードライバー 40



願い事 ニックネーム 年齢

学校の先生になれますように たくちゃん 7

ポケモンになりたい たくと 5

てにす たくと 7

じぶんのいえのくるまがはすらーくるまなりますように。いろおれんじ たくと 7

ホームランをうちたいです たくま 8

家族がけんこうでいますように たくま 11

かぜをひきめんように。 たくま 11

デオキシスになりたい たくみ 5

デオキシスになりたいな たくみ 5

デオキシスになりたいば たくみ 5

デオキシスになりたいな たくみ 5

そらがとべるようになりますように たくみ 5

デオキシスになりたい たくみ 5

けいさつに、なりたい たくみ 7

水星が見れますように 拓実 10

ＵＳＪにいきたい たくみっち 11

スプラ３が買えますように たくるま 8

ミライドンがほしい。 たくわん 7

家ぞくが楽しくなれますように。 たくわん 10

中国に行きたい たくわん 10

アイスクリームがいっぱいほしい。 たけ 6

サッカー部が存続しますように たけ 16

無病息災家内安全世界平和 竹明 53

かけっこがはやくなりたい たけうちかいと 5

ドラゴンボールの服が欲しいな たけうちかいと 5

佐川急便になりたいな！ たけうちはやと 2

ブーブーがほしい！ヴェルファイアがほしい！ たけうちはやと 2

かぞく３人で仮面ライダーになりたいです たけお 4

ゲームの時間が増えますように たけきそ 8

かわいいおひめさまになりたいな♡ たけくに　るい 4

さっかあがじょうずになりたい たけくにそら 7

ぷりんせすになりたいです たけくにるい 4

おじいちゃんおばあちゃんがいつまでもげんきでいられますように。 たけくにれみ 6

コロナがなくなりますように たけじゅん 8

さかなつりで大きいさかなをつりたい たけちゃん 10

ダイエットの成功 たけちゃん 32

これからもかぞくといっしょにくらしたい。 たけっち 9

長生きするように たけのこ 10

元気にすごせますように。 たけのこ 12

ねこをたくさんかいたい たけのこアイス 8

コロナがなくなってみんなが元気にすごせますように たけのこアイス 8

コロナがなくなってほしい たけのこアイス 8

動物にかこまれたい たけのこアイス 8

みんなが幸せになりますように たけのこアイス 8

コロナがなくなって、みんな元気になりますように。 たけのこアイス 8

自分に誇りを持てる人生をすごす 竹の中のコッシー 12

成績がよくなりたいです。 武春 12

犬を飼いたい たけもっとぴあの 11

アイス屋さんになりたい たけもと 6

プロサッカー選手になりたい たけやまくん 7

のりものずかんがほいいな たける 2

お月さまみたい たける 4

かぼちゃ電車にのりたいな たける 4

消防士になりたい　警察官になりたい　シンカリオンになりたい たける 5

コロナがなくなりますように たける 7

コロナが終息しますように。コロナの死者がいなくなりますように たける 12

コロナが早くしゅうそくしますように たけルンルン 9

いい大学にはいれますように タコおやじ 9

世界平和 タコクジラ
足がはやくなりますように タコゴ 14

はやくさかなつりがしたいです たこちゃん 7

広い部屋がほしい。 ダジャレ好き 11



願い事 ニックネーム 年齢

無病息災健康第一元気一杯 たすく・りなん 24

けんこうでいられますように。 たずにゃん 8

カタールワールドカップ、日本がグループリーグとっぱしてほしいです。 たせ 11

遊べますように たた 3

浪費癖が治りますように ダダアダド 20

甲子園に行きたい 正 11

おこずかいが７００円アップしますように。 ただのボーイ 8

かっこいいおにいちゃんになるぞ！！ ダダンダン 2

みんなでなかよくすごせますように たち　はつね 5

にがてなことができるようになりたいです。 立花あみ 10

夫婦円満 たつお 35

カニをたくさん食べたい タツオミ 11

ウルトラマンになりたいです！ たつき 4

べっちゃーのひとになりたいです たつき 4

かあさんやせてね たつき 4

おおきくなったら　けいさつかんになって　ドロボウをつかまえたい たつき 5

けいさつかんになって　白バイクにのりたいです たつき 5

娘が怪我なく病気無く健康で たつきち 31

大学受験うかりますように たっくみー 10

仮面ライダーギーツとドンブラザーズに会いたいな たっくん 4

ごじらがほしい たっくん 6

にんてんどうわーるどにいきたい。 たっくん 6

大きくなったら大金もちになりたいです たっくん 7

みんなが幸せにくらせますように！運がよくなりますように☺ たっくん 8

ぼう力や、いじめがなくなりますように たっくん 10

健康でながいきできますように たっくん
早く冬がきますように。 たっけー 8

これ以上コロナがひろがりませんように たっけー 10

コロナが終わってほしい。 たつころん 9

成績が上がりますように たっしー 16

ピアノが上手になりたい 立田 7

元気いっぱいすくすく大きくなりますように たっちゃん 1

ドラえもんに会えますように たっちゃん 2

バスケせんしゅになれますように。 たっちゃん 8

コロナが無くなりますように たっちゃん 10

受験が成功しますように たっちゃん 12

まいにちえがおですごせますように だっちゃん 0

世界が平和になりますように。 たっちゃん！ 12

おいしいものをお腹いーっぱい食べたいな！ たっちゃんまる 1

家族が健康で過ごしていけますように たっつー 43

ユーチューバーになりたい ダツッキー 9

世界一のパン屋さんになりたいです。 たってぃ 36

冷静に生きるようになること たってぃー 20

みんながきもちよくすごせますように たっぴぃ 10

全部のトリの名前を知りたい 立歩
ドラゴンボールスキンがかえますように たつやキング 9

戦争が無くなりますように だてまさむね 11

じいちゃんとばあちゃんがながいきできますように たてやまみき 6

中学受験に受かりますように たな 10

ちやんふにいきたい 田中 8

みんなが元気に、すごせますように。 田中ピーナッツレモン 9

美男子アイドルのＩＮＩにあえますように！！ライブあたれー 田中 22

ばーばカフェをひらけますように 田中 26

尾道に花火を！！！！ 田中 45

生き物がしにませんように 田中あいむ ？

コロナウイルスがなくなりますように。 田中ジュニアJr 11

空を飛べるようになりたい たなかとわひろ 9

毎日おいしいご飯が食べられますように 田中の中の田中 33

サッカー上手になれるように。 田中風真 10

元気に過ごせますように。 田名後　翔護 3

絵がもっと上手になりたい！ たなせ 11

おとうさんとおかあさんがあえますように たなりん 5



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがなくなりマスクを外せる時代が来ますように たに 11

へいわがいい ダニアル 26

まほうつかいになりたい たにぐちしおり 7

お金持ちになりたい タニシ 11

足がはやくなりますように。 谷滿昂誠 8

ゆにばにいきたいです たばたゆづき 7

コロナが早く終わりますように。 タピオカ 10

運動神経がよくなりたい たびねこ 12

自由に旅行がしたい 旅人 63

いつまでも平和でいられますように。 タピ岡 10

おかあさんがしあわせになれますように 玉 7

体力と健康が欲しい たま 37

お金もちになってかぞくを幸せになってほしいしかぞくりょこうをしたいです。 玉井美和 10

ピアノとエレクトンをじょうずにひきたいです たまお 7

むつたとクレーンゲームがしたい たまき 5

ともだちとなかよくあそびたい たまき 5

ぱんやさんになれますように たまきちゃん 7

ヘッドスパになりたい たまご 10

尾道の水道がきれいで安全な水が止まらずみんなが使えますように。 たまころ 10

あいすがいっぱいたべれるように たますみ 7

よしだのひいぢいちゃんとあえますように たまたま2 6

ぱんやさんになれますように たまちゃん 6

甲子園に出る 玉ちゃん 9

コロナがおさまって欲しいです たまちゃん 11

このちきゅうのコロナがきえますように！！！！！！！！！！ タマとウルルンcc 9

せんそうがなくなりますように だめ 9

にしやま先生がもっとかっこよくなってほしいです タラちゃん 9

コロナが無くなりますように たらちゃん 9

足がはやくなりますように。 だれかさん 10

ぼうえきをする ダレン 28

担々めん食べたい たろ 27

やきゅうせんしゅになりたい たろう 4

やきゅうせんしゅになりたい たろう 4

車を運転したい たろう 6

かみになりますように たろう 8

コロナウイルスがなくなりますように。 たろう 11

かみになりますように たろう 11

Aが１０個い上とりたいです はまずし太ろう 10

みんなのころながなおりますように。 だん 6

ころながおさまりますように だんご 6

ドッグトレーナーになりたいです。 だんごきょうだい 9

なにごともなくふつうにくらせますように だんごむし 11

友達がふえますように。 檀上　文之介 9

コロナがなくなるように。 だん上　よしたか 6

かんごしさんになれますように だんじょう　りお 6

４年生になったら、まいちゃんと同じくらすになれますように。 壇上奈古美 8

かぞくでりょこうにいきたい。 たんじろう 7

コロナ収束してダンスパーティーが復活しますように！ ダンシングクイーン ？

アイドルになれるように。 ダンス 7

アイドルになれますように ダンス 9

ぽけもんのせかいにいきたい たんちろう 6

コロナの終息 ち 30

素敵な出会いがありますように 千晶 28

歌と絵が上手になれますように。 ちぃ 10

足がはやくなりますように ちい 9

元気にすごせますように ちい 9

毎日幸せに満ちた気持ちでいられますように ちい 38

健康第一 ちい 40

京都に行きたい！！ チー 11

ことしは星がいっぱいでますように。 ちー 8

ソフトボールが上手になりますように ちー 11

愛される保育教諭になりたい ちー 22



願い事 ニックネーム 年齢

すてきなご縁に恵まれますように ちー 26

コロナがはやく終息しますように ちー 35

みんな仲良くがいいなーみんな違ってみんないい！
って金子みすゞも言ってたよー
お互いの違うところも認めてあげられる社会、世界がいいいねー”平和”

ちー 50

子どもたちが早く結婚して孫が出来ますように ちー 52

みんなげんきにくらせますように ちー
THE ALFEE最前列応援するぞ！！ チィーちゃん ？

コロナがなくなりますように。 ちいかわ 7

switchのポケモンソフトがほしーい ちいくん 5

将来の夢が叶いますように。 ちいさい林 11

かしこくなりたい ちいちゃん 6

いつも笑顔のちーちゃん
おいしいものたくさんたべてHAPPYな毎日を過ごそうね

ちーちゃん 2

コロナが無くなりますように ちーちゃん 6

ころながはやくをさまりますように。 ちーちゃん 7

かんごしさんになれますように ちーちゃん 9

尾道が沢山の方に知って頂きにぎやかな街でずっとありますように。
尾道ダイスキ

ちーちゃん 23

おひめさまになりたいです ちーちゃん
頭がよくなりますように。 ちーなつ 11

早く皆んなで集まって、ワイワイと楽しく食事をしたい ちーふー 57

ジョイフル尾道店ができますように チームジョイフル 20

あしりぱちゃんになりたい ちえ 5

健康第一ですごせますように ちえ 47

+++++++ ちぇき 4

サメになりたいな チエマット 5

絵本を作る人になりたい ちえり 9

子どもたちが皆幸せになりますように ちえりん 56

皆幸せになって！！ ちか 11

あいあいのせんせいになりたい ちかげねこ 6

貴女がずっと笑顔でいられますように ちかすず 20

ピーチひめになりたいです。 ちかちゃん
ゲームがうまくなりたい ちき 10

お金が欲しい チキン 10

けえきやさんになりたい ちぐさ 6

メガビッグが当たりますように チコ 5

字がうまくなりたいです。 チコ 7

アンパンマンミュージアムに行きたい！ ちさ 50代

ともだちとなかよくなれますように ちさ☆ 8

いつまでもみんなが幸せに暮らせますように ちさき 11

おばあちゃんがながいきできますように ちさ子 10

お金のむだづかいのくせがよくなりますように チサチャン 20

デリシャスパーティー　プリキュアになりたい♡ ちさと 4

志望校合格 ちさと 17

ゆめがかないますように。 ちさまる 8

もひとりかぞくできますように ちずる 6

家族みんなが元気に笑顔でずっといられますよぅに♥(^з^)-☆ ちっさ 41

家族みんなが元気に笑顔でずっといられますよぅに♥(^з^)-☆ ちっさ 41

ケーキやさんになりたい ちっち 4

ケーキやさんになりたい ちっち 4

じてんしゃにうまくのれるようになりたい チップ 7

りょこうにいきたいです ちづる 7

お母さんみたいになりたい ちとせ 6

あむろとおるになりたい ちなつ 5

けいさつかんになって白バイうんてんしゅになりたい。 ちなつ 9

笑顔あふれるしあわせいっぱいな世の中になりますように ちなつ、あきと、さくた
6さい、
4さい、
8ヶ月

みんながおこだてませんように ちなつ、あきと、さくた
6さい
4さい
8ヶ月

みんながえがおであそべますように ちはな 5



願い事 ニックネーム 年齢

みんながたのしくすごせますように ちはな 5

でんしゃのうんてんしさんになりたいな ちはや.F 3

けいさんがはやくなりますように ちはる 6

コロナがおさまりますように ちはる 7

コロナがおさまるように。おいしい物が食べられますように ちびえもん 11

かめんらいだーになりたい ちびくま 9

世界平和 ちびひろ 47

プロゲーマーになりたい。 ちひろ 7

二度とせんそうがおこらず、平和な世界になりますように 千尋 10

良縁に恵まれますように ちひろん 20

けんこうでいられますように。 ちほせんにん 8

サッカーがうまくなる　そろばん検定３級合格 ちゃーはん 10

残りの高校生活を一緒に楽しい思い出で溢れさせられますように ちゃーんみ 18

コロナがなくなりますように 茶谷　さくら 9

けんしになりたい ちゃま 4

Snowmanの深澤にあえますように ちゃま 25

いつでも願いごとがかないますように チャランコ 12

パソコンが強い、薬ざい師になりたいせす。 茶碗蒸っし～ 10

ざんぎょうしたいです チャン　ビェット　ホアン 24

元気な子供が産まれますように ちゃんすん 34

世界人類がロックンローラーでありますように！ ちゃんすん 34

今日おばの家でほっこり。。また会えますように☆☆ 中高生の子供を持つ母ちゃん
39歳
37歳
0歳

平和なくらしができますように チューリップ 8

せんそうがなくなってみんながしあわせになりますように チューリップ 9

えとじがじょうずになりますように ちゅちゅ 8

ぶどうがいっぱいたべられますように ちよ 3

家内安全　健康第一　世界平和 丁 27

ゲームがいっぱいしたい！ 長男 15

テニスで全国大会に行けますように チョコ 8

コロナがなくなって旅行に行きたい チョコ
お金もちになりたいです！！ チョコ 5

カブトムシの幼虫がぶじに成虫になれますように チョコ 9

毎日が幸せでありますように ちょこ 36

韓国行きたい ちょこ 36

家族の健康 ちょこ 51

いい事がありますように チョコアイス 10

世界が平和になりますように チョコチョコバッキー 8

親友とずっと仲良しでいられますように ちょこバナナ 11

たくさんチョコボールを食べたい！！ チョコボール 8

ぼくはゆっくりねたいのでゆっくりねむらせてください チョコボール 8

チョッパーをペットにしたい チョッパー 9

チョッパー神 チョッパー 9

コロナがおさまりますように チョッパー 9

自分もチョッパーになりたい チョッパー 9

ちょっぱーX 無限 チョッパー 9

この世のすべてがチョッパーになってほしい チョッパー 9

長生きしたい チョッパー 9

ちょっぱーのグッズがめちゃくちゃほしい。死ぬほどほしい チョッパー 9

みんながチョッパーになってほしい ちょっぱーX 9

大切な家族が健康で幸せに暮らせます様に ちよみちゃん 63

1人息子の可愛いお嫁さんと
３人の孫達が仲良く幸せに暮らしていけます様に

ちよみちゃん 63

高齢になった両親が少しでも健康で居てくれます様に ちよみちゃん 63

学生時代の仲良しグループの友達、
とこれからも元気で長くお付き合い出来ます様に

ちよみちゃん 63

優しくて大切な夫と、これからも健康で過ごせます様に！ ちよみちゃん 63

早くコロナウイルスが終息し、安心な日常が戻ります様に祈ります！ ちよみちゃん 63

定年後、生き甲斐のある、愛ある生活ができます様に！ ちよみちゃん 63

ほいくえんの先生になりたい チロル 7

しんかんせんのうんてんしゅになれますように。 ちわわ 7



願い事 ニックネーム 年齢

何もない チン　ヴァンマン　 28

コロナがなくなってほしいです。
チンパンジー＆さる＆ゴリラ＆
日本ざる＆ドンキーコング＆

めがねざる
8

はやく秋になって涼しくなってほしい ヅ 28

野球で全国大会出場する 大きい月 11

コロナがおさまりますように つーくん 7

もっとサッカーがうまくなりますように つー子 11

はのようせいプリンセスになりたい つーちゃん 3

友達、家族と一緒にいろんな所に行けますように！ つーちゃん 18

にーにとずっと仲良しでいれますように つーつ 1

スーパーヒーローになって世界中の人を守りたい ツーニャ 8

づーまになれますように づーま 6

お姫様になりたいです勉強がしたいです つかさ 4

早くコロナがなくなってほしい つかさ 7

バスケが、うまくなりたい。 つかもと 7

すみっこ暮らしのおうちにすみたい つき 6

いとことあえますように。 つき 8

旅行に行きたい つき 30

家族仲良く 月 31

そろばんの開平ができて段がとれますように。
また開立ができるようになりますように。

ツキノワ 12

コロナがおさまりますように 月星
ケーキ屋さんになれて先生においしいケーキをつくること レゴで作るのがつき 7

ラムソンジャンプをとびたい つくだに 10

じてんしゃができますように。なわとびもできますように つくもゆず 6

夢が叶いますように つじあいり 8

野球上手になるぞ つだ　あつと 3

コロナおさまれ！ 土堂だがし 10

家ぞくがびょうきになりませんように ツッカー 9

しょうらい弁護士になりたい つっちー 9

いとこといっしょにあそびたいな。 つっちゃん 6

コロナが早くおわりますように つな 10

動物園の飼育員になりたい つなかん 12

はやくはしれるようになりたい。 つなくん 7

早くコロナがおさまりますように ツナマヨ 10

コロナがなくなりますように ツナマヨ 10

せんせいにあいたい つばさ 7

コロナがなくなりますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

しあわせにくらせますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

しあわせにくらせますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

たのしくくらせますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

コロナがなくなりますように つばさ 9

幸せで充実した20才が送れますように つばさ 20

いいお母さんになること つばぶたちゃん 9

いろんな場所に行きたい つばめ 18

アンパンマンと一緒にあそんで空をとびたい ツム 1

元気いっぱいで過ごせますように つむぎ 2

プリンセスになりたいな つむぎ 4

アリエルに会いたいな つむぎ 4

プリンセスになりたいな つむぎ 5

どうぶつがくしゃになりたい つむぎ 8

かんごしさんに、なれますように。 つむぎちゃん 6

うるとらまんとりがーになりたいな！ つむくん 5

アリエルになりたいな つむちゃん 3

いるかにのってうみをたんけんしたい つむつむ 7

べんごしの大学に行けますように。 つむつむ 9



願い事 ニックネーム 年齢

プリンスセスななりたい♡ つやこ 3

向島への渡船に乗りたい つや子 85

サッカーで毎回スタメンになれますように。 露露 11

いろんな魚をつりたい 　釣大好き 11

３０センチを超える魚をつりたい 釣り大好き少年 10

さかなをいっぱいつりたい。 つりめいじん 7

うみのいちばんしたをおよいでみたい つるおかはるま 7

世界平和 テ 9

ソフトで全国いきたい てO 11

おかねをためる ティエン 31

野球の試合に絶対に勝つ ティッカマン 11

ティックトックでどうがをとって見たい。 ティックトック 8

楽しい人生がおくれますように ティナ 11

太陽がばくはつしませんように ティナリ 8

8月にゆうきゅうとりたいです　ブログでしごとがしたいです ティミン
みんなのことやくにたちたい ティムティムゆな 8

ぼくは、おはなやさんになりたいです。 てぃらの 7

りょこうにいっぱい行きたい ティラノサウルス 8

東京大学にいけますように ティラノサウルス 9

コロナのないせかい ティン 29

かぞくの農業がうまくいってほしい ティン
えんがたかくなるほしい ディン　ユイ　ハイ 33

ガラガラくじで１等をあてたい デーツ 10

仮面ライダーになりたいです。 デール 7

北海道に行って姪に会いたい！ テー子 95

たしざんができますように デオキシス 5

りょこうがしたいです テカド 20

いませいかつがたかいから１０万もらいたいです テカド 20

家族が一緒に居られますように てけれて 9

元気でサポートにきたい。 デコちゃん 80

世界から悲しいニュースがなくなりますように てつお 31

県大会で優勝できますように。 てった 11

たくさんおままごとができますように てっちゃん 3

一生元気でいられますように てっちゃん 9

自衛隊になってはくおうに乗りたい テッパチ 11

気兼ねなく人と会える日がきますように てっぺー 36

コロナがなくなることがいいです。 てつや 11

おかねもちになりたいです ででんね 6

平和になりますように てとち 10

コロナが収まるように テナ 8

Apexでランクでダイヤにいきたい 手羽先 11

コロナがなくなりますように。 デビルキャット 10

コロナが早くおさまりますように。 寺 10

フォートナイトのプロになりたい 寺P 10

水道きれいになりますように。 てらP- 11

ポケモンカードがいっぱいもらえるように 寺岡 8

かねもちになりますように テラシンせい 10

うるとらまんがきます てらにししょうすけ 6

幸 てらりん 41

ウクライナの戦争が終わりますように 照岡　 9

ゲームを６時間やりたい。 てるさ 7

ちょう大金もちになりたい。だいとうりょうになりたい。 てるてるぼうず 9

ミニ四駆のサイクロンマグナムが欲しい てるまさ 8

コロナよなくなれ！ テンカ 6

コロナになりませんように。 天護 11

今すぐ五万円ほしいです。 パク・ウンウに転生しちゃった件 12

つよくなる てんせい 4

もっともっと速く走れるようになりますように。 てんだ　こうき 50代

パうパトロールになりたい てんちゃん 3

マイクラのゆうちゅうばーになりたい！ てんちゃん 6

けんちくかになりたい（マイクラ） てんちゃん 6

コロナがなくなりますように てんちゃん 6



願い事 ニックネーム 年齢

運がよくなりますように てんてんれんれん 10

ロシアの戦争がおわること てんてんれんれん 10

みんなが元気でいられますように 天然水 10

早くコロナがおさまりますように てんばわ 10

救急車になりたいです てんま　あすな 3

働く乗り物になりたいです てんま　かなた 3

おもちゃがほしい と 6

ポケモンカードのBOXを買いたい 斗 9

お友達や先生と楽しく過ごせますように とあ 2

海のゴミがへりますように とあ 10

フォートナイトでビルズ様がほしいです とあっきいいいい 4

スプラトゥーン３をかいたいです とあっきいいいい 4

コロナ収束 とある職員 27

バトミントンで友だちみたいにつよくなりたい。 トイ・プードル 8

頭がよくなりますように どいはる 12

しゅうじで字をうまく書きたいです。 トイプードル 7

愛犬が長生きできますように トイプードル 11

筋肉を付けたい ドゥェイン 30

みっきーに会えますように どうえん・はな 3

チェイスにあいたいな とうか 2

どーなつやさんになりたいです。 とうか 6

みんなとなかよくすごせますように とうくん 1

ぜんかいじゃーになりたいです とうくん 3

ウルトラマンになりたいな。ももたろうになりたいな。 とうくん 3

呪術廻戦の五条悟みたいに強くなりたいな とうくん 4

ぬいぐるみがほしい。 とうこ 6

バスケが出来る時間が増えますように とうご 11

世界中に平和を 同志おかか 12

ダイエット成功 糖質カット 29

かみになりたい とうちゃん 7

世界平和 東南アジア 247

じゅみょうまでけんこうでいられますように とうふ 12

みんなが元気になってたのしいようになってほしい 東方、田中まきkun 8

トーマスにあいたい とうま 5

うちゅうひこうしになれますように とうま 6

サッカーせんしゅになりたい とうま 7

おり紙が上手におれますように。 とうま 7

コロナがなくなりますように どうも 9

きんメダリストになりたい。 とうや 6

みんながけんかをしてほしくない。 とお 7

ざんぎょうしたいです ドーヴァン　ニュオン 38

やちんをおうえんしたいです ドーヴァン　ニュオン 38

コロナがなくなりますように トーギ 7

コロナがなくなってほしい トーギ 8

おかねもちになれますように。やきゅうでホームランうてますように。 とおくん 8

ポッチャマになりたい とーくん 4

人生をやりなおしたい 　とーさん 57

正平さん達が尾道に訪れますように とーさん・はんと 53

プロサッカー選手になりたい とーちゃん 11

ワンピースのえい画を見に行きたい。 どーなつ☆ 11

ホームランをうちたい トーマス 12

この世の中がずっと平和でありますように とおや 12

みんなの願いが叶いますように 通りすがりの旅人 33

みんなが笑顔で過ごせますように とかげ 5

とかげをかいたい とかげ 6

小さめのカメラがほしい とかげ 10

コロナが無くなりますように とかとか 7

無病息災 トキ 17

軽トラとコンバインに乗りたいな とき 2

ショベルカーがほしいな とき 2

宇宙飛行士になりたい ときくん 7

だんす　じおずになりたい ときさと　りあ 6



願い事 ニックネーム 年齢

携帯をかってもらうこと 溶き卵しょうゆ 11

サメを釣りたい ときちゃん 4

ヒモになりたい ときちん 33

世界平和 ときまる 52

べんきょうがわかりますように ときやくん 8

じゃにーずにあいたい。 どきんめいじゃー 7

サッカーがうまくなりたい とき生 7

話し相手がほしい 独身 53

医者になりたい ドクター 12

さっかあがじょうずになりますように とくながこうき 6

さかあがりがじょうずになりますように とくながこうた 6

一般就労をめざいたいです 徳光成美 22

来年もおせちが食べられますように とくめい 12

コロナがなくなりますように とく名505 12

猫の言葉がわかるようになりたい 特名希望 11

ポケカがほしい トゲアリトゲナシトゲハムシ 11

来年もゆーしんくんとゆーやくんとえーなくんと同じクラスになりますように としおいたバブリシャス 12

１等の宝くじが当たりますように としきんぐ 40

肉をたくさん食べたい としや 4

元気にいれれますように ドズル 9

バタフライが上手になりますように ドズル 11

ゆーちゅーばーになりたい と星っち 9

ケーキ屋さんになりたい 戸田 7

友だちのたくまくんがまいにちきますように 戸田爽介 10

ハッピーに過ごしたい　天才になる とっきーの 12

タイピングがはやくなりますように ドッチボール最強 10

コロナがおさまりますように。 戸っちゃん 10

だいすきなともだちとたくさんあそべますように♡ とっと 3

せんそうがなくなりますように とどりん 8

なかよくくらしたい。 トトロ 7

クリスマスでプレゼントが2こになるように トトロ 9

お金持ちになれますように トトロのペット 10

大金持ち どぬく 9

いつも春が笑っていますように トマ 30

家族が一生幸せにいきてほしい トマト 10

幸せな人生を送れますように トマト 12

大くさんになりたい トマトくん 8

中学受験が成功しますように トマトの畑 10

勇気がだせるようになりたい ドミノの最初のすきま 12

コロナがおわってりょこうへたくさんいけますように とみもも 8

高級スイーツが食べたい 知歩 22

会いたい人に会いたい トム×ドラゴン 58

レックーザのおもちゃがほしいいな とも 5

だいまっくすばんどほしいな とも 5

コロナをへらしたいだす とも 7

リコーダーで海の見える街をふけるようになりたい 友 8

早寝早起き　お母さんのお手伝い とも 8

かんごしになりたい とも 9

看護師になりたい とも 9

友人が立ち直りますように 友 24

世界が平和になりますように とも 48

早くコロナ終わって家族旅行行きたい！ 知明 18

パワーが少しでもつきますように。 ともー 10

みんながしあわせでいますように。 ともか 7

ゆなちゃんとあやねちゃんとまたあそべますように。 ともき 4

プロ野球選手になりたい ともき 7

新交通システムにのりたい ともき 7

空手の先生になる ともき 8

しごとをして広い家にすみたい。 ともき 9

みんなが笑顔で終われるクラスにしたい ともき 10

元気に大きくなりますように ともくん 1

スイミングの進級試験合格しますように ともくん 8



願い事 ニックネーム 年齢

世界中の誰もが幸せにくらすことができますように♡ ともこ
コロナがなくなりますように 友だち♡ 8

コロナが早くおさまりますように。 友達 9

友だちと会えますように 友だち探し 10

プロゲーマーになってゆうしょうしたい。
あと、お母さんにダイエットを成功させてほしい！

ともちゃん 10

尾道がずっと平和なまちでありますように ともちゃん 11

はやくころながおわったら、ホテルにとまりにいきたいです。 ともみ 6

ころなになりませんように ともみ 6

にじゅうとびができますように ともみ 6

はやく６ねんになりたいです ともみ 6

すまいるぷりきゅあのきゅあぴーすになりたいです。 ともみ 7

勉強が得意になりますように ともや 7

空手の大会で優勝したい ともやーまん 10

K.Nに会うことができて話すことができますように！！（できれば来年中） ともりも５０ 24

野球がまたできますように とやら 18

コロナが早くなくなりますように とよ 5

みんなにくるしいおもいをさせたくない とよくら 7

しょうらいyoutuberとデザイナーになれますように とよたさき 7

100年後にも動物のすめる森がたくさんのこっていますように トラ 8

１０００おくまんえんもらえますように。 トラ 8

ＰＣがほしい とら 11

金がほしい 虎６２５ 12

たくさんお金がもらえますように 久保田寅次郎 12

ケルヒャーの高圧洗浄機がほしい ドライバー 33

友だちがふえますように。 ドラえもん 8

どらえもんにあえますように ドラエモン 10

世界中に美味しく安全な水が届きますように ドラえもん 11

遊園地に友達と行きたい ドラえもん 11

せいせきでAが１７個とれますように ドラえもん好き好き星人 8

がっこうのせんせいになれますように。 どらけん 7

みんなと仲よくしたいです。 ドラゴン 9

あしがはやくなりますように。 どらごん 6

コロナがおわりますように。 ドラゴン160号 9

みんなが幸せでいられますように ドラゴン39
色んないいことがありますように ドラゴン777ファイヤー 10

そろばんでしけんをずっとごうかくできますように ドラゴンHRK 10

三毛猫のみーに会えるように ドラゴン高橋 58

戦争がなくなりますように とらし 9

お金持ちになって大きい家に住めますように。 トラファル・ガーロー 8

みんなが公平な世界 とらふぐ 9

アイスの国にいきたい どらみちゃん 3

とけいやさんになりたい どらみちゃん 5

どらやきをいっぱいたべれますように。 どらやき 6

計算が早くなりたい とり 7

ゲームが上手になりたい ＴＯＲＩ 11

背がのびますように とり 28

しょうらいが幸せでありますように。 鳥LOVE 11

ながれ星を見る トリッピー 12

MINAGA SHIAWASE トリハル 23

アイスいっぱいたべたい とわ 5

中学受験に成功しますように トワイライトエクスプレス 10

こばやし先生になりたい。 とわぴー 8

ずっと野球ができますように ドンキーコング 11

コロナがなくなりますように ドングリT 12

みんなが幸せでいられますように とんこつ 29

金運あがってくれー ドンちゃん 33

ダンスが上手になりますように 菜 11

視力回復 奈
楽しい生活ができますように な～プル 11

コロナをなくしてほしい なー 11

なつかしいみなと祭　又見れます様　たのしかった思い出が なぁちゃん 86



願い事 ニックネーム 年齢

クレープやさんになりたいです。 なーちゃん 7

パン屋さんになりたい なーちゃん 7

たたかいごっこでパパにかてますように なーちゃん 10

せんそうがなくてみんながしあわせでたのしくてえがおでくるしめられたり
だれかだけをしあわせにせずみんなをしあわせにしてにこにこえがおになることが
わたしのねがいです。

なーちゃん 10

すとぷりのライブにいけますように。 なーな 12

コロナがなくなりますように。 ナイスだま 10

戦争がなくなって世界が平和になってほしいです。 なう 11

niziuのライブに友達と一緒に行けますように なお 10

世界が平和になってほしい 尚 11

サッカーで全国優勝する なお 11

習い事を頑張る なお
コロナがおさまるように 直・男クン 5

はかせになれますように なおかつ 6

プールに行きたい なおき 8

ユーエスビーメモリーカードがほしい。 なおき 8

おおきくなれますように なおきくん 6

恋人ができますように なおきん 16

野球やサッカーが出来るようにしたい なおくん 4

彼女を大切にしてくれる人に出会えますように ナオコ 20

コロナがなくなりますように 直祐 9

サッカーがうまくなりますように なおちー 8

いっぱいたべておおきくなりますように・・・☆☆ なおちゃん 1

つりがうまくなって　タイをいっぱいつりたい なおと 6

やきゅうせんしゅになりたい なおなお 7

なにわ男子のLIVEにいきたい なおなお 12

大工さんになる なおはる 7

なおみちゃんにイケメンの恋人を！ なおみ 35

足がはやくなりたい　バスケがうまくなりたい　コロナがいなくなりますように 直柔 10

本当の事をはなせる気が合う友達がほしい 中 12

運気がよくなりますように なか 26

メザスタでスーパースターを100体ゲットできますように なが 7

将来の夢が叶いますように 願いかなって 11

けいたいがほしいです なかいさえ 6

テニスの元コーチが、かえってきてほしいです。 中尾彗撫 9

プロゲーマーになれますように なかお 11

たのしいことがありますように 長尾 10

いつかころながなくなりますように なかおかりず 7

みんながころなにならないでほしい 中沖楓 9

かいしゃがよくなりたい 中川 8

車のレースに出たい。 中川けんた 10

コロナがおわりますように 中川大すけ 8

とうきょうたわーととうきょうすかいつりーがみられますように。
おかねもちになりますように。

なかがわちはや 6

きゅうりょう なかくん
プロ野球選手になりたい ながしそうめん 11

おけしょうの新しいおけしょうがほしい。 長島叶碧 7

中学になっても友達でいたい 中田 11

ゲームでだいらんとうスマッシュブラザーズがほしい 長田 7

おかねもちになりますように。 ながとも　りつ 6

バスケットのせんしゅになれますように。 長友あき 8

たくさんのステーキを食べたい なかのたける 7

おべんきょうをたくさんしていいおとなになりたいです。 中はたせりな 7

家族にコロナがうつりませんように なかはまくん 6

せんそうがなくなりますように。 中村輝大 7

お願いがいっぱいてにはいりますように なかむらみかんまん
家内安全みんな元気に過ごす なかもと 68

はやくはしれるようになりたい 中もとけいた 6

わたしは、かぞくで、キャンプにいきたいです。 中山かえ 7

英検３級合格するぞー ナガレボシ 9



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがおわりますように。 ながれ星 8

推しとあこがれの人にあえますように。 ながれぼし☆ 12

けいさつになりたい なぎ 5

絵が上手になれますように なぎ 7

コロナがなくなりますように なぎ 9

全力で笑って楽しくみんなでバスケする なぎ 14

フットベースボールで優勝したい なぎー 12

おひめさまになりたいな なぎさ 2

おもちゃいっぱいかってほしい なぎさ 5

推しに会えますように 渚 12

キュアデリシャスになりたい♡おかずいっぱい食べるぞ！！ なぎさちゃん 3

彼氏のダイエットが成功しますように！！ なご 26

国家試験合格しますように なこりん 21

せかいがへいわになりますように なし 8

いっぱいねれるように なし 10

お金が欲しい。 無し 11

友達と旅行に行けますように 梨 11

平和でありますように なし
字がキレイになってしょどうで金しょうとれますように なしわまなみ 7

コロナウイルスがなくなりますように ナス 9

この世に、マスクがなくなりませんように なす次朗 12

ねこをかえますように なすび 8

しょうらいのゆめがかないますように なすび 8

サッカーが上手になりますように はりはりネズミ 9

かのじょがほしい なすゆう 19

コロナがおさまる 謎の覇者 11

みんなが元気でありますように なだれ 8

大人になったらかんごしさんになりたい なちにゃんにゃん 8

道田くんと仲良くなれますように なぢゃ 20

みんながしあわせにくらしますように。 ナツ 12

バレーの試合で勝ちたい なつ 8

五年生の漢字がおぼえられますように 夏 11

120才まで生きてえ なつ 11

野球でたくさん活やくできますように。 なつ 11

好きな人に気づいて欲しい なつ 21

私は今すぐ金持ちになりたいです なつー 9

たくさんの魚が食べれますように なっかー 10

戦争が、無くなりますように。 なっかー
コロナがはやくおさまりますように なつき 11

コロナが無くなりますように なつくん 8

つりが上手くなりたい なっしー 10

家族と友達と仲良く過ごせますように ナッシー 12

スマホがほしい。 ナッシーの頭 10

コロナが無くなりますように なっち 8

おいしいものがいっぱい食べれますよう なっち 9

かわいくなれますように なっちゃん 6

６ねんせいぜいいんなかよくなれましように なっちゃん 7

コロナや病気がなくなって友達とたくさんあそべますように なっちゃん 8

しんがたコロナウイルスがおわりますように。 なっちゃん 9

コロナがおさまって世界中がへいわになります。ように。 なっちゃん 9

保育士になりたいです なっちゃん 10

家族で旅行に行きたい。 なっちゃん 11

毎日健康でおだｙかに過ごします なっちゃん 23

小さいトイプードルがかえますように。☆ なっちゃんジュース 10

おおさかのおばちゃんとまりおにいきたい なっつ 6

日本が平和でありますように ナッツ 10

第一志望校に受かりますように！！ なっつ 12

コロナのひがいしゃがなくなりますように なっとう 10

大車りんをできるようになりたい。 なつな 9

もっと字が上手になれますように なっぴ 9

ひろしまのいとこに会えますように なつみ 9

４０階のマンションに住みたい なつめ 6



願い事 ニックネーム 年齢

尾道の発展を祈る ナツメダノブコ 77

はるちゃん、わんわん、うーたんに会えますように なな 1

野菜もたくさん食べれるようになりますように なな 2

お金もちになりますように なな 8

みんなが幸せでありますように なな 10

いまよりも速く走れますように。 なな 11

おのみちが平和でいられますように！ なな 11

家族が健康でいられますように。 なな 11

かぞくでディズニーランドにいく。 なな 11

怪我をせず過ごせますように なな 12

アーニャのぬいぐるみが欲しい ななか 7

誰よりも幸せになりたい。 ななか 11

一生友達と仲良く元気にいられますように 菜々花 12

にせつむりちゃんといっしょに　だいすきしてみたい ななかちゃん 4

将来お金持ちになれますように！！ ななこっち 13

すてきなことがおきますように ななし 19

宿題が一生なくなりますように 名なし一号 11

ゲームが一生できますように 名なし二号 12

世界どこへでも自由に行き来できますように 名無しのごん兵衛 不詳

推しが幸せになりますように。 ナナセスト 11

自然はかいがなくなりますように ななチキ 8

家族みんなが元気にすごせますように ななと 10

早くコロナがおさまってゆっくりおでかけができるようになりますように ななねこ 45

幸せでいられますように 七ノ瀬 11

コロナがおさまりますように。 ななピ 9

キュアプレシャスになりたいな ななほ 4

キュアプレシャスになりたいな♡ ななほ 4

キュアプレシャスになりたいな ななほ 4

有名人にあえますように ななまる 10

ポケモンマスターになりたい！ ななみ 6

テストで１００点が取れますように ななみ 9

けいたいほしい 七海 10

コロナがおさまって欲しい ななみ 10

かっているクワガタが長生きしますように ななみ 10

戦争がなく世界が平和になりますように ななみ 11

推しがもっと上に行けますように 七海 11

友達がいっぱいできますように ななみかん 9

あしがはやくなりたいです ななみちゃん 6

あたしはせんそうがなくなるようにねがいます ななみん 8

バレーが今より、もっと上手になれますように。 ななみん 10

服がたくさんほしい ななみん 11

テニス選手 七夜の願星 12

金もちになりたい。 なな音 7

推しに会えますように♡♡ なにハム 12

受験で合格できますように！ なの 14

ママの声が聞こえてきますように なのかちゃん ？

身長がのびますように なのし 10

人をえがおにしたいです なのなの 8

ぷれしゃすのぷりきゅあになりたいな なのは 3

東京に行ってみたいです！ なはな 10

自分ができることをすべてやれますように なべ 11

孫と温泉旅行 なべやん 31

ディズニーランドに行きたい なほ 3

コロナウィルスがなくなりますように なほ 7

かぞくとりょこうに行けますように なほ 8

２学っきせいせきがよくなりたい なみ 8

せいしゅんができますように　おとうとかいもうとができますように
かれしができますように

なみ 9

姉妹ゲンカをなくす。 なみ 10

家族がしあわせに 奈実子 32

ゲームじっきょうしゃになれますように ナミッキー 8

長生きできますように！ 波平 54



願い事 ニックネーム 年齢

推しに会いたい なめこ 12

果物がたくさんたべられますように なもみ 10

わたがしがいっぱいたべればすように なり♡ 6

蛮行が許されますように なり
不惑
の年

ユーチューバーになりたいです。 なりまさ 8

みんなの願いがかないますように。 なる 11

ずっと楽しくいられますように。 なる 12

友達とユーチューバーになってパン屋さんにもなりたい なる ？

はしるのがはやくなりますように なるくん 3

１６０センチ以上背が伸びますように なるごろう 11

星が見れますように なるじ 8

プリキュアのにんぎょうがほしいな なるみ 6

彼氏と長続きしますよーに！ なるみ 15

野球のしあいで勝つ 南国フルーツ 10

しゅくだいをがんばりたい に 7

宿題が無くなりますように、画家になれますように ニア 8

ほてるにいるおへやのおそうじやさんになる にいな 6

まいぜんにあいたい。 ニイポン 10

うまになりたい にく 4

やく肉やにいけますように 肉♡ 10

コロナがなくなって、旅行に行けますように。 にく 11

ドリブルがんばる にくにくまん 8

おいしいごはんがたべたい にくまん 9

せかいがチョコレートでいっぱいになりますように。 にくまんぽよよチョコ 8

将来、幸せになれますように。 きん肉パンダ 10

いもうとがほしいです。 にこ 8

お金がほしい レンコン２号 12

にこのだいすきなじいじがはやくげんきになりますように にこちゃん 4

犬をかいたいりょこうに行きたい にこちゃん 9

習字で五段をとれますように にこり 10

コロナがなくなってほしい にし 7

字がきれいになりますように にじ 8

コロナがなくなりますように にじ 11

プロ野球せんしゅ 西かわ 7

かねもちになりたいね にしはらしゅうま 7

学校の日と休みの日が逆になってほしい。 にしべるりん 11

コロナが無くなりますように にしもと 7

ミニオンパークに行きたい 西本 8

犯罪が無くなりますように 西元 12

沖縄に住みたい にしやまっくす 40

コロナがはやくおわりますように。 ニシユ―ロゴリラ 11

ハムスターが長生きしますように ニッキー　 11

コロナがなくなってみんなの笑顔を見たい ニック 12

お金持ちになりたい ニックネーム 9

どこでもドアがほしい ニックネーム 10

お金持ちになれますように ニックネーム 11

がんばって生きる ニックネーム 11

電気代がただになりますように ニックネーム 9

記憶力がよくなりますように ニックネーム 10

願いが叶って欲しい ニックネーム 11

びょうきになりませんように ニックネームだよ 9

せんそうがありませんように。 にっくん 8

プロ野球選手になりたい ニッシー 8

せんせいがまじめになってほしい。 にっしー 9

プリキュアにあいたい♡♡すくすくおおきくなりますように！！ にったあゆ・あん 4

コロナがなくなりますように。 にっ田いくと 7

戦争が無くなりますように 新田ゆら 8

家族や友達とずっとなかよくいられますように にっちゃん 9

バスケが上手になりたい ニッツー 12

けがをしませんように。 にっぽ 11

自分の目標が明確になりますように。 二虎 12



願い事 ニックネーム 年齢

らいねんのはっぴょうかいでかまくらどのの１３にんをじょうずにひきたい になちゃん 7

おかしをじょうずに作れるようになりたい にの 10

世界平和 二宮 12

APEXで、スパレジェとマスター取れますように 少年少女　日本の歴史 12

鉄パイプをちょうちょむすびにできるようになりたい。 日本人 12

家ぞくといっしょにりょこうに行けますように！ にゃっきー 8

コロナウイルスがはやくなくなりますように。 にゃむにゃ 8

ねこがかえますように にゃん 10

にゃんこだいせんそうのかせっとがほしいです にゃんこ 8

球速を100㎞にのせたい。 ニョロンEX 11

野球が上手になりますように。 ニョロン 11

世界平和 にらも 11

白いスイッチが当たりますように ニワトリ 10

コロナがなくなりますように。 人間 11

体そうせんしゅになる！ 人間かざくるま 9

みんながたのしくあそべますように にんじん 9

自衛隊看護師になれますように。 にんじん 11

サッカーがうまくなりますように。 人参様 10

レゴランドにいけますように にんといい ？

動物のぬいぐるみがもらえますように ぬいぐるみ 10

つばさをぼくにください 沼尾　一 31

イケメンの彼氏が欲しい 沼落ちした女
はやぶさが２０回とべるように 沼太郎 8

皆が健康に過ごせますように 塗壁 26

いれいすに会いたい 小学５年生のいれいすヲタク 10

かあびいのおにんぎょうがほしいです。 ねあちゃん 6

かっこいいおねえちゃんになりたい。 ねえね 8

コロナがなくなりますように 願い星 8

世界中の人々がしあわせになりますように。 願い星 11

全国のコロナウイルスがなくなりますように。 願い星☆☆☆ 8

中学校の英語の先生になりたい 願いよ届け 15

タイピングが早くなりたい ねがいをかなえて 11

ねこがきますように ねこ 5

ねこおぺっとにしたいな ねこ 5

コロナがなくなりますように。 ねこ 6

ドラえもんのぬいぐるみがほしい。 ねこ 7

ちびでびのほん ねこ 7

パパの仕事がんばれますように ねこ 8

いろんなところにあそびにいけますように ネコ 8

はやくコロナがなくなりますように。 ねこ 8

コロナがなくなりますように ねこ 9

早く猫がかえますように ねこ 9

スマホがもらえるように 猫 10

BTSにあえますように ねこ 10

中・高にいけますように ねこ 11

助け合える友達がほしい ネコ 11

運動神けいがよくなりたい ネコ 11

動物アレルギーをなくしてほしい。 猫 12

早く、フォトナが出来ますように。 ねこ 100

じがきれいになりますように ねこ123 6

平和な世界になりますように ネコ歩き 41

世界平和！！ ねこがスキ 11

世界のすてねこがすくわれますように。 ねこ大好男 10

将来の夢がかないますように ねこたん 11

アイドルになりたい ねこちゃん 6

絵が上手になりたい ねこちゃん 7

みんなが元気にすごせるようになってほしい ねこちゃん 8

きつねのお面がほしいです。 ねこまた 9

ねこになれますように ねこまる 8

近所にいる野良猫になついてほしい 猫丸 14

おはなやさんになりたい ねずこ 7

おかあさんとなかよくすごせますように ねずこ 7
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おひめさまになれますように。 ねずこ♡さえ 5

なわとびが１００かいとべますように。 ねずみ 7

絵がうまくなりたいです ねっこちゃん 10

みんなが幸せになりますように NENE 2

ゲームが上手になりますように。 ねね 8

お金持ちになりたい ねぼう 9

ピアニストになりたい ねみ 8

ねるくんとずっといっしょにいたい ねる大好き 11

動物に関係する仕事につきたい ねるねる 11

どのようなことがあってもあきらめずに前に進める人になれますように のＮ 11

病気せず毎日元気に登園出来ますように のあ 4

プリキュアの服がほしいな！ のあ 5

てぃんかーべるになりたい のあ 5

家族がしあわせで笑顔でありますよう！ のあ 10

イグアナ飼いたい ノアーと 18

たいやのしごとをして金もちになりたい。 のあっち 7

テニス選手になりたい のーさん 11

理科の先生になる ノーム 10

なんだかんだ楽しい人生になりますように　Withめぐ のかお 20

まだまだおともだちがいっぱいできますように。 のかぜちゃん 7

絵が上手になりたい のかちゃん 4

陸上の大会でゆう勝できますように。 野口咲羽 10

ウクライナとロシアの戦争が終わりますように ノジュギョン 11

もっと友達がたくさん増えますように。 ノゾ 12

世界が平和になってほしい のぞ 12

みんながけんこうでいられますように 希空 11

こくごをがんばります のぞむ 6

ばすけがうまくなりたい のぞむ 6

字がきれいになりたい 野田クリスタル 8

きょうりゅうはかせとか、ものしりになれますように。 野田け糸 7

瑞風の運転士さんになりたいな のだけんと 6

キャンプにいけますように のだっち 10

お姉ちゃんになりたいな のだほのか 3

頭がよくなりますように のっちゃん 8

ドラえもんがきますように のっぶー 8

１００ｍのタイムがあがりますように のの 9

コロナがなくなりますように。 ののあ 9

ほいくしになりたいな ののか 6

お花屋さんになりたいです。 ののか 9

おえかきがじょうずになりたいです。 ののちゃん 6

しょうらいの夢がかないますように ののは 10

ケータイがほしい のはぴー 8

らい年とうきょうへ行けますように ノビーパ 9

レゴスパイダーマンのフィグがほしいです のぶくん 10

やさしいひとになりたいね のぶながあゆむ 6

一週間前にａｕババになりました。長生きして楽しみましょう ノブババ 72

勉強ができるようになりたい のべっちー 12

ずっと元気でいられますように 野間 10

フォートナイトが強くなりたい のむヨーグルト 11

しょうらい、上手なかんごしさんになれますように。 野村　ゆうな 8

コロナや変異ウイルスがなくなりますように！ 法佳 12

思いやりであふれた世界になってほしい。 のりこ 11

毎日ハッピー のりじ 63

コロナがなくなって全国の人たちが平和になれますように。 のん 9

コロナが収まってBTSのらいぶにいけますように のん 9

家族一同が健康に楽しく暮らせますように のん 59

うんどうかいやはっぴょうかいができますように のんちゃん 3

コロナいなくなったらいろんなところにみんなで行きたいな のんちゃん 5

ドーナツ屋さんになりたい のんちゃん 5

お花屋さんになれますように のんちゃん 8

ずっとみんなと笑顔で楽しく、すごせますように。 のんちゃん 9

コロナがおさまってコロナにかかる人が少なくなりますように。 のんちゃん 10
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家族みんな仲よくくらせましょうに のんちゃん 11

コロナと戦争がなくなりますように のんちゃん 12

みんなが幸せになれますように。 のんのん 12

みんなが元気に過ごせますように！ のんぴ 5

金欠になりませんように のん太郎 11

ゆうえんちにぱぱといきたい は 6

ゆうえんちでぱぱとままといきたい。 は 6

自由になりたいです。 は・る・と・・・・・・・ 12

えがおがたくさん見られますように 藤の花 10

トーマスにのれますように はーくん 2

なにわ男子の大橋和也に会いたいです はーくん 4

コンプリートできますように はーくん 8

ブロックがほしい はーちー 3

いっぱい遊びに行きたい はーちゃん 2

おおきくなれますように はーちゃん 4

ようちえんでもっともっとたくさんあそべますように はーちゃん 4

ころながなくしてほしい はーちゃん 6

歌とダンスがもっと上手になりますように はーちゃん 10

いろんな人の夢をいっしょにおいかけたい はーちゃん 10

英けんじゅん２級が合格しますように！ はーちゃん 10

コロナがなくなりますように ハート 10

地球グミいっぱい食べたい はーと 9

せがたかくなりたい。 ♡ 11

せんしゃのラジコンがもらえますように バーニングゴジラ 8

リンゴちゃんとパン屋になれますように はーの 9

野球選手になりたい バームクーヘン 12

クララの心が元気になって、これからの人生、思いっきり楽しめますように。 ハイジ 51

長寿よりも健康第一 パイナップル 59

フォーエイト４８に会いたい。お願いします。 パイナップル 9

もういっかいばーべきゅーができますように パイナップル 11

フロをＤＩＹしたい パイル 34

おとなになったらせんせいになりたい。 パウ・パトロール 7

ゆうめいのユウチュウバーになれることです ハウエイ 10

コロナがなくなりますように ハウル 12

かねがほしい はうるんきち 10

ユーチューバーになりてー！！ ハオ・アオ 11

東京にいきたい。 はかいしん 9

コロナが無くなりますように　幽霊にあいたい はかい神 9

しんかんせんのうんてんしゅになりたい はかと 7

スイミングで合かくできますように ばかばか 9

バイクにのりたい バキ 12

おかねもちになりたい ハギーワギー 7

警察学校組に会いたい！！ 萩松　ひろ 12

サッカーがうまくなりたい はく 7

大人になったらしょうらいのゆめの図書館の店員さんになりたい ハクコウ 9

愛犬が元気に長生きしますように パクセロイになりたい男 26

けえきやさんになりたい。 はくと 6

いろんなさっかーのわざがうまくなりたい はくと 7

プろさっかーせんしゅになりたい はくと
戦争と災害がない世の中 ばけっこ 57

ユーチューバーで人気がでる。 ばけもん 10

家族がしあわせになりますように 箱崎くれあ 9

チワワをかいたい。 箱崎せりい 10

じゅうとびをがんばりたい。 はこざきひまり 8

勉強が出来ますように はさきしゅうま 8

フォーゲルパークに２回行きたい ハシビロコウ 8

お金がほしいです 始まった人 11

どうぶつえんへいきたいです はじめちゃん 7

にんじゃになりたい はしめっち 6

コロナがなくなりますように 橋本惺生 8

たん生日の日をしあわせにしてください はし本　けい太 9

カラフルピーチの推しに会えますように。 はしもとかんな 11
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はやくはしれるように はしる 10

またもどってきてほいなーハスキーけん→くりはら ハスキー（犬）（オオカミ） 9

カバになりたいな はすくわ 3

バスケット選手になりたい バスケット　オリバ 11

バスケで、広島県で1番になりたい。 バスケットマン 11

バスのうんてんをします バスちょん 8

じいちゃんと大きな魚、つりたい 長谷ともや 8

ユーチューバ―で人気になりますように。 長谷部　秋瑛 10

ジュラッシックワールドにいきたい。 はだ　とうあ 7

オリンピックのスケボーができますように はだしおり 7

黒人のさべつがなくなる はたせ 11

家族が幸せでありますように はたもっち 10

長所・欠点関係なくこの人がいうならと納得できる人にめぐり会えますように ハチ 46

お菓子沢山食べたい！ はち 3

犬になりたい パチ 1

戦争が無くなりますように 八岐大蛇 10

みんなとなかよくしたい はちこたろう 6

家族で仲良く暮らせますように 八杉一家
39歳
37歳
0歳

おおきくなりたい パチパラ 1

コロナウイルスがなくなりますように はちむら 11

コロナがおさまって欲しい はつき 8

おうきいおうちにすみたいです。 はづきち 8

かえりたい。いんてつグループにもどりたい。 ハック 38

プロゲーマーになりたいです。 はっくん 7

自分の将来の夢が叶いますように ばっさ～～ 11

学校が月よう日も休みにしてほしい。 はっしー 12

コロナが収束しますように。明るい未来になりますように はっしー 32

フォトナイトでアジア一位になれますように ハッシュ 11

せかいがへいわでありますように。ポケカがいっぱいかえますように はっち999 9

はやくおにいちゃんになりたい！ はっちゃん 3

かわいくてかっこいいまんがかになれますように はっちゃん 7

早くコロナがおさまるように はっちゃん 10

身長が高くなりたい はっちゃん 10

家族円満でいられますように はっちゃん 37

コロナがおさまりますように はっと 9

毎日痛い所もなく、健康に過ごせますように。 はっぴ 12

みんな笑顔で仲良く元気に暮らせますように はっぴーとてん 52

道の駅を制覇する はっるっえもん 9

ざんぎょ　たくさんする ハディ 22

カフェをひらきたい。 パティシエ 9

しょうぼうしになりたい はと 5

元気にすごしたい。 はと 9

じこにあいませんように はと 11

おともだちとオモチャ王国に行きたいな はな 5

またぷーるにはいれますよに。 はな 6

ずっとしあわせにいられますように はな 6

ケーキやさんになりたいです。 はな 7

幸せな日がつづきますように はな 9

ピアニストになれますように はな 9

コロナが終わりみんなが健康にすごせますように はな 10

コロナウイルスがなくなりますようにバレリーナになれますように はな 11

おともだちとばーべきゅーをできますように。 バナあゆ 6

健康で元気に過ごすことがでいますように。 花緒 11

ワンピースが続きますように バナオ 8

ピアノやけんばんがふけるようになりたいです。 花岡大地 8

コロナがなくなってほしい 花岡姫菜 9

APEXというゲームで4000ダメージいきますように。 はなかっぱ 11

友人の恋がうまくいきますように 花子 18

べんきょうをがんばりたい。 はなこちゃん 6

学校図書館の先生になる はなだ 23
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ロシアとウクライナの戦争が早く終わってだれもが幸せに暮らせますように はなたん 10

たくさんおしゃべりできるようになりたいな はなちゃん 1

すてきなプリンセスになりたいな はｎちゃん 3

お友達といっぱいあそびたいです はなちゃん 3

家族みんなで旅行に行けますように。 はなっち 10

小型犬を飼いたい。 バナナ 10

お金持ちになれますように バナナ 8

家族と一緒にディズニーランドにいきたい ばなな 10

すてきな恋人が現れますように ばなな 23

バナナがたくさん食べたい バナナアフロ 9

世界が平和になりますように バナナくん 8

コロナウイルスの薬ができますように。 バナナ君 10

これからも幸せに生活できますように バナナざる 9

コロナが無くなりますように ばななば 8

げんきなあかちゃんがうまれてきてくれますように はなねえ 4

水の出しっ放しにはきをつけます はなび 7

みんながしあわせにくらせますように はなぴい 8

ならいごとで10きゅうまで取りたい。 花ミズキ 10

事故が起こりませんように 花本幸美 12

くもんがやめれますように。 羽田　怜音 9

子どもたちが元気で過ごせますように はは
子どもの病気がなおりますように パパ 38

いっぱいあそべますように！ パパ 39

家族みんなが幸せでいられますように パパ 40

５０センチの鯛が釣れますように パパ 57

コロナがおさまりますように ハハハ 10

けんこうでいられますように ハハハ 9

この世界からコロナウイルスが消えますように。 パプリカしおり 12

健康第一 ハマ 47

ピアノが上手になりたい ハマー 11

ワンピースがてにはいりますように 濱岡琉生 11

神になりたい ハマスシ大好き 11

柔道で全国大会で全力でたたかう。 はまち 11

世界平和 はまち 11

陸上でオリンピックせん手になりますように。 はまちゃん 9

コロナが早くおさまりマスクなしでみんなの笑顔が
しっかり見られる日が来ますように～

はまちゃん 49

コロナが一日でも早くおさまるように 浜ちゃん 60

ハムスターがかえますように ハム 10

日本一になれますように はむさんど 26

新しい車が買えますように🚙 ハムスター大好き 32

たくさんの動物にふれあいたい ハムねる 11

社会見学がかくなりませんように ハムむ 9

大金持ちになって働かず健やかに生きる 林がんす 27

これからも笑顔ですごせますように♪ はやしファミリー
おばあちゃんのいえにいきたい。 はやた 5

マンガ家になりたい。 はやて 8

コロナがなくなりますように。 はやてゆずは 9

お腹いっぱいごはんが食べたい ハヤト 10

トリコになりたい はやと 4

せんとうきにのりたい はやと 4

コロナが無くなりますように はやと 7

すずがうまくできますように はやと 8

みんながしあわせになれますように。 はやと 8

お金持ちになりたい はやと 10

バスケット選手になれますように！ 隼飛 12

あしがはやくなりたいです。 はやはや 8

ぜんこくのしんかんせんにのれますように はやぶさ 9

コロナがなくなり平和な世界になりますように。 ハヤマッチ 9

せいかつがだんだんたかくなるから10万円もらいたいです バユ　スティアワン 32

お金がもらえますように はら 10

スイッチがほしい はら 10
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健康でありますように バラ ？

コロナがなくなりますように はらだ 3

楽しい人生をおくれますように バリアス 36

ゆうえすじぇいにいきたいです。 ハリーポッター 10

ウクライナとロシアの戦争がおわるように ハリーポッター 11

サッカーがうまくなりますように パリサンジルマン 9

三光汽船のフェリーに乗りたい はりねずみ 11

これからもずっと元気で楽しく過ごせますように はる 3

かにとさかなをあみでつかまえれますように はる 4

しょうぼうしさんにあって、ひをけすおてつだいをしたいな！！ はる 4

サッカーせんしゅになりたい はる 6

らじこんがほしい はる 6

なんでもできるようになりますように。 はる 8

りょこうがいっぱいいけますように はる 8

ハムスターが長生きしますように はる 8

勉強が出来ますようになりたい はる 8

コロナがおさまってほしい。 はる 8

お金持ちになれますように はる 8

ほしすくいがうまくできますように はる 8

プロ野球選手になりたい はる 10

し合でホームランをうつ。100万円がほしい。 はる 10

けがをしませんように はる 10

家族が毎日幸せな事や、笑顔でいられる事がたくさんありますように。 波瑠 10

コロナがおさまりますように はる 10

プロサッカー選手になって、お母さんに恩返しすること。 はる 11

自分の稼いだお金で好きなモノをかう ハル 12

野球関係の仕事がしたい はる 12

就職試験合格 はる 17

旅行に行きたい！ はる 37

そろばん上手になりたい はる
くだものたくさんたべたいな はるか 2

きゅうきゅうしゃのうんてんがしたい はるか 2

プリンセスになれますように はるか 5

いつでも元気な人になれますように。 陽香 9

すなかぶりせきでカープかんせんをしたい はるか 9

コロナがはやくしゅうそくしてほしい はるか 9

コロナや戦争がなくなりますように 晴香 10

これからも家族みんなが元気よくすごせますように。 晴花 10

フット（キックベースボール）が世界に伝わりますように。 はるか 12

世界での戦争がなくなりますように 葉瑠香 12

みんなとしあわせにくらせますように はるかぜ 9

早くコロナがおさまりますように☆ミ 遥風 17

ブロックがほしい はるき 3

けいさつかんになりたい はるき 6

げいむのかせっとがほしい はるき 6

げーせんにいきたいな はるき 6

ユーチューバーになりたい はるき 7

国語がうまくなりたい はるき 7

ゲームがいっぱいできますように はるき 8

はしりがはやくなりますように はるき 9

本をたくさん読めますように 春妃 10

ピアノや習い事がじょうずになりたいです はるき 11

だいだいだいすきなナシをいっぱいたべたいな はるくん 1

くだものをたくさんたべたいな はるくん 1

どうぶつえんにいきたいな はるくん 1

お友達と楽しく遊べますように はるくん 3

ヘラクレスオオカブトやネプチューンオオカブトとか虫のバトルが見たい はるくん 4

お菓子をたくさん食べたいです はるくん 4

ドクターイエローがみれますように♡ はるくん 4

おおきくなったら、おまわりさんになりたい。 はるくん 4

アイフォン14を買ってほしいです。 はるくん 9

国語をがんばってテストで100てんをとりたい はるご 10
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フィッシャーズに会いたい はるさめ 9

家族のみんなが元気で楽しく暮らせますように はるしょうママ
お金持ちになりたい。 はる大 8

友だちとずっと仲良くいられますように。 春武 11

いちごのふくがほしいな♡ はるたん 2

ぜんぶらあずになりたい はるたん 3

コロナがおさまりますように はるたん 7

コロナがなくなりますように。 はるたん！ 8

はしごしょうぼうしゃになりたい はるちゃん 4

ベルになりたい はるちゃん 4

世界中が平和で元気に過ごせる地球になりますように はるちゃん 8

ネコを飼えますように はるちゃん 10

犬ソラスズ　なかよくしてね 晴ちゃん 40

マスクのない生活に早く戻れますように♡ はるちゃん 42

テストで１００点とっておこずかいをもらう はるっち 8

どうぶつのおもちゃがたくさんもらえますように はると 4

あかちゃんがげんきにうまれますように はると 4

しいくいんさんになりたい はると 5

せんそうがはやくおわってほしいです はると 5

コロナがおさまりますように はると 6

おもちゃがいっぱいほしいです はると 7

すきなごはんがいっぱいたべられますように はる人 7

コロナがなくなってへいわになりますように 晴と 8

コロナがなくなりますように はると 8

コロナがなくなりますように はると 8

バスケットが上手になりたい はると 9

プロになる はると 9

まほうのランプがほしい はると 9

長が生きをしたい。 はると 9

ポケカがいっぱいほしい はると 9

世界が平和になりますように はると 9

ゲームのソフトがもっとほしい ハルト 10

平和でみんなが幸わせにくらせる世界 ハルト 11

スポーツせんしゅ 晴人 13

がんばって一級をとりたい はると
スイッチがうまくなりたいです。 ばるど 8

カービィの仲間キャラのリックをペットにしたい はるとくん 7

息子と一緒にツーリングにいけますように ハルトの父ちゃん 38

コロナがおさまって島中が笑顔になること。 ハルナ 11

ドクターイエローの運転手になりたい はる 3

まいくらはかせになれますように はるの 7

あめがふりますように はるの 7

かんごし（やくざいし）になりたい！ はるの 8

みんながけんこうでへいわにくらせますように はるの 9

戦争のない平和な世界になりますように。 遥乃 11

ディズニーランドに行けますように はるはる 8

ゲームプログラマーになる はるはる 11

みなとおはなしができますように はるひ 2

とびばこ上手にとべますように はるひ 4

元気いっぱい大きくなれますように はるぴー 1

サンタさんからあつまれどうぶつの森がとどきますように。 はるぴー 8

コロナがきえてマスク生活をやめたい。 ハルピー 10

ソフトのチームが強くなりますように はるひこ 7

ふるさと尾道でみんなの身体が楽になる事やりたいです はるぴん 62

ぐっすりすぐにねむれますように。絵がじょうずになりますように。 はるぼん 7

どんぶらざーといっしょにいちごがたべたい はるま 4

らじこんがもらえますように はるま 7

みんなえがおで はるま 9

こうずいやごううにならないように はるま 11

マスクをはずしてみんなの笑顔が見れますように はるま 12

うちゅうひこうしになれますように はるまー 8

サッカー選手になりたい はるまき 9
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算数がとく意になれますように はるまき 11

平和な世界になりますように はるまき 11

サッカー日本代表になれますように はるまきっきっきー 9

いちごが食べたい 春まで待てないあおい 2

みんなが毎日笑顔でいられますように　世界平和！！ はるりん 13

サッカー選手になれますように はるるん 10

お金持ちになれますように はるるん 10

サッカー選手になりたい はるるん 10

コロナウィルスがなくなってほしいです 晴 12

戦争のない世界が平和になりますように はろるな 33

アップルのPCが三台ほしい バロン
皆が明るくすごせますように パワー！！ 12

ずっと幸せでいられますように パワー兄貴 10

家族で楽しくすごせますように はん 10

コロナがなくなってほしい 半 11

1億円ほしい はん 11

ながいきできますように。 半田 8

平和な世界になりますように ハンコック
ずっとかぞくのみんなが元気ですように パンジー 8

野球でボールの早さを上げたい 阪神タイガース 11

スプラツーン3のカセットがほしい。 半田　空 9

しんだいぬたちがまたいきかえれますように。 はんだゆい 6

がんばってそろばんで一級をとりたいです はんて
しょうらいドラゴンフライズになれますように。 ばんどうりょうじ 8

みんなが助け合う世界になってほしい パンとくん 9

コロナがなくなりますように はんな 8

食べものの国に行きたい ハンバーガー 8

コロナがおわって、ねあげラッシュがおさまりますように ハンバーガー 9

コロナがはやくなくなりますように ハンバーグ 9

ハローズでおしごとしたい。 ハンバーグちゃん 7

アンパンマンみたいにみんなを守る強い男になる！ ぴ～ 1

地球温暖化が終わりますように ひー 10

おもちゃやさんになれますように ビーエックス 5

おおきくなれますように ひーくん 2

いっぱいわらってすごせますように ひーくん 2

沖縄に行きたい ひーくん 8

コロナがはやくなくなりますように 姫衣咲 11

ソフトでホームランやヒットを打つ。 ヒーサン 9

まいにちげんきにすごせますように ピーター 5

こものやさんになりたい。 ピーチ 8

せいきんにあえますように ぴーち 4

ぴあのをじょうずにひけますように。 ぴーち 6

家族みんな元気でいれますように ひいちゃん 4

うさぎになりたい ひいちゃん 5

プリキュアになりたいな ひいちゃん 5

家族が元気にすごせますように ひいちゃん 7

はやぶさにのってみたいな ひーちゃん 2

ミッフィーと一緒にぶどうをたべたい ひーちゃん 3

ゆうえんちへいってメリーゴーランドにのりたいな♡ ひーちゃん 4

ともだちとなかよくなれますように ひーちゃん 7

ちきゅうからごみがきえますように ひーちゃん 7

算数がとくいになりますように。 ひーちゃん 8

コロナがなくなりますように☆ ひーちゃん 8

警察学校に入りたいです ひーちゃん 10

クラスに入れますように ひーちゃん 10

クラスの仲のあまり仲良くない子と仲良くなりますように。 ひーちゃん 10

運動会うまくいけますように ひーちゃん 10

おしのグッズがゲットできますように ひーちゃん 10

せんそうがなくなりますように ひーちゃん 10

来年はお祭りがたくさんありますように。 ひーちゃん
つりびとになりたい ぴーちゃん 7

クラスがかわりますように！ ピーナッツ 10
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地球温暖化がとまりますように ぴーなっつ 9

ユーチューバーになる。 ピーナッツバター 11

ビーバーにあいたい ビーバー 9

ハネハネにあいたい ピーマン 11

修学旅行でUSJに行ってきょへながと遭遇したい ぴーまんぴーす 14

コロナが早くなくなりますように。 ヒールくん
かめんらいだーぎーふになりたい ひいろ 5

プールに行きたい ヒーロー 8

あしがはやくなりますように。 ヒーロー 7

いっぱいとべるようになりたい ヒーローバッタまーくん 5

子供たちが心身健やかになりますように ピオーネ 59

コロナが無くなりますように ひおり 7

家族が幸せになれますように ヒカ 11

英語をうまくなりたい ピカービィ 11

４年生になったら、みゆとなごみと同じクラスがいいです。 ひがきあずさ 8

ヒカキンさんにあいたい ひかきん 12

家族の長生き 東谷和航 10

大人になったらカフェやさんになりたいです ひかちゃん 7

げえむのぽけもんのかせっとがほしい。 ぴかちゃん 6

じてんしゃにのりたいな。 ぴかちゅ 7

コロナウイルスがなくなりますように。 ピカチュウ 9

頑張って転職成功させたい ピカチュウ
ぱんやさんになりたい ぴかちゅう 6

コロナがなくなりますように。 ぴかちゅう 6

おおきくなったら、けーきやさんに、なりたいです。 ぴかちゅう 7

ぱんやさんになりたい ぴかちゅう 7

あしがはやくなりたい。 ぴかちゅう 7

ピカチュウになりたい。 ピカチュウ 7

ころながおわりますように ぴかちゅう
お金がそらからふってほしい。andプロサッカーせん手 ピカチュウ（ポケモン） 11

そらをとべますように、ブドウをいっぱいたべれますように、ジャンプできますように。 ピカチュウみゆピカチュウ 5

ゲームのカセットがほしい ヒガッキー 9

笑顔あふれる一生を ぴかぴか 50

早く歩けますように！ ひかり 0

もういやなことがおこらないように。 ひかり 6

じょうずにピアノがひけるようになりたい。 ひかり 7

あまりざにあえますように ひかり 7

コロナが無くなりますように 光 8

ネコがかえれますように ひかり 9

本を１万冊欲しい ヒカリ 11

新しい財布がほしい ひかり 20

10月4日の誕生日に、しこしをします。しかしグループホームで止まります。
まだ、天国から応援家族します

輝 21

サッカー選手になれますように ひかりくん 7

しんかんせんにのりたい！！ ひかる 3

トラックにのりたい ひかる 4

船に乗りたい ひきこ 6

コロナがおわりますように。 樋口 10

絵が上手くなりますよーに ピクミン 11

毎日、元気で笑顔で過ごせますように ぴこ 1

ネコを飼えますように ピコ 10

さっかーせんしゅになりたい ひこうき 8

家族みんな健康でありますように ひさ 1

いつまでも元気でたのしい日々を送りたいです ヒサコ　セト 91

サッカーがうまくなりたい ひさと 12

家族友人職場地域の方々の健康と幸福 ひさぴょん 60

かんこくに行きたい ヒジキ 10

努力できるようになりたい！！ ヒジキくん 10

ぼくはもっと頭がよくなりたい。 飛翔 11

植物と動物から体に良い薬を作りたいなぁ 非ステロイド性抗炎症薬 12

けいけんをまなぶ。あとしょうきぼなビジネスしたい ビソ 29

修学旅行が楽しめますように ひだまり 11
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面白いユーチューバーになれますように。 ひっか 11

算数がたくさんできるようになりますように ビックスター 7

友だちとまだ仲良くなりたい。 ひっくん 9

ゆうちゅうばーになりたい ピッコロ 9

頭がよくなりますように ひつじさん 9

スマホを解禁してください。お小遣いをUPしてください ひったー 12

うたがうまくなれますように ひったん 7

北海道のウニいくら丼を満腹たべたい ぴっち 42

けんこうでいれますように。 ピッチひめ 10

らじこんがっかえますように ひっちゃん 6

ともだちとびようしがしたいです ひっちゃん 8

すききらいがなくなりますように。 ビットワールド 9

クロマグロつりたい ピッピ 6

今年は有馬記念勝てますように！ 秀 25

あけのほしにうかりますように BTSすき！！！ 11

BTSに会えますように BTSすき！！！ 11

ＢＴＳの新曲が早く出ますように ＢＴＳを信じている 12

宿題が早く終わらせるようになりますように 秀川創大 10

介護福祉士の試験に合格しますように ひでさん 53

たいがつれますように！ ひでちゃん 52

せかいのせんそうがとめられますように ヒト 8

みんなのねがいが、かないますように 人 11

幸せでありますようにたくさんいきれますように神さまにまもってほしい 人 11

修学旅行二泊三日になるように。 人 11

クラゲ泳いでる時ちかよるな。 人 12

世界平和！！疫病退散！！お金がほしい！！ 人 12

海大君が電気で笑顔で過ごせますように ヒトちゃん 30

みんなの笑顔が見たい ひとみ 49

元気に大きくなりたい ひな 1

ショベルカーにのりたいな ひな 3

きれいなひとになりたい ひな 5

あいどるになりたい ひな 5

コロナがなくなりますように ひな 5

しょうがっこうでかけざんができるようになりたい ひな 7

ピアノの先生になりたいな 日な 7

コロナがしゅうそくしてみんなと楽しく過ごせる日がもどってきますように ひな 8

コロナがんくなりますように。 ひな 8

びょうきにかかりませんように ひな 8

お金持ちになりたい ひな 9

テストで良い点数がとれますように ひな 9

コロナがなくなりますように☆ ひな 10

世界が平和になりますように ひな 11

海外旅行したい ひな 12

健康に過ごせますように ひな 12

オーストラリアに行きたい！ ひなこんぶ 10

いっぱいおしゃべりがしたい ひなた 2

たくさんのブーブーが見れますように。 ひなた 2

たくさんのお友達と仲良くいっぱいあそびたい ひなた 3

ユニコーンにのりたいな ひなた 4

すぷらとぅんがほしい ひなた 6

コロナがおさまりますように ひなた 6

けんとくんといっしょにおかいものいきたい ひなた 7

おかねがほしいです ひなた 7

サボに、あえますように。 ひなた 7

べんきょうをならいたいです。 ひなた 7

コロナが早くなくなりますように ひなた 8

せんそうがなくなりますように ひなた 8

コロナがおさまりますように ひなた 8

コロナがなくなりますように ひなた 8

くわがたをいつかつかまれますように ひなた
マリオに会いたいな ひなちゃん 2

4年のみんなにこえがでますように、 ひなちゃん 9
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バスケが上手くなりますように。 ひなっち 9

げんきでおおきくなりますように ひなの 0

なわとびじょうずになりたいな ひなの 5

かわいいプリンセスになりたいな♡ ひなの 5

フリスビーがせいこうしますように ひなの 5

さかあがりできますように ひなの 5

サッカーの試合で点を取りたい！ ひなの 9

コロナがなくなりますように ひなの 11

コロナが消えますように ひなの 12

字がきれいになりたい ひなまつり 8

大人になって大きな家をたてたいです。 ひなやん ？

人のためになる仕事ができる大人になりたい。 ひなよ 9

コロナがおさまりますようになくなるようにもうすこしカメをかえますように。 ピノ 9

修学りょこうにいけますように。 ピノ 12

みんなでみろくのさとにいきたい ぴのきお 6

ユーチューバーになりたい ひび 8

このさきずっとみんながげんきでいられますように ひび 10

いじめが無くなりますように。 響鬼樂 11

れんぞくさかあがりをしたい。 ビビアン 7

おいｄんヴぁ；おい ひびき 1

家族全員しあわせでありますように ひひくん 48

家族と友達といつもいっしょにいたいです。 ひびこ 10

サッカー選手になりたい ひびと 5

スマホかもらえますように！ ひま 9

フットで優勝したい ひま 12

ご飯をいっぱい食べたい ひまちゃん 3

ねずことぴりきあになれますように ひまちゃん 5

みんながげんきにすごせますように ひまちゃん 6

ちがうクラスになっても、ともだちができますように。 ヒマリ 9

かぞくが元気でいられますように ひまり 3

あしがはやくなりたい ひまり 6

べんきょうをがんばりたい ひまり 7

バスケが上手くなりますように。 ひまり 7

自分でお店(カフェ)を開けますように。 日麻莉 10

あーにゃになりたい ひまりんこ 6

びようしになりたい。 ひまわり 6

イラストレーターになりたい！！ ひまわり 9

お金が簡単に稼げますように ひまわり 10

コロナが少しでも終わる道に入りますように ひまわり 11

元気で過ごせますように ひみつのアッコちゃん 58

アイドルになりたい ひめ 4

岡山のおじいちゃんちに行きたい ひめか 9

いつか友達といっしょにディズニーランドに行きたいです 姫花 9

りーさと歌手になれますように ひめか 10

推しに会えますよう。 ひめぞら 11

モルモットをかいたい ひめの 7

東京に行きたい！！ ひよ 11

みんながたくさん笑顔になれますように ひよこ 12

かっているチョコ（犬）が長生しますように。 ひよちゃん 9

SDGｓがより効果的に実現できる事を願い明るい未来が子供達に訪れますように ぴよぴよ 36

いつもげんきで、コロナがなくなりますように ぴよよ 7

ともだちとたくさん遊びたい ひより 4

バレリーナになりたい ひより 4

海で泳ぎたいから魚になりたい ひより 4

家族やともだちとこれからもなかよく、くらせますように ひより 8

絵がうまくなりたい。 ひより 11

しゅう字の先生になれますように。 ひよりちゃん 7

野球でいいせいせきをおさめられますように。 人生が３秒で終わる男 11

野球いろいろなところからスカウトがありますように ひら 11

野球がもっと上手になりたい ひら 12

楽しくくらせますように。 平井恒俊 10

いいことができますように ひらお 11
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うさぎになりたい ひらかわみあ 5

ウクライナとロシアの戦争がおわるように ひらく 8

おおがねもちになりたいです。 ひらくん 7

テストの点と勉強の成績がよくなりたいです 平下 13

コロナがはやくなくなりますように。 ひらせあらた 6

えいけん３きゅうがうかりますように。 ひらせさら 9

なにもトラブルがない世界になってほしい。 平田琥雅 10

ダンスが上手になりたい 平田結葵 10

おとうさんのこしがなおりますように。 ひら田りょう 8

ダンスがうまくなりたいです 平田るいき 8

友達とたくさん遊べますように！ 平っち 11

バスケがもっと上手になりたい。 平林桃歌 12

戦争のない平和な地球になりますように！ 平も

魔女
ですか

ら
600

みんながしあわせになってコロナもなくなりますように。 平山はる人 8

コロナが無くなりますように ヒラリン 11

コロナを退治することができる薬ができますように ピルクル 11

子供達が元気で育ちますように ヒロ 30

世界が平和になりますように ヒロ 34

世界平和 ヒロ 35

カーカーになれますように ひろ 2

プロドラマーになりたい ヒロ 34

家族の健康 ヒロ
コロナがなくなりますように ぴろ 8

何かと有名になれますように。 ヒロアカファン 11

おいしゃさんになれるように。 ひろあき 7

きれいな水を使って欲しい ひろあき 7

生ぶつかんさつのおににあえますように 廣川 9

家内安全 ヒロキチ 46

幸せいっぱいの家族でずっとずっといられますように ひろこさん 52

未来の自然がきれいでありますように ひろさ 7

かいぞくせんになる ひろと 4

せが　おっきくなりますように。 ひろと 4

コロナが無くなりますように ひろと 7

森下選手みたいになりたい ひろと 7

アイスやさんになりたい ひろと 8

ダイヤモンドがてにはいりますように。 びろど 8

元気に過ごせますように。 ヒロトくん 5

きょうりゅうみたいにかっこよくなりたい ひろぴー 3

むずかしいかん字を書けるようになりたいです。 ひろひろ 7

歯が早く治りますように ひろひろ 49

コロナ終息！家族でディズニーいきたいな ひろみ 40

健康が保たれますように ひろみ 63

お金がもらえますように。 広弥 7

やせられますように ヒロ坊 26

父さん母さんも入れてみんなでゆっくり旅行したい ピンク ？

みんな笑顔で毎日すごせますように ピンク ？

1つでも多く試合に勝てますように ぴんぐー 53

元気にすごせますように。 ビンクスの水 11

おのみちの給料が高くなりたい ファイス　ミフタクル　ヒダヤ 27

現在、急激な円安で家賃を少しでも安くしたいのですが、 ファム　ヴァン　ユイン 35

宝くじが２億以上あたりますように ふぁるこ 53

みんなさんに「いつもがんばって」と伝えたいです。
お世話になってありがとうございます。

ファン　アイン　クイン 29

今は円安ですから家賃を下げたいです ファン　ヴァン　トー 29

グラインダーをやりたい ファン　タイン　ロン
しごとになれてきたの、ざんぎょうしたい ブイ　アイン　ミン 20

フィギュアショップを作って欲しい フィギュア 11

地球温暖化やさいがいがなくなりますように フィッシングイータ 9

元気に動けるパワーが得られますように フィンくん



願い事 ニックネーム 年齢

ちきゅうじょうのひとがげんきでいられますように。 ふう 7

24時間テレビとゲームをしていられますように。 ふう 10

家族みんなと一緒にいれますように ふう 10

かしこくなること ふー 7

何事もいつもうまくいきますように ふー 11

ケガをせずにたのしくあそべますように！ ぷう 2

おもちゃが１００個ほしい ぷーいち 5

ひこうきにのりたいな ふうか 5

はいしゃさんになりたいな♡ ふうか 5

おともだちとなかよしになりたい ふうか 6

せかいにぽけもんがきますように ふうか 8

コロナがなくなりますように ふうが 10

ダンスのせんせいになりたいな ふうこ 6

しょうらいのゆめがかないますように 風呼 8

今年の1月に誕生した初孫、ゆうき君。
そして世界中の子供たちが幸せに暮らせる未来になりますように。

ふぅさん 49

アンパンマンにあえますように ふうた 1

こども園でお友達がたくさんできますように ふうた 1

アンパンマンにあえますように ふうた 1

コロナウイルスも戦争もなくなってみんなが笑いあえますように ふうた 11

宝くじがあたりますように ぷーたろー 50

とびばこをとべるようになりたい ふうちゃん 4

ハムスターがかえますように ふうちゃん 7

本をいっぱい買ってもらえますように。 ふうちゃん 10

友達とずっと仲良しでいられますように ふうちゃん 11

早くコロナが終息して、安心して生活できますように…沖縄に行きたいな～！！ ふーちゃん 3

ディズニーランドにいきたいです フーちゃん 7

料理が上手になりますように ふーちゃん 9

コロナがなくなりますように ふーちゃん 10

住吉花火がみれますように！ ふーちゃん 55

みんなが幸せになりますように ふーちゃん 70

幸せがつづきますように ぷーちゃん 11

早くコロナがおさまりますように。 ふーちん 7

コロナのない世界 プーチン 31

世界平和 ぷーちん 60

たくさんともだちができますように ふうと 6

コロナで制限のない生活をおくらせてあげたい ふうと。ゆいと 2

お金が欲しい 楓奈 10

ＳＥＶＥＮ　ＴＥＥＮのライブ当選しますように
ぶーペン、ミンギョペン、

ジョシュアペン

今年もサンタさんのプレゼントが僕の家にとどくといいです フェニックス 7

妹が欲しいです。フォーエイトに会いたい。 フォーエイト 8

幸せな人になれますように 48 8

コロナがなくなり平わになってほしい フォートナイト 9

ユーチューバーになって多金持ちになる フォートナイト 10

スイッチがうまくなりたいです。 フォトナイト 9

あたまがよくなりたい ふかがわにこ 7

頭がよくなりますように☆全国の犬にふれたい☆ ふかふか 11

えいごがもっとうまくなりますように。 ふき 8

かみになりたい ふく 7

みんながしあせになりますように ふくいだいふく 6

自分ようのパソコンがほしい。 ふくし 10

りょこうにいっぱいいきたい ぷくじ 8

将来有望になれますように ぷくじ 11

ディズニーランドにいきたい ふくちゃん 4

かぞくでディズニーランドに行きたいです。 ふくちゃん 4

早くコロナが終わって海外旅行に行けますように・・・ ぷくぷく
戦争が無くなりますように 福本 11

幸せに笑って過ごせますように！お金持ちになりたい 福本 26

コロナが終わってりょこうに行けますように。 福本唯心 10

家のお金がふえますように。 フジー 9

世界がへいわになりますように。 藤井　佳祐 8



願い事 ニックネーム 年齢

ちょうさへいだんになりたい。 ふじい　ときや 6

柔道で黒帯２段が取れますように ふじいさ 9

元気に暮らせますように ふじいゆりあ 7

全国がよりゆたかでありますように ふじいりゅうご 10

コロナがはやくなくなりますように。 藤岡美羽 10

プールが上手になりたい ふじさわ 6

ねずみを１００ぴきねこがいます。 ふじさん 8

友達と遊ぶ時間がふえてほしい 藤さん 9

コロナがなくなりますように。 ふじ山 ？

コロナがおちつきますように。 藤田爽雅 11

かん護師になれますように。 藤田悠雅 11

わんぴーすのぐっつほしいです。 ふじはる 7

カープの坂倉選手が来季捕手でたくさん試合に出られますように ふじみ 28

早くコロナがおさまりますように 藤村あやな 36

友だちがたくさんできますように 藤村さき 6

オオクワガタが長生きしますように 藤本愛膳 11

お金持ちになりたい 藤原道長 11

みんなとなかよくあそびたい ぶたさん 9

プリキュアのおもちゃが欲しい ふたちゃん 3

音楽発表会が成功しますように ブタのザンギ 11

あたらしくでるポケモンがほしいです ふたば 11

娘２人が元気に育ちますように ２人娘の父 31

パパの会社をつぐ ふっく 8

げんきいっぱい　おおきくなりますように ふっくん 2

３人家族。USJに行きたいです♪ ふっこ 43

みんあんがしあわせにくらせますように プッチくん 7

犬がながいきするように ぷっちゃん 7

お金持ちになりたい フッピー 9

戦争のない、平和な世界になりますように ふでばこから生まれたかえる 10

コロナがおさまりますように ぶどう 8

世界中の食べ物が食べれますように ぶどう 8

画家になれますように ぶどう 8

これからも不幸のない人生を送りたいです ぶどう 10

コロナがなくなりますように。 ぶとうくん 7

おばあちゃんが骨を折らないように 太晴田山 8

りょ行にたくさん行きたい。 ふなっしー 9

犬をかいたい ふなっしー 9

100おく円もらえますように ふなっしー２号 9

コロナがなくなりますように 船 8

コロナがしゅうそくし、みんな楽しくくらせる世の中になりますように ふぶき 10

ミュウのぬいぐるみがほしい ふみ 8

うるとらまんになれますように ふみ
二年せいのかんけんがごうかくしていますように ふみちゃん 7

科学者になれますように ふみちゃん 7

コロナがおさまりますように ふみちゃん 7

元気で長生きできますように ふみちゃん 91

病気にかかりませんように ふみっち 11

ながれがはやいのでし人が出ないでほしい ふもとりん人 9

ふゆにゃんになりたい ふゆにゃん
8さいようのナーフがもらえますように ブラック 8

医学部合格して病気の人たちを救いたい ブラックジャック 18

休みたい ブラック企業 30

会社がはってんするように ブラッドドラゴン 58

プロバスケットせんしゅになることです。 ブラットマーケット 9

マスクをはずせますように フリースケート富岡佑樹 11

いつも元気でいられますように フリスクくん 8

ずっと元気でいられますように ぶりょう 11

早くコロナが終わりますように プリン 9

水をもうちょっとほしい プリン 10

コロナがなくなって、みんな幸せになりますように。 プリン 11

エキスパンションスパスのゲームを早く始められますように。 ぷりん 11

びようしになりたいです。 プリンセス 7
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なわとびがじょうずになりたい。 プリンちゃん 7

きっくぼうどをじょうずになりますように ぷりんちゃん 6

レゴのシリーズをあつめる ブルー 8

ラグビー選手になれますように ブルース 10

東京にいってみたい ブルーハワイのかき氷 11

東京大学に入学できますように ブルーヒット 9

世界が平和でありますように フレイム 39

おおきくなったらユーチューバーになりたいです プレゼント ？

世界的有名なプロ野球選手になる。 プロ目指す男 12

ろふまおに会えますように 不破狂兼晴れ女 11

グミのアイデア考える会社に入りたい ふわじろう 11

日本からコロナがなくなり、平和になりますように。 ふわふわ 10

平和 ブンチク 12

かいしゃをたてたい ぺ 8

家族と旅行に行きたい。 ベア 10

妹がえらいこになりますように ぺいちゃん 7

コロナ治まって遠出がしたい。 兵の華 11

ちょうちょうちょうちょうちょうちょうお金持ちになりたいです。 ベイビードラマン 10

ちきゅうおんだんかがこれいじょうすすみませんように へいわ 6

世界が平和になりますように 平和くん 11

ウクライナに平和をもたらす 平和主義 12

ロシアとウクライナの戦争が早く終わりますように 平和主義者 12

病気になりませんように。 ベーコン 12

コロナがおさまってみんなと気がねなく会えるようになりますように ぺこ 32

ぷろやきゅうせんしゅになりたいです。 べじいたあ 6

すうぱあまりをめえかあ２がほしい べじっと 6

みんながしあわせになってコロナがなくなる。 ペチペチペンギン 11

はるちゃんと一番なかよくなりたい。 ぺちゃんこ 8

へいわになりますように ヘニャ 8

せんそうが終わりますように。 へびじま 9

みんなが元気に楽しく過ごせますように ヘムヘム 62

かめだらいん へらくれす
じぶんのちいさいこうじょうをもちたい ヘル 33

ウクライナとロシアの戦争が終わりますように。 ベル 11

戦争がなくなりますように‼︎ ベルさん 11

お金がいっぱいほしい ヘルメッポ 12

べんきょうがなくなってほしい べんきょうぎらい 10

およげるようになれますように。 ペンギン 9

ミニオンにあいたい ぺんぎん 6

飼育員になる ペンギン大好き 10

サッカーで全国優勝 ペンペン 10

ペンギンにあいたい。 ペンペンさくら 8

いいお嫁さんになれますように ぽ 18

絵が上手になりますように ぼくちゃん 10

夜店や夏祭りイベントが、来年こそはありますように。 ボア・ハンコック 11

きゅうりょうあげたい ホァン　ヴァン　トゥン 36

ざんぎょうしたいです ホァン　ヴァン　トゥン 36

あかまるしゅっきんしたい ホァン　ヴァン　トゥン 36

世界が平和になってほしい ポイフルン 10

世界が平和になりますように。 ぼうそうきかんしゃ 11

さいきょうになりたい ホエルオ
コロナがなくなるように ホオジロザメ 8

プロサッカー選手になりたい ぽーすけ 11

からてのせんせいになれますように。 ほーちゃん 7

みんなけんこうにすごせますように ほーば 57

車のせいびしになりたいです ボクシ人 11

世界がへいわになりますように ぼくと 7

宝くじで１等当てて、金持ちになりたい ぼくのターン・115 12

総理大臣になりたい ぼくもんすたー 12

ポケモンカードでレアカードもらえますように ポケカ ？

ゆうちゅうばーとでんきやさんになりたいです。 ポケモン 6

ペットを飼いたい ポケモンマスター 12
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せんそうがはやくおわりますように ぽけもんめざすた 5

玉森裕太と結婚できますように ぽけもんめざすた 21

推しのグッツを買いたい ぽこ 12

仮面ライダーになりたい ぽこた 3

料理上手になりたい ぽこぽこ 45

うんがよくなりたい。 ほし 7

ナイト・ドクターになれますように。 星 9

足が速くなりますように 星 9

世界が平和になりますように 星 9

世界が、平和のままでいますように。 星 10

友達と仲良く過ごせますように 星 10

異世界に転生したいです！ 星 11

正座がたくさんみれますように 星　光 9

東大に行けますように あお☆ 12

べんきょうがうまくなりますように。 星くん 10

みんなが幸せでありますように 星空 8

しあわせになれますように ほしだまなか 15

ままとパパといもうととわたしとみんながいきできますように ほしちゃん 7

戦争が早く終わって、平和がおとずれますように！！ 星ちゃん 10

ポケモンアルセウスを買ってもらえますように。 ボスゴドラ 7

オンラインのゲームでかちたい ほだちゃん 9

プロ野球選手になりたい ほたて 8

推しのグッツを買いたい ぽちこ 12

病気になりませんように。 ポッキー 11

コロナがおさまっていろんなところに行けますように ほっくん 8

出会いにめぐまれますように ほっけ 13

家族が元気で暮らせる事ができますように ホッシー 70

おおきくなったらけいさつになりたい。 ぽっちゃま 6

ありのままのシールが貰えますように ほっちゃん 3

脱温暖化 ホット 35

しょうらいのゆめがかないますように ポット 9

とししたにやさしくしたい ほっ田 9

お金持ちになりますように。 ポテト 11

みんなの願い事がかないますように ポテトおじさん 10

ピアニストになれますように。 ポテトくん 9

スプラトゥーン３で３０キルとウデマエXレベル１９９まで上げる ぼとり 11

算数が得意になれますように ほなちゃん 8

回りの人が健康で一緒に仲良く暮らせますように ほなつ 21

第７波が早く収まりますように ほなみ 10

なにわ男子の全部のざっしがほしいテニス選手になりたい！ ぽにょ 10

コロナがおさまってほしい ポニョミ 12

ともだちとなかよくあそべますように。 ほねた
コロナがおさまりますように ほの 9

バスケの片手シュートがたくさん入るようになりますように ほの 12

ぽけもんのおもちゃがほしいな ほのか 5

れごがほしいな ほのか 5

おおきいいぬのおにんぎょうがもらえますように ほのか 6

赤ちゃんのお世話が出来ますように ほのか 6

おかしやさんになりたい ほのか 7

キャンピングカーが、ほしい。 ほのか 8

カフェ屋さんになってみたい！ 穂乃香 9

家族が毎日健康に過ごせますように。 ほのか 12

元気でみんなで笑って大きくなりますように　 ほのちゃん 2

ケーキやさんになりたい。 ほのちゃん 4

ペットショップやさんになれますように ほのちゃん 6

アイドルになりたいです ほのちゃん ？

一生幸せでいきたいなー ほのにゃん 21

きてぃちゃんのぬいぐるみがほしい ほのん 6

新型コロナウイルスがなくなりますように。 ポピー！！ 10

１０００万円が欲しい ポメオ 35

ぱぱいつもまもってくれてありがとう ほりかわあて 6

スイッチがもどってくるように。 ポルコ３１ 11
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自由に走り回りたい ぽると 1

メザスタのポケモンをコンプリートしたいです。 ホワイトキュレム 9

建築士になれますように。 ホワイトタイガー 10

元気にすごせますように ぼん 11

尾道で働きたい ぽん 28

大金持ちになりたい ぽんこつラーメン 9

せかいのひとたちがげんきでけんこう。 ほんちゃん 7

せかいでいちばんうまいさっかーせんしゅになりたい ほんむら 6

ゆーちゅーぶの人になりたい ま 8

せんそうがなくなるように。 マ 9

静かに暮らしたい ま 40

おかあさんといつでもいれますように りな丸 10

はやくおおきくなりたいです。 まー 1

おいしいりょうりがつくれますように まー 6

まいにちケンカがなくなりますように まー 8

ねこがかえますように まー 9

コロナがなくなりますように まー 9

イケメンに出会えますように まー 13

彼氏と結婚できますように まー 26

ユーチューバーになりたい まあー
１００歳になっても生きれますように マーカー 8

みんなが思いっきりスポーツできますように！ マーカとユーリタースケのパパ 43

プログラマーになる まあくん 8

パトカーがほしいな まーくん 4

野球で結果をだしたい まーくん 11

夫婦共に認知症になりませんように まーくん 63

ウクライナとロシアの戦いが早くおさまりますように まーくん 65

子供達が元気で暮らせますように マーチ 71

スケボーに乗れますように マーチ 11

家族みんなで健康でいたいです まぁちゃん 82

家ぞくにしあわせがおとずれますように まあちゃん 8

プリキュアになりたいです まーちゃん 4

アリエルになりたい まーちゃん 4

どうぶつえんにいけますように まーちゃん 6

おおじさまになりたい まーちゃん 8

山崎さんの足の手術が無事に成功して元気になりますように まーちゃん 49

来年こそ住吉花火が開催されますように まーちゃん 55

カープ優勝ついでにサンフレッチェも マーニュス・ポンペイウス 38

コロナが少なくなっていとこに会えますように まい 8

１０月にあるピアノの９きゅうのしけんにうかりますように まい 8

星が触れますように まいあ 7

お金がたくさんもらえますように 舞愛 12

素敵な事が起こりますように頑張るぞ まいか 21

タイヤがパンクしませんように マイカー 25

まりお まいきー 6

せんそうのないへいわなせかいになってほしい マイキー 8

まりおー まいきー
お母さんの頭いたいをなおしてほしい。 マイキーすきです。 8

ゆうちゅうばあになりたい。 まいくら 6

マスクをとって生活ができますように マイクラ 8

コロナが無くなりますように マイクラ 10

ピアノが上手になりたい まいくらしたい 6

ゲームのダウンロードのフォオトナイトがほしい マイケス＆シュレックwww 8

プロサッカー選手になりたい マイケル 10

舞妓さんになりたい まいこ 6

コロナがおさまって幸せになれますように まいこ 11

夫がしっかりしますように まいこ 34

やせたい まいこ 36

娘婿がしっかりしますように まいこパパ
フォートナイトがうまくなりたい マイダス 7

ダースベイダーになりたい！まほうがサイコー！！ マイッキ― 5

みんなが元気にあそぶこと まいっきー 2



願い事 ニックネーム 年齢

うみがめをぺっとにしたい。 マイッキー 7

ソフトでスーパープレイをだしたいです。 マイッキー 8

あたまのいい人になりたいです。 マイッキー 8

けいさつかんになりたいです マイナちゃん 8

友だちと仲よくできますように！！！！！！！！！！！！！！ マイネーム 9

お兄ちゃんが優しくなってくれますように まいまい 8

たくさん勉強して管理栄養士になりたい まいまい 10

一反もめんにのって、日本全国を旅したいです。 まいまい 11

コロナがおさまりますように まいまい 11

みんなの願いがかないますように まいまい 11

大きな家で犬２匹 まいまい
いい人がいればいいなあ・・・楽しく過ごせますように まいまい
石原さとみになれますように。田中圭と結婚したいです マイメロ 20

みんながハッピーに過ごせますよーに♡ マイメロ 17

おかねもちになりたい。 まえ　はると 6

あそびにまた行きたいです まえかくゆい 7

天才になれますように まえだ 11

たくさん旅行に行けますように まえちゃん 31

しょうらいの夢がかないますように 前原悠人 10

プロバスケット選手になりたい まえひゅう 10

せんそうがなくなりますように まお 6

コロナがなくなりますように まお 6

Lil　かんさいに　たくさんの幸せが訪れますように！！ まお 19

すてきな恋ができますように！ まおう 18

コロナがおさまりますように まおり 7

金ねもちになれますように まおりぴ
おだやかに過ごせますように まかぜ 55

将来ネイルリストさんになってお金持ちになったら、
ホームレスの方々を助けられますように

まかちゃん 11

ころながいなくなりますように まかな
げんきになりますように まかない 5

コロナがおさまりますように。 まかろに 12

コロナがおさまりますように まかろん 9

コロナがなくなりますように まかろん 9

コロナがなくなりますように まかろん 9

コロナがなくなりますように まかろん 9

すとぷりのライブに友達と行けますように マカロン 11

くりすますぷれぜんとがスプラ３になるように まき 9

色んなん人にやさしくできるよう人になりたいです。 まき 10

カープはなりますように 牧岡孝典
野球のし合で1勝できますように。 マキケン 9

大器晩成 まきこ 45

こうずいがおきませんように まきてかい 5

かんじをがんばりたい まきのかいと ？

たのしいことがありますように まきのさら 10

建築士になりたいです。 槇野萌杏 10

おいしいパフェをたべたい まきはらのわ 6

でんしゃのうんてんしゅになりたい。 まきひらはんり 5

なんかほしいです まきりょうたろう 10

かん国に行けますように まぐろ 11

これからも楽しく元気に旅ができますように まこ 37

ふねがほしい。 まこかなし 9

家族全員がけんこうでありますように 真心 9

コロナがなくなりますように まこちゃん 9

パンやさんになりたい まこちゃん 10

ゼロワンになりたい！！ まこちん 4

ふねをつくるひとになりたい まこと 8

この事業で尾道の人々が元気になるように！！ マサ 39

子供が元気に育ってほしいです マサ
しょうぼうしになりたい まさ 8

年しゅう１兆円をこえて大金持ちになりますように。 まさ 10

良い人が増えますよーに まさ 11
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良い縁が続きますように マサ 40

世界平和 まさ 53

目が見えるようになりたい マサオ 69

ラーメンやになりたい。 正喜 7

コロナがおさまりますように。 まさき 11

コロナがなくなってにんきものになっていっぱいかぞくとあそべますように 正木さくや 7

プロ野球選手になれますように 正木翔也 9

マスクなしの生活に戻りたい まさこ 34

みんな元気で楽しいおの道 マサシ 10

元気な赤ちゃんが産まれますように まさたま 33

おかねもちになりたいです。 まさと 6

コロナがなくなりますように。 正翔 7

１００歳になっても生きれますように まさと 8

教科に「ゲーム」が入りますように マサハッピー 12

これからもたくさんの船に乗れますように。 まさひろ 11

いっぱい貯金ができますように まさひろ 11

NINTENDO SWITCHください 雅洋
つりゆうちゅうばあになりたいです まさる 7

色んなことがうまくいきますように まさる 12

ロト７で１等が当たりますように まじめな会社員 47

きゃんぴんぐかーがほしい ましゅくん 7

サッカー選手になれますように マシュマロ 10

いつまでも幸せな日々が送れますように ましゅまろ 15

ＬＯＶＥ マシュマロ 19

世界が平和になりますように まじろべい 11

コロナがおさまりますように マス1678 9

せがのびますように ます899 9

べピタピのメンバーに会えますように。 マスカット 9

目標達成できますように マスクマン 31

尾道水道を駅前から向島へ泳いでみたい ますこ 80

バスケのしあいでかてますように。 ますたに 6

みんながいつも元気で健康に過ごせますように ますだ家
ヴァンパイアになれますように ますなり 6

てすとでひゃくてんとれますように ますのこうた 6

毎日元気に楽しく過ごせますように ますみ 40

あたらしいスマホがほしいな マチャ 9

彼女が欲しいです！ まちゃみ 32

長生きしたい マツ 90

早く良い日になりますように 松 9

小学校の先生になる 松 11

おいしいごはんいっぱいたべたい まつ 18

彼がもどってきますように まつ 40

ちきゅうが平和でありますように。せんそうがありませんように まつうらりゅうわ 9

宝くじが当たりますように マツオ 23

コロナが無くなりますように 松花 12

楽しい人生になりますように マッキー 11

らいせいもいいかぞくにうまれますように☆ マッキー 11

コロナが早くおわりますように。 まっきー 10

みんなが穏やかに笑声が溢れる毎日を過ごせますように… マックスP 50代

友達が100人できますように。 まつくん 11

ﾃﾞﾛｿｱﾝがほしい まっさー 12

家内の誕生日いつまでも元気で まっさん 65

空手のプロになる まッすー 9

１００ｍを１６秒で走りたい まっすー 8

ドッジボールせんしゅになれますように まっすー 8

コロナが無くなって平和になりますように マッスー 11

ニャンコ大戦争のカセットが欲しい まつだ 9

幸せになれますように まつだ
MGギャンやMGガンキャノンが手に入りますように★ 松谷颯也 11

コロナがなくなるように まつだまつ 12

おおきなお口を開けてワッハハ楽しくあそびたい まっちー ？

保育士になれますように まっちゃ 10
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暑い日が続かないで欲しい まっちゃ 10

川でたくさんのいきものおつかまえたい まっちゃん 8

友だちとディズニーに行きたい。 まっちゃん 8

プロサッカー選手になりたい まっちゃん 9

健康で１日１日すごせますように 松ちゃん 50

サッカーがうまくなるように 松原晴飛 10

もっと自然ゆたかな地球になりますように まっひー 10

健康ですごせますように。 松平竹千代 10

ドッチボールがもっと強くなりたい 松見遥希 9

ピアノがじょうずになりたい まつもとあおい 7

おもちゃがいっぱいほしいよ まつもとかんな 6

プリキュアに会いたいな まつもとさくら 4

メルちゃんに会いたいな まつもとさくら 4

きらいなたべものをたべれるようになりますように まつもとななせ 7

バウパトロールに会いたいな まつもとはると 1

トーマスに会いたいな まつもとはると 1

子どもたちが安心して大きくなれる世の中になりますように まつゆき 33

そろばんの2級を早く試験に挑戦したい まつゆな 11

ベッチャーたいこや、みそでのたいこや、やさかじんじゃのたいこをたたきたいです まつり 9

書写の字をきれいにていねいにかけますように。 松若　愛羽 9

けーきやさんになりたいな まな 5

すらいむがほしい まな 7

すききらいせず食べたい。 まな 8

けんこうにすごしたい。 まな 9

コロナウイルスがなくなりますように！！ まな 10

彼氏が欲しい まな 19

かわいいわんちゃんがおうちにきてくれますように まな
みんながけんこうでへいわにくらせますように まな。 10

ウクライナが平和になりますように。 まなT 9

おかしをたくさん食べたいです。 まなーみちゃん 11

推しが活動休止からもどってきますように まなか 10

みんなえがおでげんきにいられますように まなつ 7

からてやさっかーがうまくなりますように まなと 6

すかれとぶるうぐつがほしい まなと 7

サッカーがじょうずになれますように。 まなと 7

スプラ３ランク１００レベいきますように まなと 9

おぼえる力みにつけて受験に合格できますように 毎菜羽 10

まほうつかいになりたい まなみ 10

お金持ちになれますように。 まなみ 11

おいしい物をたっくさーん食べれます様に まなみ 19

お金がもらえるように マネ 10

楽しい事がたくさんある尾道になるように まの 10

かぞくとりょこうにいきたいな まのあ 7

はやおきができますように まひちゃん 10

USJにいきたいな:) まひろ 3

らんどせるがほしい まひろ 6

みんなが健康にすごせますように まひろ 8

彼氏ができますように♡ マホ 28

いろんなところへいってたくさんあそびたい まほ 2

ポケモンの家に行きたい まほ 6

ほてるにとまりたい まほ 6

ポケモンにあってみたい まほ 7

いっぱいたべものがたべられますように。 まほ 8

誰かの願いが叶いますように。 真帆 12

子ども達が健康でたのしくしあわせにすごせますように☆ ママ 32

まいあが幸せでありますように ママ
家族みんな健康でいれますように ママ 34

簡単な様で難しい平和です☆☆☆ ままくん 49

宝くじを当てて孫と海外旅行に行きたい ママさん 66

おやつ まみ 6

大金持ちになりますように。コロナが無くなりますように マミーポコＢＩＧ 8

ドラムがすごく上手になれますように まみむめも 11
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みんな元気に幸せに過ごせますように まめ 32

コロナが無くなりますように まめ 42

お金持ちになって、永遠の命を持って、有名人になって、スタンドを使いたい。 豆大福 11

きてぃーちゃんとぴーちになりたい まや 3

ミュウをつかまえられますように まや 5

プロバスケット選手になりたい マヤ 8

コロナがなくなってほしい ま山こうせい 6

おかねもちになりたい まやまこうだい 6

フルーツをたっくさんたべたいな♡ まゆ 1

みずはかせになりたい まゆ 5

ケーキ屋さんになりたい まゆ 6

おばあちゃんがしあわせになりますように まゆ 7

先生（ようちえん）になれますように まゆい 9

おかねがたくさんふってきますように まゆごん 22

プリキュアみたいにつよくなりたいです まゆちゃん 5

ぷうるができますように まゆちゃん 6

コロナのないくらしにしたいです マヨ 10

コロナがなくなりますように マヨ 10

コロナが少ない世界 マヨ 10

けががなおりますように まよいこんた名犬チーズ 12

コロナのない生活がしたいです マヨネーズ 10

キティちゃんとあそびたいな まり 4

みんな元気で暮らせますように まり 55

家族がいつまでも元気でいられますように まり
戦争が起きませんように。平和にくらせますように。 まりえ 9

家族がげんきでいられますように マリオ 7

平和でありますように マリオ 8

コロナがなくなりますように マリオ 8

いままでかなえたねがいがかなってほしい マリオ 9

にじゅうとびが５かいできますように。 まりお 6

かぞくでなかよくいられますように。 まりお 7

コロナがなくなりますように。 まりお 8

今年もトラックにのれますように マリオ 8

みんな元気でありますように マリオ 8

平和になりますように マリオ 8

お金持ちになりたい！ マリオ 10

如水館に受かりますように まりお 11

ゲームがうまくなりたい マリオ 11

グクにあいたい マリオ 11

みんなが元気でいられますように マリオくん 9

医者になれますように マリカだいすき 10

みんなと健康で元気に過ごせますように まりこ 35

コロナがおさまりますように まりちゃん 8

ピアノのコンクールで全国大会へいきたい マリマリ 10

今年こそ彼氏ができますように♡ まりりん 25

かぞくがげんきにすごせますように まりを 7

びようしさんになりたいです まり花 8

旅行に行きたい。USJ まる 11

家族で仲良く過ごせますように まる 48

向井さんが元気でいられますように まる
まるととらが元気で長生きしますように まる・とら 6

コロナがはやくおさまりますように まるお 11

みなの幸せ まるこ 45

足が早くなりたいです。 丸田羽桜
世界が平和になりますように。 丸ちゃん 9

しょう来のゆめがかないますように☆ 丸ちゃん 10

朝ぶじに目が覚めますように まるちゃん 50

彼女が欲しい ○○ 20

絵がうまくなりたい まるやきリボンマン 12

お金もちになりますように。 丸山 8

陸上で足が速くなり、幅跳びを飛べますように 丸山歩睦 12

コロナがなくなりますように。 まれちゃん 6
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スプラ３をしたいです マンケーキ 7

のんびり生きていけますように。 満月 11

息子５才が宇宙飛行士になれますように まんぞう 44

ドッチがうまくなれますように 実 8

五年生の漢字を覚えられますように み 10

そうたくんと結婚したい・周りの人含め全員健康 み 21

おいしいものがたくさん食べられますように み 39

毎日楽しく過ごせますように！ み 39

ねこになりたい みあ 5

良い高校に、行けますように。 美亜 11

ＳＥになれますように。 美亜子 12

アンパンマンに会いたいな♡ みあちゃん 4

王一博に会いたいです。 みぃ 4

推しに会いたい みぃ 11

おばあちゃんをしあわせにしてあげたい みい 9

コロナが終わりますように みい 10

星すくいしたい！！ みー 4

プリンセスあえますように みー 5

トラリベのカードが5まいほしい みー 8

ゆめがかないますように みー 8

きんさんがあがりますように みー 8

とうきょうリベンジャーズのカードが手に入る みー 8

コロナなくなるように みー 9

コロナがなくなりますように みー 9

全界が平和になりますように。 ミー 9

早くコロナがなくなって遠くに遊びに行けますように。 みー 9

これからも笑顔で楽しく暮らせますように みー 9

コロナういるすがなくなって、家族が元気で幸せにくらせますように みー 10

絵が上手になれますように。 みー 11

けん玉がもっとうまくなりますように みー 11

コロナがおさまりますように みー 11

コロナがおさまりますように みー 11

沢山の素敵な出会いができますよーに！ みー 16

家族みんなが健康ですごせますように みー 39

たからくじがあたりますように みー 39

ぴーちひめになりたい みー
コロナがおさまりますように！ならい事がうまくいって、家族が幸せに！ みぃーちゃん 10

流れ星が見れますように みーくん 3

釣マスターになりたい みーくん 9

料理人になりたい みーこ 10

無事に定年退職が迎えられますように みーこ 60

家族が元気にすごせますように みーさん 10

誰もが長生き出来ますように みーさん 11

小学校先生になれますように みーたろう 10

プリティーになれますように みーたん 1

おひめさまになりたい みーたん 1

大きくなれますように みーたん 1

きれいな人になれますように みーたん 8

しょう来、つうやくになれますように みーたん 9

マスクのない生活にもどりますように みーたん 11

はだがきれいになりますように。あとはだがしろくなりますように。 みーちゃ 7

足がはやくなりますように みーちゃ 8

コロナがなくなりますように みぃちゃん 8

アンパンマンにあいたい みいちゃん 2

みんながげんきにすごせますように みいちゃん 6

ディズニーランドに行けますように みいちゃん 8

コロナがおさまりますように。 みいちゃん
ピーチ姫になりたいな みーちゃん 3

ぷりんせすになってとうもろこしをたべたいです。 みーちゃん 3

ますくなしであそびたい みーちゃん 3

おともだちとなかよくすごせますように みーちゃん 3

おともだちといっぱいあそべますように みーちゃん 4
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ころなういるすがなおるように。 みーちゃん 6

全書選抜で優勝しますように みーちゃん 6

ピアノが上手になりたい みーちゃん 6

はむすたーがほしいです みーちゃん 7

48フォーエイトにあえますように みーちゃん 8

コロナがなくなりますように みーちゃん 8

足がはやくなりますように みーちゃん 8

学校の先生になれますように みーちゃん 10

みんなでたくさん笑っておいしいものを食べて元気でいられますように！ みーちゃん 25

世界中から戦争がなくなりますように みーちゃん ？

何でもかんでも自分の願い通りになりますように。 ミィッヒー 12

ころながおわるように みーとちゃん 9

家族みんなが毎日笑顔で過ごせますように みぃみ 3

コロナがなくなりますように みぃみ 9

パティシエールになりたい みいみ 8

頭が良くなりたい みいみ 9

志望校に受かりますように！！！ みいみ 17

いいゆめがみられますように みーみ 5

ころながおさまりますように みーみ 12

コロナがなくなりますように みーみ 12

クラスのみんなが志望校に合格しますように！！ みいやん 17

ぼくたちがこの自然を未来で守れていますように。 みーら 11

ペットが長生きしますように。 みう 8

勉強もスポーツも頑張る みう 9

みんながしあわせな世界になりますように みう 9

好きなだけゲームができますように みう 10

手が器用になりますように みう 11

からだがやわらかくなりますように みう 14

世界中の人々が尾道の良さを知り、大好きになってくれますように・・・ みう
楽しいぎょうじが中止になりませんように みうお 10

びようしになりたい みうら 6

かぜをひきませんように みえちゃん
ポケモンのフリーザにないたいな　あお みお 6

びようしになりたい。 みお 7

ころながおわりますように みお 7

びようしになってお金をいっぱいかせぎたいです。 美桜 8

何にでもチャレンジできる人になれますように みお 10

パン屋になりたい。 みお 10

推しに会いたい ミオ 11

ドラゴンタチウオがうりたい みお 49

すっいちがほしいです。 みおか 6

電車と新幹線にのりたい みおちゃん 2

エルサになって英語がはなせるようになりますように みおちゃん 4

マックのてんいんなりますように。 みおちゃん 6

けーきやさんになりたいです。 みおちゃん 6

あしがはやくなりますように。 みおちゃん 6

アンパンマンに会えますように みおり 2

ケーキやさんになれますように。 みおり 6

あたらしいえほんがほしい みか 7

コロナ、戦争がなくなりますように。これかれもないように。 実花子 10

ずっと家族と楽しく過ごしたい みかちゃん 5

アイドルになれますように みかちゃん 5

おばあちゃんとおじいちゃんがながいきしますように みかちゃん 5

かっこいい船長になれますように。 みかちゃん 10

プロ絵師の絵がかけるようになりたい。 三日月 12

コロナが無くなりますように みかみか 7

みんなと元気にすごしたいです。 三上ちっ 7

みんな仲良く楽しく暮らせますように みかりん
テニスでぜんこくたいかいにいけますように。 みかん 8

ずっと日本が平和でありますように みかん 9

Niziuのみんなにあったら一緒に楽しいことができますように みかん 9

ながいきする みかん 10



願い事 ニックネーム 年齢

おいしいうにとイクラがたべたい。 みかん 11

身長がのびますように。 みかん 11

スマホがほしい みかん 12

運動神経がよくなりたい みかん 12

健康に過ごせますように みかん 20

ハワイ旅行にいきたいな みかん 45

宝くじが当たりますように☆ みかんゼリー 11

誰でも頼ってくれる医者になりたい みかんちゃん 8

絵師になって表現したい みかんまる 11

インパクトドライバーがほしい みかんれな 8

12月までにコロナがおさまりますように(^o^) ミキ 9

友だちとたくさんあそべますように みき 9

とんでもなくおいしいものたべたい みき 25

家族がしあわせになれますように みき 35

コロナが全滅しますように(^o^)(^o^)(^o^) ミキ(^o^) 9

ケーキ屋さんになりたい みきちゃん 7

がんばりやできんちょうしないやさしい子になりたい。
世界がえいえんに平和になってほしい。

美木原小平和 10

運動参観日が無事に終わりますように みく 3

コロナに負けず元気に過ごせますように みく 3

推しにたくさん会いに行けますように みく 3

クラスの子どもたちとたのしくすごせますように みく 3

家族や大好きな人たちが元気でたのしく暮らせますように みく 3

てつぼうとうんていができるようになりますように。 みく 4

まほうつかいになりたいな みく 7

ほしのかあびいがほしい みく 7

はやくコロナがおさまりますように☆ みく 8

コロナがなくなってほしい。 みく 8

コロナが、早くおさまりますように。 みく 10

全国大会に出場できますように みく 11

今年中にいい事がありますように。 三玖 11

怪我をせず、平和に過ごせますように みく 12

ハリネズミが長生きしますように みぐ 10

アイス屋さんになりたい みくの 6

あかいぼうがほしい みけい
シュークリームやさんになりたい みけい
戦争が無くなりますように 三毛猫 12

コロナが無くなりますように ミケラン 11

かぞくぜにんとおばあちゃんとおじいちゃんででかけたい みこ 7

百人一首が強くなりますように みこ 10

いいアイデアがうかびますように みこ 16

ジャッキーチェンとポールモーリアが好きです。会いたいです 御輿孝史
じぶんのIponeがほしいな みこと 8

絵のモデルさんになりたいな みこと 8

あいどるになりたい みこの
フットベースボールで優勝 みさ 10

はやくコロナがなくなりますように！！ みさえ 7

しゅくだいをがんばりたいよ みさかゆま 7

コロナが無くなりますように みさき 7

しゅうじやこうしつをキレイに書きたい みさき 8

友達やおばあちゃんといろんなところに行きたい みさき 9

ままやぱぱがりかちゃんをかってくれますように みさと 3

「自然と動物と人との共生、調和」へ向けて…今ある命を自分らしく輝かせ、
大切な仲間たちへ貢献していける自分で在り続けますように。

美里 32

最短で車の免許がとれますように みじんこ 19

ほんをかきたい。 みず 6

コロナが無くなりますように みず 8

かしゅになりたいです。 みずいろ 6

有名人になりたい ミスオロチ 9

コロナがおさまりますようになくなっていとこの家に行きたい ミズキ 9

たこやきとひまわりであそびたい みずき 4



願い事 ニックネーム 年齢

消防士になって消防車にのりたい みずき 5

コロナウィルスがなくなりますように。 みずき 8

トリマーになりたい みずき 9

あたまがよくなりますように。 みずき 9

私の友達や、家族がいつも、健康でいてほしいことです！！ みずき 10

おかあさんのおかねがたまりますように みずき 11

コロナがなくなりますように みず〜き〜 10

家族で笑顔で毎日過ごせますように みずくん 3

まどちゃんにあいたい。 みすず 6

ぷにるんずがほしい みずの 6

クッキー屋さんになりたい みずの　ひまわり 7

みなさんの願いごとが全て叶いますように みずはる 31

世界中のみんなが幸せにくらせますように 水部 11

恐竜博士になりたい みずほ 5

ごみしゅうしゅうになりたいです みずもとかずき 7

魚になる！ みそ 10

かっこいいしょうぼうしゃにのりたい！ みそら 2

おおきくなったらしょうぼうしになりたいなあ みそら 2

新幹線にかぞくみんなでのりたい みそら 3

コロナが無くなってみんなが幸せにくらせますように。 実空 11

せかいが平和になりますように みたらしだんご 8

水族館にいきたい みち 6

おしゃべりどらえもんがほしい みちひらはる 6

韓国のおかしがほしい みちる 10

臨床心理士になれますように！ みつ 14

天才になりたい ミッOー 11

コロナウイルスがなおりますように みつか 9

おさかなつりにいきたい！！ みつき 2

ギーツに変身したい みつき 4

ままとぱぱがふくをかってくれますように みつき 6

バンパイアになりたい みつき 7

アイドルになりたい みづき 5

世界に安全な水とトイレを作ってください みづき 11

元気にあそぶ みっきー 4

コロナがおさまりますように みっきー 8

転職うまくいきますように！ ミック 39

サッカーで上の学年の試合に出れますように。 みっく 8

元気にすくすく成長できますように みっくん 0

ゴムゴムのみをたべてルフィになりたい みっくん 6

服が欲しい みっくん 11

レゴでいっぱいあそびたいな☆ みつくん 4

推しのライブに行けますように！！ みつ子 14

億万長者になる みっしー 10

家族といつまでも楽しく温かくいられますように。 みっそ 16

もっと友達ができますように。 みっそ 16

みんなの家に、ゴキブリやむかでなどの虫がでませんように。 みつたにせな 7

パラステーションがほしい みっちゃん 3

プリキュアなりたい みっちゃん 3

パウパトがほしい みっちゃん 3

優しいお姉さんになりたい みっちゃん 5

学校の先生になりたい みっちゃん 8

ズワイガニたべたい。 みっちゃん 9

コロナウイルスが早くなくなりますように。 みっちゃん 10

かぞくみんなたのしくくらせますように みっちゃん 20

自衛隊が夢だから体をきたえる みっつー 9

お金がほしい。 みっつー 11

バレーがうまくなりたい みつばち 11

金持ち〜！ ミッ○ー 11

世界中回りたい 光代 96

スイッチのカードが欲しい 光吉 10

あしがはやくなりたい みどり 7

商売繁盛 緑 46



願い事 ニックネーム 年齢

犯罪がなくなりますように みどりのきのこ 12

すべての国に行ってみたい ミドリムシ 11

みるとトラが幸せになれますように みとるら 11

もう一度元気に走り回りたい ミトン 24

元たろうが長生きしますように！ みな 7

かぞくみんな健康ですごせますように みな 39

ゆにばあにいきたいよ　おかねもちになりたいよ　♡♡ みなが　ちさ 2

マスクなしで色んな場所に行ける日が早く来ますように！！ みなせ 18

すみっこぐらしのとんかつのまくらがほしいな✩✩ みなちゃん 4

サッカーせんしゅになりたい みなちゃん 7

げんきでたくさんあそべますように！でんしゃにのりたい！ みなと 2

公園でいっぱい遊びたい ミナト 4

おつきさまとおほしさまと一緒に遊びたい みなと 4

しあわせになりますように みなと 5

ばすけがうまくなりたい みなと 6

おかねもちになりたい みなと 6

プロサッカー選手になりたい みなと 6

まいくらふとを買って貰う みなと 7

からてのしあいでかてるように。 みなと 7

スプラのバグのプロになること みなと 8

これからもおもしろいゲームがでますように みなと 9

すずしくなるように 湊 9

家族全員しあわせになりますように 湊 11

たからくじで１０００００００００００千おくあてる 湊 13

あかちゃんがげんきにうまれますように みなとご
カービィファイターズ2がほしいです みなとにゃん 5

任天堂スイッチが欲しい みなぴー 7

ながいきできますように みな人 9

コロナがおさまって元気に学校にこれますように みなみ 8

プリキュアになりたい みにー 9

ミッキーとアンパンマンの絵本がほしい ミニーミッキー 4

おともだちができますように みにおん 3

テーマパークに行けますように　DLやUSJとか ミニオン 5

戦争が終わりますように ミニオン 12

うさぎがにんじんをたくさんたべられますように！！ ミニレッキス（うさぎ） 9

コロナウィルスがおさまってみんなが平和にくらせますように ミニロボット 11

ユーバーレーベンが勝てますように ミネラル 21

コロナがはやくおわりますように みの 8

せんそうがなくなりへいわにくらせますように ミノカサゴ 8

にんてんどうすいっちを買いたい みのきち 7

習字で特待生になりたい みのごろー 11

絵がうまくかけますように みのぴこ 9

Ａえ！Ｇｒｏｕｐがデビューできますように みのむし 24

おいしい物をいっぱいたべたい みのり 2

おばあちゃんがいつまでもえがおでいられますように みのり 6

世界中の人が元気でいれますように みのり 7

お金持ちになれますように みのり 8

てつぼうがうまくなりますように みのり 8

犬を飼いたい みのりちゃん 7

しょうらいほいくしになって子どもたちを元気にしてあげたい。 みはな 9

スーパーアイドル　ジャニーズにあえますように 三原藍
櫻井翔くんにほんものにあえますように 三原藍
かっこいい人とけっこんできますように 三原藍
書道の先生になりたいです。 ミハル 10

おおきくなったらおいしゃさんになりたいな みはる 4

ディズニーランドに行ってみたい みはる 4

ころながおさまりますように みはる 9

いろんな人にやさしくせっする薬剤師になりたいです みはる 11

テニスがうまくなりたい。あつぞことスマホとテニスのユニホームがほしい みひの 11

願い事がなくなりますように みほ 31

みんながえがおになってほしいです。 みぽ 9

プロ野球じょうずになる みほいおり 6



願い事 ニックネーム 年齢

プロ野球選手になりたい みほいおり 6

世界がへいわになりますように。 みぽりん 8

絵がうまくなりますように。 みみ 8

ころながおさまりますように みみ 10

楽しい事がたくさんおこりますように みみ 10

コロナウイルスがなくなってかぞくで、北海道に行きたい みみ 11

ツアーが成功しますように みみ 12

億万長者になる 耳からゴマだれ 16

一攫千金 みみりん 17

家族みんなが、ずっとしあわせに過ごせますように。 みみんが 12

尾道や因島が街全体で更に盛り上がってみんなぱっぴ―に 三室亜生
みもあはプリンセスになりたいです♡ みもあ 3

ｊｆぢｊｆ＠あおい みもあ 3

尾道が明るく楽しい町になりますように 宮 11

けがや病気になりませんように みや 11

頭が良くなりたい。 みや 12

自由になりたいです。 宮内あいな 8

しょうらい花屋さんになれますように。 三宅ゆめか 9

まほうつかいになりたいです。 みやけりおん 7

勉強についていきたい みやこ
パソコンがほしい みやさとゆうと 7

電動キックボードが欲しい みやぞん 12

おかねもちになりたい。 みやた　なつき 7

らいねんまでにはコロナウイルスがなくなってほしい。 宮地愛結 10

コロナがなくなりますように 宮地大護 10

長生きできますように！ 宮ちゃん 62

ばあちゃんとじいちゃんがながいきしますように みやび 5

ようちえんの先生になりたいです。 みやび 5

かぞくみんながながいきできますように みやび 5

じえいたいになれますように。 みやび 7

あいすやさんになりたい みやみっちそらん 7

長生きできますように。 宮本 11

ぱんやさんになりたい みやもとさわ
家族が楽しく幸せになれますように。 宮本ゆめか 10

ゲームで強くなりたい。 みやろーる 12

OPで寿司食べ放題をしたい！ みやん 16

家族が健康でいられますように！ みやん 16

ぴあのがうまくなりたい みゆ 6

ばくてんができますように！ みゆ 7

みんなが幸せでありますように みゆ 8

コロナが早くおわりますように。 みゆ 9

コロナがおわってかぞくであそびに行きたい。 みゆ 10

イラストがもっとよく書けますように みゆ 11

コロナがなくなって、元の生活にもどりますように 美優 11

美容師に、なれますように。 美優 12

テテに会えますように みゆ
すいぞくかんでかじきまぐろをかいたい。 みゅうつう 7

わり算をはやくなりたい 美ゆちゃん 8

ドーナツやさんになれますように♡ みゆな 5

みんながしあわせにくらせますように みゆり 6

ブラスバンド部のチューバがうまくふけますように。 みゆりん 9

抜歯した歯が生えますように みゆんこ 54

ワンピースのウタになりたい みよし 6

げえむが１００個ほしいです。 みらいどん 7

プロゲーマーになる 未来の化石 12

算数が出来るようになりたい みり 8

笑顔あふれる自由なくらしになりますように。 実莉花 11

今日、たのしくおわれますように みりりん 8

かんこくにいってBTSにあえますように みりりん 8

コロナになりませんように みりん 11

おばあちゃんが長生きしますように ミルク 8

みんながおえがおでいられますように ミルク 12



願い事 ニックネーム 年齢

たまごアレルギーが早くよくなりますように みれい 2

平和に過ごせますように みれい 11

リコーダーが上手になりたい みれ子 8

世界がへい和になりますように みれ子 8

コロナが１日でも早くおさまりますように。 みれピーならぬかきピー 11

ロシアとウクライナの戦争がおわりますように みろく 10

コロナが収まりますように 美和 11

世界の人みんなが幸せになりますように。 みんなの幸せをねがう人 11

仕事がうまくいきますように みんみおっとー 26

健康第一 無 12

家ぞくでずっといっしょにいられますように パチュリー村上れい 9

かっていた野良猫が帰ってきますように　　パンパン むあラこねこ 9

いろいろなさっかーぼーるがほしい むー 7

健康に暮らせますように ムートではありません 12

同い年の妻は、徐々に目ご見えなくなるの難病で、視野が90%も欠けている。
今は治療法が無いけど、いつか、IPS細胞で治療ができる日が訪れそして、
もう一度、2人で満天の星が見れる日が来ますように。

ムーミンパパ 還暦

身長が高くなりたい ムーラン 12

コロナが早くおさまりますように。 ﾑｰﾝ 10

のぶながのやぼうがほしい むかむー 11

世界が平和でありますように 麦酒 20

かぞくがみんなが元気でいてもらう むきむきニャッスル 8

魔法使いになりたい 無限 9

世界の虫をとる むしはかせ 7

両手でピアノがもっと上手になれますように。 夢純 10

せんそうがもうおきませんように。 むつ 9

しょうらいじゅういさんになりたいです むった 9

ダンスが上手になりますように。 むった 9

うんがよくなりますように。 むっちぃー 6

しあわせにすごせますように むっちゃん 0

ダンスが上手になりたい むっちゃん 8

アーティストになりたいです。 むっちゃん 9

新しい水着がほしい むっちゃん 9

６年生になったら生徒会長になりますように むっちゃん 10

みんなの願いが叶いますように むっちょ 19

まいんくらふとのげーむが（たぶん）100このゲームがありますように むつみ 6

うんがよくなりますように むつみ 6

うんがよくなりますように むつみ 6

うんがよくなりますように むつみ 6

お金が欲しいです ムトー 29

東京大学へ行けますように むねちゃま 9

はやくコロナきえてほしいです ムハマッド　ナシール 42

のこりゆうきゅうがおかねになりたいです。 ムハマド　カビビラ 23

えいえんのとしがとれるように むむゆ 12

みんながゆうがに1日をすごせますように ムラカーミイ 7

ケーキ屋さんになりたい 村上 8

コロナがなくなってほしい。 村上 8

家ぞくが元気でくらせますように。 村上奏和 8

コロナがなくなりますように 村上 9

コロナがおさまるように 村上 9

コロナがなくなりますように 村上 9

就職がしたいと思います。お願いします。宜しくお願いします。 村上 60

結婚がしたいと思います 村上 60

家族が健康でしあわせになりますように 村上 60

社交ダンス　若からしころのようにおどりたい 村上万久 94

ロシアとウクライナのせんそうがなくなりますように 村上あかり 7

コロナがおさまりますように 村上あかり 7

コロナがなくなってほしい むらかみあさひ 7

フォートナイトで１００００ブイバックスもらえますように。 村上到 7

コロナがなくなって、かぞくがげんきでいますように。 村上かなた 8

野球でしあいにもでれる選手になりたいです 村上皇成 10

家族がみんな元気にいられますように 村上心春 10



願い事 ニックネーム 年齢

みんながゆうがにくらせますように 村上さん 7

この一年たのしくくらせますように 村上颯 10

プロ野球選手になりたい 村上颯太 9

弟が元気で成長しますように。 村上太河 9

ロシアとウクライナのあらそいがおさまりますように 村上ちゃん 7

みんながしあわせになりますように 村上ちゃん 7

みんながびょうきにかかりませんように 村上ちゃん 7

商売繁盛 むらかみちゃん 非公開

虫をたくさんつかまえたい。 村上凪 8

みんながげんきですように。かんこくにいきたいです。 むらかみひな 10

コロナがなくなりますように 村上広弥 7

世界中のみんなと仲良くなれます様に 村上結基 1

プロ野きゅうせんしゅになって大金をつかってくらしたい 村上ゆうと 10

家族や友達みんなで助け合える街にしたい 村上凛徠 10

ようかいウォッチのゲームがいっぱいほしいなぬいぐるみもほしいな むらたん 10

ほしいものが空からふってきますように 村ちゃん 7

おとなになってもしあわせでいられますように 村ちゃん 7

コロナが収まるように むらちゃん 8

みんながしあわせでいれますように 村の上さま 7

みんながしあわせになれますように 村の上
楽しい日々が続きますように むらはる 20

みんなが笑顔ですごせますように♡ むらぽん 28

授業の時いねむりはしないように　夜ははやくねる 目 12

かんごしさんになりたい めあ 7

コロナがなくなりますように めあ 8

みんなげんきでみんないっしょに花火がみたい！！ めい 3

きめつのキーホルダーがほしい めい 6

コロナが無くなりますように めい 7

レストランになりたい めい 7

じがじょうずになりたい めい 7

くだものをいっぱいたべる めい 7

コロナが早くおさまるように めい 9

べんきょうがんばる めい 9

世界中が幸せであふれますように♡ めい 11

コロナウイルスが早くおさまりますように。 メイ 11

学生生活あと半年楽しく過ごせますように めい 22

しゅうじがきれいにかけますように めい
世界が平和になりますようにコロナがなくなりますように メイウェザー朝倉 12

家族旅行に行きたいな メイガニ 1

みんながころなにならずかぜにもならずえがおですごせますように めい子 8

のう力が使えるようになりたいです。 めいさ 8

秋休みができますように。 名探偵かんな 11

秋休みができますように。 名探偵かんな 11

おうちにねこちゃんが来て欲しい めいちゃん 5

ピアノがじょうずになりますように めいちゃん 5

コロナがおわりますように めいちゃん 5

ドラえもんにあいたい めいちゃん 7

けん玉のわざができますように。 めいちゃん 8

ケーキやさんになりたい めいな 8

おおきいマスカットが食べたい めいめい 7

えい語がペラペラにしゃべれますように。 めいめい 8

どうぶつがことばをしゃべれるようになりますように。 めいめい 8

ウクライナとロシアのせんそうがなくなるように。 めいめい 9

コロナがすぐにでもなくなりますように めいめい 11

とんでみーにいきたいみんなといっしょにいっぱいあそびたい めえちゃん ？

みんながコロナになりませんように。 めーちゃん 10

たのしい毎日をくらしたい めーちゃん 32

おもちゃのおいしゃさんがほしいです。 めーぷるちゃん 7

宝くじが１０億以上あたりますように めがね 11

もっとチェロを弾くのが上手になりたいです メガネコゾウ 12

仲直りできますように めく 22

元気でいきたい　ゲームが欲しい めぐ・ゆう 12



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがなくなりますように めぐちゃん
家族みんなが元気で幸せに暮らせますように めぐみ 41

コロナがへりますように めずらしい物大好きくん 10

早くはしりたい めだだ 8

さっかあがうまくなりたいです。 めたもん 7

コロナ収束ウクライナとロシアの終戦 メタル女子 7

不幸な人がいなくなりますように メッキーだよ 10

みんながたのしく、くらせますように☆ めっち 8

感じがわかるようになりたい めみ 8

家族みんながいつも笑顔で楽しく毎日過ごせますように めめちゃん 54

キラキラした空をとんでみたいです。 めめんともり 8

平和な世界になってほしい メモ 9

修学旅行にみんなで行けますようにい～健康でいられますようにみんなも！ めり～ね 12

みんなでおでかけができますように めりあ 4

あえるくんの接客１０００人いきますように。 めるんぴ！ 12

けいさつのげーむのなかにはいりたい めろん 5

けいさつになりたいな めろん 5

けいさつになりたいな めろん 5

ゆうちゅうばあになりたいな めろん 5

けいさつになりたいな めろん 5

かんごふさんになれますように。 メロンソーダちゃん 7

頭が良くなりたい メロンパン 11

大きくなったらプリンセスになりたいです めろんぱんなちゃん 3

地球温暖化がなくなりますように メンダコ 11

コロナ終息 メンダコ 12

中学校にいっても大人になっても友達といっしょがいいです めんどくさお 9

しゅくだいなくしてほしい めんどくさがりや 10

早く平和になりますように。 もあ
メイクアップアーティストになりたい もあちゃん 9

おこづかいがもっとふえたらいいな もうり　さちえ 4

コロナが無くなりますように もうりゆうか 7

漢字けんていうかりますように もえ 9

ステキな人に出会えますように もえ 28

バレーボールが上手になりたい もえー 9

自分でかいた物語の映画をとりたい！ モエも 11

家族が、長生きしてくれますように もーちゃん 10

ハムスターを飼えますように もーちゃん 11

大金持ちになれますように もーり 10

　野球勝つ　ゴルフ上達　イカをつる もーりー 20

犬を飼いたい もーりん 11

科学者になれますように モカ 9

今以上に楽しくＨＡＰＰＹに過ごせますように もか
水道代をただにしてほしいです もぐっちょりん 10

旅行にたくさん行けますように もこ
深海にいけれますように モサ 9

愛光学園中学に行けますように モササウルス 11

コロナがおさまりますように。 もずく 11

しけんでうかりますように もちぃー 10

はかい兵器や戦争がなくなりますように。 もちくまちゃん 10

夢が見つかりますように もちちくわ 12

夢が見つかりますように もちちくわ 12

コロナが無くなりますように もちなべ 11

単位が取れますように！ もちのすけ 20

スプラ２でチャージャーバリアブルローラでキルをかせぎたいです。 もちのすけだよん 11

静かに生きたい。平和に生きたい。なにごともなく。 もちもっと 12

元気な子供が産まれてきますように モツオ 32

世界平和 モッキーだよ 10

パフェ屋さんになりたいです。 もっさこ 8

せがのびますように。 もっち 8

中学受験ですべての学校に合格できますように もっち 12

もっとおいしいものが食べたい モッチー 12

虫のカードがほしいな もっちゃん 4



願い事 ニックネーム 年齢

ウタのふくがほしい もっちゃん 6

かなをのふくがほしい もっちゃん 6

あゆみがぜんぶA、◎になりますように もっちゃん 9

母子ともに元気に出産できますように！ もっちゃん 37

私のねがい事をかなえてくれる！ 本　愛理 9

さかあがりができますように もとはる 6

競艇選手になりたい 元廣 9

たくさんあそびにいけますように モネさん 2

６年生の勉強がわかりますように もふぱん 11

これからもたくさんの本を読めますように もみじ 11

素敵な彼氏ができますように もみじ通り 18

ようちえんのみんなころなになりませんように もみもみじくん 5

アンパンマンになりたい もも 8

ぐっすり寝れますように もも 8

コロナがおさまって欲しい もも 8

ふ幸にならず、幸せになりますように。 もも 9

５０万円がほしい。 もも 9

みんなが平和になりますように。 もも 9

テニスが上手になりたい モモ 10

大金持ちになりたい もも 11

推しに逢えますように モモ 11

笑顔で過ごせるように。。。 もも 12

コロナがおさまりますように もも 12

コロナがなくなりますように もも 12

コロナがおさまりますように もも 12

家族みんなが健康にすごせますように もも 23

祖母の病気が治りますように もも 23

コロナウイルスが早く終息しますように もも 23

戦争のない、平和な世界になりますように もも 23

あいすうさんになりたい ももか 5

いえのみんながながいきできますように ももか 6

どうなつやさんになりたい。 ももか 6

陸上自衛隊になれますように ももか 9

パティシエになれますように。 ももか 10

楽しくすごせますように。 ももか 10

みんなが「笑顔」でありますように。 百香 11

さんくーるにあっていっしょにバレーやサッカーなどをしたい ももか 11

コロナが落ち着いて旅行にいけますように ももか 23

スイッチとともだちとごはんたべてなかよくしたい ももかちゃん 9

ダンスがじょうずになりますように♡ ももぞら 6

美容師になりたい ももたに 7

犬を飼いたい 桃谷 9

おやつをたくさん食べたい ももちゃん 4

みんながしあわせになりますように♡ ももちゃん 5

ソフトがうまくなりたい　足が速くなりたい ももな 9

今まで以上にピアノが上手くなりますように。 桃羽 11

コロナがおさまりますように ももは 12

コロナがなくなりますように ももは 12

恐竜化石をみつける もも丸くん 10

コロナと戦争がなくなりますように！！ ももみ 11

日本が戦争をおこさない平和の国になりますように ももも 11

おもちゃがほしいです。 ももるん 7

学習発表会をせいこうできますように ももんが 9

フィギアをいっぱいほしいです。 もも谷 9

あしがはやくなりたいです。 もり 6

人気者になりたい もり 6

ゲーマーになりたい モリ 10

コロナがなくなってほしい 森 11

たくさん美味しいもの楽しい事が出来ますように もり 25

ロボットを家にかいたい もりー 10

コロナが終わりますように。 森上大誠 10

大好きな家族がまたいい家族になれますように 森かのん 9



願い事 ニックネーム 年齢

地球環境がよりよくなりますように。マニュアル車が復活しますように 森樹 12

尾道と大阪の守口がつながること 守口大好き人間 32

バレーボール選手になれますように。 もりそう 9

レゴがほしいです 森田 8

中学生活を楽しめますように 守田 11

楽になりたい 森田洋一郎
きゅうきゅうきゅうめいしになれるようにがんばります。 もりちゃん 8

立ぱな大人になれますよーに。 もりっとご飯 10

みんなが健康になりますように もりりん 15

もっと元気になれますように モルタル 17

プロサッカー選手 モンキーDヒナタ 10

サッカー選手になれますように。 モンキーDルフィー 7

ゴリラニアイタイな もンスターハンター 6

モンチッチの女の子のモンチッチがほしいです。 モンチッチ 10

ネコが長生きしますように や 12

ひなちゃん、しょうちゃんあきくんがなにもなく元気に育ちますように や 29

長生きできますように。お金持ちになりますように 山し 10

健康で長生きできますように ヤース 43

ケンッコウに長生き出来ますように やーす 43

ドラゴンボールを６つほしい やあみんな俺だ 1000

げんきで毎日すごせますように ヤエちゃん 89

たくさんキャンプに行きたいな やかん 25

コロナウイルスがしゅうそくして楽しい生活ができますように やきいも 9

コロナのない平和な地球 やきいも 9

コロナのない平和な地球 やきいも 9

コロナのない平和な地球 やきいも 9

コロナがない平和な地球 やきいもうまい 9

今日の授業に間に合いますように 焼肉きんぐ
世界が平等になりますように。 焼肉定食 10

将来大金持ちになれますように 野球 9

世界平和　ウクライナ侵攻おわりますように 野球おじさん 50

甲子園出場 野球少年 17

プロ野球選手になりたい 野球大好き 11

大会でＭＶＰとれますように 野球は神 11

すぷらのてんさいになりたい ヤグラX帯の人 12

彼氏ができますように やさあがこきこ 12

5ｋｇやせる 野菜生活 26

みんなが楽しくくらせますように。 YASU 11

偏差値５５とりたい やす 15

バイクが欲しい やすお 41

彼氏が出来ますように やすこ 22

次年度楽しい年になりますように やすとし 36

お金持ちになれますように やすのぶくん 31

世界平和 ヤスフミ 48

コロナがなくなてほしいです。 安松真愛 8

技術向上！！ やすゆき 65

ちきゅうをきれいにしたい やたろう 6

友達と旅行にいきたい やち 12

きゅうきゅうしゃにのりたいな やっくん 3

子供が志望校に合格しますように やっくん 58

まごが大きくなりますように やっこ
なん回でもねがいごとがかなう力がほしい。 ヤッシー 9

運動会でかてますように ヤッスー 9

無事に弟がうまれますように やっすー 12

お歌が上手に歌えるようになりますように やっちゃん 3

スマホと車が世界から無くなりますように自然な生活をおくりたい やっちゃん・ことちゃんママ 46

コロナになりませんように。 やっはあ 8

ひゅうまんふらっとのかせっとがほしい やばすぎやろた 7

くまにあいたい はや斗
ねったいぎょが10しゅるいあつまりますように。 やま 6

コロナが無くなりますように やまだ　 7

ギャルになれますように。 やま 10



願い事 ニックネーム 年齢

コムドットのやまとに会いたい。 ヤマ0513 10

コロナがなくなってへいわになりますように。 山根あかり 7

おとなになりたい。 山口ゆうと 7

自分ようのタブレットがほしい　トイプードルをかいたい 山口優菜 9

ひゃくてんをとれますよう。 やまさきらら 6

ゲームマスターになりたい 山さく 7

幸せになりますように 山さん 12

すうぱあさいやじんになりたいです。 やましたいぶき 6

みんなとげんきにすごせますように やましたせいま 50代

大人になったらドラ１でカープに入りたい 山島 11

ひゃくてんがとれますように。 やまだ 6

学校の宿題を無くして欲しい やまだ　 8

ネコと犬が飼えますように 山田 10

一生幸せハピネス健康ライフを送れますように 山田 26

キムチ以外の漬け物を食べれますように やまだ　ひろし 12

ころながなくなりますように やまだあおい 6

ペットショップで働きたい やまだかんな 7

目がよく見えるようになりますように やま 7

いしゃになりたいです 山田季依 8

コロナがなくなりますように 山田季依 8

コロナがなくなりますように 山田太朗 11

あしがはやくなりますように。 やまちゃん 6

日本代表のサッカーせんしゅになれるようになりたい 山ちゃん 10

ポテトがいっぱいたべれますように。いいいえになりますように。
おかねもちになりますように。強くなりますように。

やまちゅう 7

ピアノが上達できますように やまっち 11

コロナがおわったら、かぞくでおでかけにいきたいです。 山手ゆうな 8

おかねもちになりたいな やまと 6

釣りにたくさん行けますように。 大和 9

10年後地球が平和でありますように 大和 10

平和な世界になりますように やまと 11

かせとがほしい やまとくん 6

プロやきゅうせんしゅになれますように やまね 7

スプラトゥーン３がほしい やまね 8

速く走れるように 山根鉄平
ロト一等当選してジャパネットクルーズに行く 山之内でがんす 27

ホームランを打てますように 山のぐっちゃん 12

ＨｉＨｉｊｅｔｓの作ちゃんに会いたい ヤマパン 26

コロナが収まりますように！ やまもっちゃん 11

コロナや、いろんなウイルスがなくなりますように やまもっちゃん 11

ウクライナとロシアのせんそうがおわってほしい。 山本 9

ぼくがみたいしんげきじょうばんえヴぁんげりおんが
きんようろおどしょうでありますように

山本歩弥 8

しょう来、友達といっしょに、ユーチューバーになれますように 山本杏果 10

大きくなってシェフになりたい 山本けん太 9

四葉のクローバを見つけられますように 山本澄玲 10

コロナがなくなりますように。 山本たく人 8

すぷらとぅんのかせっとをほしい 山もとまさと 7

げんきにいますように。 やまわきそうた 7

「スプラトゥーン３」がほしい。 やみくん 11

やもりのエサをばいにしてください やもりもみじ 9

嫌な事を嫌と言える人になりたい やん 31

キュアフィナーレになりたいな ゆあ 4

英語検定合格したい ゆあ 8

お金持ちになれますように ゆあ 8

コロナがなくなりますように ゆあ 8

えいごがしゃべれますように ゆあ 8

コロナウィルスがなくなってほしいです。 ゆあ 10

なにわ男子のコンサートチケットが連続でとれますように・ 結愛 10

将来、素敵な家庭をもてますように。 ゆあ 11

あめがふりませんように。 ゆあちゃん 7

コロナ感染が増えませんように ゆあっち 10



願い事 ニックネーム 年齢

これからもずっと家族みんなが元気で過ごせますように ゆあまま 34

じゅうどうのしあいでかちますように ゆあん０６２０ 8

コロナがおわりますように！ ゆあんにゃ 10

皆が幸せになりますように ユイ 11

アンパンマンにあえますように ゆい 1

ぬいぐるみがうごいてほしい ゆい 4

とびばこ６だんをとべるようになりたい ゆい 5

さかあがりができるようになりますように ゆい 6

さんたさんにあいたいです ゆい 7

けーきーやさんになりたいです。 ゆい 7

いいことばかりおこりますように ゆい 7

学校の先生になりたいな。 ゆい 8

コロナと戦争が無くなりますように ゆい 8

英語の発音が上手になりたい ゆい 8

コロナが無くなりますように ゆい 8

家族みんなで楽しくいられますように。 ゆい 10

将来ひとみしりがなくなりますように ゆい 10

友達とたくさん遊びたい ゆい 11

早くコロナがおさまりますように ゆい 11

早くコロナがおちつきますように ゆい 11

早くコロナがおさまりますように ゆい 11

ぱぱぴょんの病気が治りますように。 ゆい ㊙

ペットやさんになりたいです ゆい
早くコロナが終息！しますように ゆい
みんなが元気に過ごすことができますように ゆい
旅行にいきたいな！ ゆい
色々な争いごとがなくなりますように！ ゆい
無病息災 結 11

おひめさまになりたいです。 ゆいあ丸 6

ミッキーとプリンセスに会いに行けますように ゆいか 4

うたが上手くなりますように ゆいか 8

うたがあ上手になりますように ゆいか 8

うたが上手になりますように ゆいか 8

うたが上手になりますように ゆいか 8

うたが上手になりますように ゆいか 8

うたが上手になりたい ゆいか 8

ひとみりをなおせますように ゆいか 11

ダンスが上手になりますように ゆいき 10

母さんがなが生きできるように。 ゆいくん 9

あしがあやくないますように ゆいさん 13

ドーナツやさんになりたい ゆいたん 6

美容師になりたい ゆいたん 7

平和になりますように ゆいちゃん 5

ピアノがようずになれますように ゆいちゃん 7

ナイトドクターになれますように ゆいちゃん 8

苦手な教科が出来るようになりたい ゆいちゃん 8

ナイトドクターになりたい ゆいちゃん 8

ナイトドクターになれますように ゆいちゃん 8

友達と一緒にゆうえん地にいきたい！！ ゆいちゃん 10

コロナがきえますように ゆいと 9

せかいがへいわになりますように ユイト 10

Youtuberになってみたい。 ゆいと 10

おもちゃがたくさんほしい ゆいと
スプラトゥーン３がしたい ゆいとくん 4

たくさん楽しいことがありますように ゆいな 4

おかしやさんになりたい ゆいな 6

ぺっとやさんになれますように。 ゆいな 7

絵がうまくなれますように ゆいな 8

コロナにならず元気でいれますように。 ゆいな 9

かぞくみんなが、元気でくらせますように。 ゆい 9

ケーキ作りがうまくなりたい ゆいな 9

将来保育士になれますように ゆいな 11



願い事 ニックネーム 年齢

手話通訳者になりたい ゆいな 12

この世からウイルス病気がなくなりますように ゆいなまめ 10

おるすばんできますように。 ゆいねちゃん 6

プリンセスになりたいな ゆいは 4

プリンセスになりたいな ゆいは 4

推しのライブに行けますように ゆいぴー 11

運がよくなりますように。 ゆいまる 10

家ぞくがコロナになりませんように。 ゆいみ 9

平和になりますように ゆいもん 12

末永く寄り添って過ごせますように ゆいやん 18

テレビに出たい ゆいゆい 7

水族館の飼育員になりたい ユイユイ 11

家族が絶対ころなになりませんように ゆいり 9

戦争が終わりますように ゆいり 11

ブリとタイとマグロがつれますように ゆう 2

サンタさんがおもちゃをもってきてくれますように！ ゆう 3

みんながげんきになりますように ゆう 6

みんなえがおでいますように ゆう 6

きれいなうみ ゆう 6

ぴかちゅうにあいたい ゆう 7

うちの犬となかよく遊べますように。 ゆう 9

みんなが元気でいられますように。 ゆう 9

サッカーがうまくなりたい ゆう 9

コロナがおさまりますように。 ゆう 10

コロナが無くなりますように ゆう 10

サッカー選手になれますように。 優 10

１日でも早くコロナがしゅうそくしますように ゆう 11

USJに行きたい！ ゆう 16

やせたい ゆう 37

えが、上手になりたいです。 ゆー 8

パンダに会ってみたい ゆー 10

コロナがおさまって修学旅行大阪方面に行けますように。 添田優志 12

はやくいえがたってほしいです。 ゆうあ 8

頭がよくなり医者になりますように 優依 10

コロナがなくなるように ゆうい 10

運があがりますように 祐一郎 12

いつまでも健康で美味しいお酒が飲めますように ゆういちろう 51

いろいろなおもちゃがほしい。 ゆうー 7

家族みんなが健康でいられますように ゆぅか 30代

みんなをまもるヒーロー ゆうか 7

歌が上手になりますように。 ゆうか 10

しあわせになれますように。みんなが元気で高校に楽しく行けますように。 ゆうか 13

家族全員の健康と世界の平和 ゆうか 25

せがのびますように。 ゆうが 9

みんなが元気でいますように ゆうが 10

ドッチガうまくなりますように。 ゆうかく 8

恐竜になりたい ゆうき 4

ユーチューバーになりたい ゆうき 6

いぬがはやくおおきくなりますように ゆうき 6

よぎぼうがほしいです。 ゆうき 6

わにわにのきろがほしい ゆうき 6

ゆうちゅうばーになりたいです。 ゆうき 6

けいさつかんになりたいなりたい ゆうき 6

びいすくっしょんがほしい。 ゆうき 7

殺処分ゼロ ゆうき 11

お父さんがいる愛知県何度もいけますように。 祐輝 11

たくさんのきせきがおこりますように ゆうき 11

二度と戦争をしない。 ゆうき 12

推し活資金が欲しい！！ ゆうき 32

いきなりステーキが復活しますように ゆうき 35

馬が思った通り走ってくれますように ゆうき 36

こんな何気ない幸せがずっと続きますように♡ ゆうき 49



願い事 ニックネーム 年齢

ぱぱとたくさん話しておでかけして楽しく元気に一緒にいたいですね ゆうき 52

みんながいつも元気でニコニコ過ごせますように ゆーき 36

みんなの顔が見えるようになってほしい。志望校受かりますように ユーキャンスマイル 11

ようちえんのじゅんびをはやくやりたいな ゆうぐだいすき 5

家族が健康でしあわせでありますように 夕暮れの幸多かれ 25

大きく、運動が上手に出来るようになりたい ゆうくん 1

かめんライダーになりたい！サッカーがじょうずになりたい！ ゆうくん 4

サメのように早く泳ぎたい ゆうくん 4

ぶどうをたくさんたべたいな ゆうくん 4

さかあがりができるようになりたい ゆうくん 4

はやくみみがなおりますように。 ゆうくん 6

彼女が出来ますように ゆうくん 10

ソフトで広島県制覇する ゆうくん 11

世界中の人が笑顔になりますように ゆうこりん ？

Ｅ５はやぶさにのれますように ゆうさく 3

せかいがしあわせになりますように… ゆうし 5

柴犬をかえますように ゆうし 8

コロナがなくなりますように 佑次 11

受験に合格できますように 悠冴 11

せかいじゅうのみんながしあわせにくらせますように ゆうしょう 1

ユーチューバーになれますように ゆうしん 8

ほんもののピカチュウにあいたいな ゆーすい 6

アンパンマンに会いたいな ゆうすけ 1

けがしないように ゆうすけ 3

また、当たり前に人と人とが触れ合えるようになりますように！ ユースケ 33

ひこうきにのりたいな ゆうせい 2

うみへつりにいけますように。 ゆうせい 7

スイッチがほしい☆ ゆうせい 9

ユーチューバになりたい ゆうせい 10

動物びょういんのおいしゃさんになりたい 友成心春 8

ユーチューバーになれますように 友成心春 8

おまわりさんになりたいです ゆうた 6

おかねもちになりたいです。 ゆうた 30

すべり台をたくさんすべりたい ゆうだい 5

サッカーがうまくなりたいです。 ゆうだい 8

フォートナイトのプリペードカード9000円がふってくるように 西川雄大 10

じゆうにできますように ゆうたくん 7

警察になりたい ゆうたろうくん 7

家族が長く生きていけますように ユウタン 11

いつか、マスクなしで登校できますように！ ゆうたん 10

サッカーでスタメンが取れますように ゆうたん 13

スプーンやフォークを上手に使えるようになります様に♡ ゆうちゃん 1

よこはまのばあばのところにいきたいな ゆうちゃん 2

おともだちと毎日たのしくあそべますように ゆうちゃん 2

きてぃちゃんになりたい！！ ゆうちゃん 3

かいとうＵになりたい ゆうちゃん 3

ドンモモタロウになりたい ゆうちゃん 4

まいにちげんきでたのしくすごせますように ゆうちゃん 4

みんながしあわせにくらせますように ゆうちゃん 7

字がていねいにかけますよう。 ゆうちゃん 7

あかちゃんがすきなのでほいくしになりたいです。 ゆうちゃん 7

かん字をおぼえられますように ゆうちゃん 8

ダンスが上手になりたい ゆうちゃん 8

力がつよくなりますように。 ゆうちゃん 9

コロナがなくなりますように。 ゆうちゃん 10

ねずこがほしいです。 ゆうちゃん 11

ころながはやくなくなりますように。 ゆーちゃん 7

学校の先生になって、みんなと楽しくあそべますように。そして、 ゆーちゃん 8

みんなの願い事が叶いますように ユーチューブ 11

ヒーローズでゆう勝できますように！ ユーツー 11

広島付属福山に受かりますように。 ゆうっち 11

かぜが早く治って　ずっと元気にすごせますように… ゆうと 2



願い事 ニックネーム 年齢

ゆーちゅーばーになりたい ゆうと 4

やきゆうせんしゆになる ゆうと 5

ふつうのかめらがかえますように ゆうと 5

きょうりゅうのれごのおもちゃがほしい ゆうと 5

めたすたのひとになりたい ゆうと 5

マリオのぬいぐるみがほしいな ゆうと 5

ゲームがいっぱいできますように ゆうと 5

おかねもちになりたいです ゆうと 7

平和な世界になりますように ゆうと 7

ぷられーるがほしい。 ゆうと 7

さっかーせんしゅになりたい ゆうと 7

しょうらいのゆめがかないますように ゆうと 9

悪いことがこのよからきえてほしい ユウト 10

プロゲーマーになりたい ゆうと 10

世界のみんなが安全で平和にくらせるようになる ゆうと 11

お金持ちになってお母さんとお父さんに恩返しする。弟も ゆうと 11

みんなの未来が明るくなりますように 悠生 11

コロナがなくなりますように 優翔 12

ムキムキになれますように ゆうと 20

コロナになりませんように ゆうど 6

ゆにこーんにあいたい ゆうな 5

おおきいあいすがたべたい ゆうな 6

じぶりぱーくにいきたい ゆうな 6

コロナが早く終わってみんながしあわせになるよう ゆうな 8

コロナが無くなり自由な世界になりますように ゆうな 10

ハッピーになれますように！！ ゆうな 19

ピアノが上手になりたい ゆーな 9

アイスクリーム屋なりたい ゆーにゃ 3

英語でりなと会話ができるようになりたいです。 結陽 2

お父さんとお母さんと猫ちゃんで幸せにくらせますように。 有星アリス 10

かめんライダーになりたいです！！みんなげんきにすごせますように！ ゆうま 4

仮面ライダーギーツになりたいな ゆうま 4

ショベルカーのうんてんしゅになりたい ゆうま 5

プロやきゅうせんしゅになれますように ゆうま 8

コロナがなくなりますように 優真 10

トライアルがうまくなりたい ゆうま 10

友達と、いつまでも、仲良しでいられますように。 優真☻ 10

ポメラニアンがかいたい ゆうま 12

バイク欲しいっす！漢ならスーフォア！ ゆーま 19

彼女とずっと続きますように！ ゆーま 19

あおのプリキュアになりたい。 ゆうまちゃん 3

みんなで修学旅行にいけますように ゆうまる 11

何事も集中してとりくめますように！！ ゆーみん 17

よしくんの車がよくなりますように★ ゆーみん 38

微生物学者になりたい。 ゆう也 9

コロナウイルスがおさまりますように 侑也 10

ウルトラマンディカーにあいたい、魚をたべれるようになりたい ゆうやくん 4

コロナがはやくおわりますように ゆうゆう 8

はやく泳げるようになりたい ゆうゆう 10

天才バレーボール選手になりたい ゆーゆー 11

コロナがおさまりますように。 優蘭 10

アンパンマンになりたいなあえますように ゆうり 2

家族がコロナになりませんように ゆうり 7

みんなが元気に楽しく過ごせますように ゆうり 8

コロナがなくなりますように 優莉 12

たいそうせんしゅになりたい ゆうりん♡ 8

幸せになりたい ゆーりんちー 11

テストで良い点が取れますように ユー君 14

こねこをかいたい ゆか 8

頭がよくなりますように。コロナがなおりますように ゆか 9

コロナが終わりますように。 ゆか 9

コロナ終息 ユカ



願い事 ニックネーム 年齢

あの人と結ばれますように　がんばるど ゆかこ 21

友達たくさん出来ますように ゆかピー 10

わんちゃんがはやくきてほしです ゆかりん 5

せんそうをしませんように、 ゆき 6

すけぼーがほしいです。 ゆき 6

しあわせになれますように。 ゆき 8

英語が得意になりたい ゆき 8

12月までにコロナがおさまりますように(^o^) ゆき 8

いい毎日にしたい ゆき 8

せんそうがなくなりますように 雪 9

大きくなって、おいしゃさんになりたいです ゆき 9

絵がもっとうまくなりたい ゆき 10

ピアノで色々な曲が上手にひけますように。 ゆき 10

ダンサーになりたい 雪 10

いっぱいたべられますように ゆき 10

いい太鼓が手に入りますように ゆきえ 48

ウーパールーパーをかいたい ゆきだるま 7

アメリカでアナウンサーになる！！ ゆきだるま 10

コロナがおさまりますように。 雪だるま 10

いっぱいおよぎたい ゆきち 3

花火が見たい！！ ゆきち 3

将来お金持ちになれますように ゆきち 11

せんせいになりますように。 ゆきちゃん 7

ころながはやくおわりますように ゆきなちゃん 7

就職のきんむちを大阪にして下さい ゆきなっとう 21

はとじゅにみきさーがほしいな ゆきの 5

バレリーナになれますように。 ゆきの 6

おおきくなったらやくざいしになりたいな ゆきの 7

イラストレーターになりたい ゆきほ 11

みんなとなかよくしたい ゆきあくん 4

にじいろどらごんになりたい。 ゆこちゃん 7

おひめさまになれたらええな。 ゆこ丸 7

ベタのチェリーが元気になりますように ゆこゆう 10

100m走でオリンピックにでれますように 夢咲 12

トーマスになりたいです ゆず 3

おきくなたらだんすうまくなりたい ゆず 5

ともだちとあそぼ ゆず 5

しあわせになれますように ゆず 5

水泳で２きゅうになりたいです ゆず 9

はやくいえでそだてているさつまいもをとりたい ゆず 9

家族のみんなが毎日元気に楽しくすごせますように ゆず 10

身長が165cm以上になれますように。 ゆず 11

家族が長生きしますように ゆず 11

コロナがなくなりませんように ゆず 18

パン屋さんになりたいな ゆずき 4

あしがはやくなりますように♡ ゆずき 4

てつぼうできるようになりたい！！ ゆずき 4

アイスやさんになりたい ゆずき 7

おひめさまになれますように ゆずき 7

友だちがたくさんできますように ゆずき 8

おしゃべりがたくさんできますように ゆずくん 4

足がはやくなりたい。 ゆずち 7

おともだちといっぱいあそびたいです♡ ゆずちゃん 3

おいしいものいっぱいたべる♡ ゆずな 0

とびばこをじょうずにとびたい ゆずな 4

ペットショップではたらきたい。 ゆずな 9

またいとこにあえますように ゆず 6

本物のドラえもんが家に来ますように。 柚葉 9

健康で生きれますように ゆずは 18

ラジコンがもらえますように ユズヒコ 8

ねずこのふくがほしい ゆずほん 6

ロゼッタのにんぎょうがほしい ゆずぼん 6



願い事 ニックネーム 年齢

本を読んでかしこくなりますように ゆずぽん 8

コロナが無くなりますように ゆづる 9

テレビにでること。 ゆずれもん 7

テレビにでれますように ゆずれもん 8

部活でレギュラーになる！ ゆたか 17

世界平和 ゆち
まいくらをほしいです。 ゆちや 7

へあすたいりすとになりたいな ゆちゃん 7

家族としあわせにくらせますように ゆづ 7

みんながたよれるような人になりたい。 ゆづ 9

サッカーで県大会を勝つ ゆづ 10

お金持ちになりたい。 ゆづ 12

みんなが元気でありますように ゆっか 6

夢が叶いますように。かしこくなれますように。 ユッキ 11

むしをいっぱいつかまえたい！！ ゆづき 4

くれーぷやさんになりたいな ゆづき 6

けーきやさんになりたいな ゆづき 6

るんばがほしいです。 ゆづき 9

コロナがはやくおわってほしい。 柚月 9

コロナウイルスがなくなっていろいろなところに行けますように ゆづき 9

よぎぼうがはやくほしい ゆづき 9

成績がよくなりますように ゆづき 12

コロナがおさまりますように(^o^) ゆっきー 8

200年長生きしたい ゆっきー 10

コロナが早く終息しますように。 ゆっきー 10

みんなが幸せになれますように ゆっきーくん 8

コロナが終わってほしいです。 ゆっきちZYU 8

ユーチューブがいつまでも人気でいますように。 ゆっくりもこ 12

ヘリコプターのリモコンカーがほしい ゆっくん 9

みんなと仲良く一年をすごｈしたい ゆっこ 11

９月の大会で１００ｍ走で１位になりたい。１００ｍで１６秒台をだしたいです。 ゆったん 10

マチュピチュにいきたい ゆっち 30

＊＊＊＊（不明） ゆっちゃん 1

しんかんせんにのりたいな ゆっちゃん 2

ピアノがじょうずになりますように。 ゆっちゃん 6

おべんきょうがじょうずにできますように ゆっちゃん 6

りょこうにいけますように ゆっちゃん 7

かんごしになれますように。 ゆっちゃん 8

家族全員元気にくらせますように ゆっちゃん 8

大人になっても友達たくさんできますように ゆっちゃん 8

みんなが幸せにすごせますように ゆっちゃん 9

しょうらいのゆめのピアノの先生になりたいです。 ゆっちゃん 9

お肉がいっぱい食べれますように ゆっちゃん 10

ピアノをうまくできるようになりたい ゆっちゃん 10

パティシエになりたい ゆっちゃん 10

コロナが無くなりますように ゆづちゃん 7

ユナイトでブイズが全員出ますように ゆっぴ 10

中間テストで80点以上とれますように ユッピー 13

色々な曲をピアノでひけるようになりたい ゆっぴー 8

プロサッカー選手になりたい ゆっぴー 8

頭が良くなりたい ゆっぴー 9

みんなが元気に楽しく過ごせますように ゆっぴー 9

はやくコロナが終わりますように！！ ゆっめー 9

日本の賃金がもっと上がって、物価が下がりますように ゆでたまご 11

いい一日がつづきますように ユナ 7

モウサンかがそだちますように ユナ 9

おもいやりのある三の二にしたい ユナ 9

花火をみに行けますように　服もたくさんほしいなぁ。 ゆな 4

へいわがつづきますように。 ゆな 7

かぞくでおんせんにいけますように ゆな 7

へいわにしたい ゆな 8

もとまち高校に行きたい！！ ゆな 8
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コロナがなくなりますように ゆな 8

しあわせなりますように ゆな 8

ひまわり先生が元気な赤ちゃんうめますように ゆな 9

かなみちゃんとプールに行きたい ゆな 9

コロナがなくなりますように ゆな 9

花火が見れますように ゆな 9

野球がうまくなりたい ゆな 9

たのしい一年になりますように ゆな 9

ともだちがふえますように ゆな 9

べんきょうがうまくできますように ゆな 9

せんせいがいかないでください。おねがい ゆな 9

コロナがなくなりますように ゆな 9

成績オールAとりたい。 ゆな 12

バレーボールがうまくなりますように。 ゆなこ 9

おかあさんおとうさんとなかよくやりたいです。 ゆなちゃん 6

かみきりやさんになりたい ゆなちゃん 7

コロナが無くなって平和になりますように ゆなちゃん 8

計算がはくなりますように ゆなっぴー 10

お金持ちになってみんなを幸せにする ゆなぴー 8

ころながなくなったらともだちとりょこうにいきたい ゆなる 7

ともだちといっしょにすいぞくかんいきたい ゆなる 7

ぴあのとだんすがじょうずになりたいな ゆにこーん 5

ばとんとだんすがじょうずになりたいな ゆにこーん 5

ぷりきゅあのせいとかいちょうになりたいな ゆにゃん 3

なわとびがうまくなりますように ゆの 6

くだものをたくさん食べたい。 ゆの 10

ゲームが欲しい ゆのーぼー 9

るかりおのぬいぐるみがほしいです。 ゆのちゃん 6

毎日お腹いっぱいミルクを飲んで元気に楽しく大きくなれますように 優乃葉 4か月

コロナがなくなりますように ゆのん 7

小学校の頃の友達とまた会えますように！ ゆの姉 15

いい人と出会えますように ゆの姉 15

♡LOVE ALL SERVE ALL♡ ユパーダ 40

マイクラのプロになりたい!! ♡ゆはる♡
8歳
5歳
3歳

健康で幸せになりたい ゆみえる 32

ソフトボールせんしゅになれますように。 弓田 6

世界が平和でありますように♡ ゆみちゃん 4

世界一の幸せものになりますように ゆみちゃん 25

だがしやになりたいです。 ゆみちゃん
コロナウイルスがはやくなくなりますように。 ゆめ 6

みんながしあわせになりますように ゆめ 7

ユニバにいっておみやげをお友だちにあげたいです ゆめ 7

コロナがおさまりますように ゆめ 7

ラプラスの大きいぬいぐるみがほしいです。 ゆめ 8

まんが家になりたいです。 ゆめ 8

花火たい会がみれますように。 ゆめ 8

コロナがおさまりますように ゆめ 8

コロナが無くなりますように ゆめ 9

身長が伸びますように 夢 12

お金持ちになりたい。 ゆめ 12

ぽけるんTびぃさんにあいたい ゆめえん 8

大人になってかんごしになりますように。 夢香 7

かぞくみんなが元気でいますように ゆめか 8

コロナがなくなってユニバにいきたいな ゆめき 7

ダンスが上手になりますように。 ゆめ子 9

白馬に乗った王子様が現れますように 夢子 50

マリオに会いたいな ゆめちゃん 3

ミステリー小説を５冊買ってほしい。自分のお金は使いたくないです。 夢ちゃん 11

家族全員が元気でいられますように ゆめにゃん 12

幸せな人生でありますように 夢見る夢男 50
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音楽発表会でミスがありませんように ゆめりん 9

スイッチがもらえますように ゆめるん 8

ぽケルンTさんぜんいんにあいたいです。 ゆめるん 8

かん字がおぼえたいです。☆ ゆゆ 7

家族が幸せになりますように ゆゆうた 12

ゲームで神引きができますように ゆゆうた４６ 12

外国に旅行に行きたいです！！ ゆゆりん 9

家族みんなが笑顔いっぱいで過ごせますように ゆら 3

コロナがおさまってたくさんいとことあそびたい。 ゆら 10

スプラがめっちゃうまくなりたい ゆら 11

修学旅行に行って楽しい思い出が作れますように！！ ユラちゃん 12

ピアノが欲しい ゆり 6

ケーキ屋さんになりたい ゆり 7

やくざいしになりたい ゆり 9

やくざいしになりたい ゆり 9

走るのが速くなりますように ゆり 11

びようしになりたいです 悠梨愛 9

わるい人がいなくなってほしい ゆりえ 10

コロナになりませんように ゆりえ 10

どうぶつえんへいって　トラさんとさるさんをさわってみたい。 ゆりか 4

♡ ゆりか 4

字がうまくなりたい ゆりか 6

韓国に行って有名なおかしを食べてみたい！ ゆりか 11

イベントに家族全員でいけますように ゆりこ 7

やりたいことが見つかりますように ゆりごん 23

これからも、みんなと仲良くいっしょにいたい。 ゆりさん 11

早くコロナがおさまっていろんなところへ遊びにいきたいな ゆりり 5

両思いになれますように！ ゆりりん 14

コロナなくなりますようにおみこしかつげますように ユルユスチャーレルン 10

サッカーが上手くなりますように ゆんけるだお 12

おかねがたくさんちょきんにたまりますように ユンケルだお（♡) 11

家ぞくみんながしあわせになれますように。 ゆんちゃん 8

弁護士になりたい ゆんにゅん 8

コロナに負けず、毎日元気に過ごしたい！ 良い日だNA 10

マイキーになりたい ようじろう 6

母のガンが完治しますように ヨウスケ 17

エグゼイドになりたいな。 ようすけ 4

なわとびがうまくなりますように ようた 6

きんにくがいっぱいついてちからもちになりますように ようた 6

ロシアとウクライナが仲良くなりますように ようちゃん 5

ネコが飼いたい ようちゃん 7

プロやきゅうせんしゅになりたいです ようちゃん 8

おとし玉をたくさんもらえますように ようちゃん 9

明日腫れますように よーき 35

健康に明るく楽しく今後過ごせますように ヨーコ 83

億万長者になりたい。金持ちに！ よきこ 11

ニンテンドーswitchがほしい ヨグ 38

おおがねもちになりたいです。 よこ
コロナがおさまりいろいろな場所に自由に行けるようになりますように よこさん 12

おいしいものを食べて、家族が元気で笑顔で過ごせますように よこちん 36

算数がすらすらできるようになりたい。 よし 8

コロナが収束して、誰もが自由になんでも出来る日が早く来ますように よし 37

大学受験に合格し、恋を良い形で終われますように よしー 17

コミュ症が治りますように よしー 17

よしえプリキュアほしいです よしえ 4

しょうがっこうでまたともだちができたらな よしえ 6

毎日楽しく過ごせますように よしえ 40

希望もてる世の中へと～　誰もが輝ける時代へと～　明るい未来にします
世界平和～祈りをこめて

吉岡恵子 45

かっこいくなりたい よしおかしゅうと 4

広陵高校（母校）春センバツ出場 吉岡大樹 43

やさしいひとになりたいね よしおかひなの 6
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来年の映画の「スパイダーマングウェン」が家族と映画館でみれますように。 よしおさん 11

同級生よりゲームが上手くなりますように。 よしおさん 11

百このしろに行きたい 良樹 7

1日1日を人に迷惑をかけずに過ごせますように 好子 94

ハッピーに過ごせますように♡♡♡ 𠮷沢♡♡ 17

スプラトゥーン3がほしいです よしつぐ 5

水がきれいでありますように 吉永はると 11

パイロットになりたいです。 ヨシノ 8

ともだちがいっぱいできますように よしの 8

コロナがおさまりますように よしの 9

コロナがなくりますように よしはら 9

いっぱんしゅうろう出来るようにがんばりたいです。 吉原陸 19

お友達がたくさんできますように 吉原れいあ 10

旅行に行きたい よしひこ 65

ゲームがうまくなりますように よしひろ 12

コロナがおさまっていろいろなところにいきたいです。
しょうらいケーキやさんになりたいです。

吉村和かな 7

ピアニストになれますように よぞら 9

ソフトボールがうまくなり、キャプテンになれますように。 夜空 10

かわいいものにかこまれたいです。 夜空 12

しょくパンマンになりたいな よっくん 3

ゆうちゅうばとげまになりたいです。 よっくん
コロナがなくなれ ヨッシ 10

コロナがなくなりますように ヨツジ 10

コロナがなくなりますように ヨッシー 7

このまま元気に暮らせますように。 ヨッシー 8

コロナが早くなくなるように ヨッシー 8

さんたさんがこれますように ヨッシー 9

平和でありますように ヨッシー 9

コロナがなくなりますように ヨッシー 9

漢字のテストで100点取れますように ヨッシー 10

ペットと仲良くしたいです。 ヨッシー 11

コロナがなくなりますように ヨッシー
チェキがほしい ヨッシー 6

せかいいちかっこいいサッカーボールがほしい ヨッシー 9

医者になりたい よっしー 9

音楽と体育の成績をあげる ヨッシー 9

テストで100点とりたい ヨッシー 9

コロナがおさまりますように よっしー 10

オリンピックに出たい ヨッシー 10

ダイエットの成功 ヨッシー 50

願望成就お願いします よっちゃん 34

可愛い孫の顔を見ることが出来ますように よっちゃん 63

ヒットをたくさん打てますように よっぱら 11

コロナがなくなりますように。 よっぴぃ 11

かせっと十こほしい よねますけんすけ 7

ゲームがうまくなりたい よふかし 10

ネコを飼えますように よりいちひろ 8

バイフが正常に動きますように ヨンフォア 23

平和です。平和な日常！平和な日々！ ラ・フランス 59

コロナがおわりますように ラーメン 9

サッカーをうまくなりたい。一生リフティング らーゆ 9

ウクライナとロシアのせんそうが終わってほしい。 ラーラライーラ 9

ころながなくなりたいです。 ライ 11

かぞくがながくいきられますように。 ライオン 7

集中して勉強に取り組めますように。ともだちが沢山できますように。 らいき 4

健やかに幸せにすごせますように らいきち 42

でんしゃにのれますように らいくん 3

けんきゅうしゃになりたいです らいくん 7

くもやあぶない虫がいなくなりますように らいくん 9

さっかーがうまくなりたい　 らいたろう 9

４年のしあいでかつやくできますように らいち 9
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全ての国に平和が訪れますように らいちゃ 11

かぞくみんなで、りょこうにいきたいです。こうきゅうなほてる らいちゃん 6

かん字をていしこかけますように。 らいちゃん 8

マイゼンシスターズにあいたいです らいちゃん 10

さっかのしあいできんめだるをとりたい。 らいと 7

せんそうがなくなって世界がへいわになりますように ライトブルー 8

けいきやさんになりたい らいな 6

天下統一 らいにゃん 22

研究がはかどりますように らいの 33

せかいのみんなでいっしょにあそぶこと。 らいむ 9

無病息災 らいらい 19

りれーにつよくなりたいな らいる 5

覇気が欲しい ラオウ信者 39

まほうが使いたい らきゃ 9

考古学者になる らく 9

考古学者になりたい らく 9

りく上で全国1位になりますように。 らくちゃん 9

アメリカのホテルにとまれますように。 楽天崎たマン 9

ゲームうまくなれるように ラッキ7 10

おかねもちになりたい らっきーず ？

いっしょうねがいをかなえたい らっきょおやい 9

犬がかえますように ラテ 10

ラインのスタンプがもらえますように らな 8

まえとびが２００かいとべますように ラビ 7

インフレが正常になりますように ラビット 47

はまずしとまっくにいってたべたいです。 ラブパトリーナ 5

豊かで幸せな未来がきますように ラムちゃん
身長がのびますように ラムネ 10

APEXXプレデターになれますように。 ラムネ 11

フォーエイトに会えますように。 ララ 8

ゲーム ララ 10

あむろなみえみたいなかしゅになりたいです。 らら 8

お金がほしい ララ 10

歌手になれますように ららP 10

コロナ禍沢山の制限、我慢をしてきました。
子供達の笑顔がずっと変わらず続きますように

ラリゴまま 49

卒業式、入学式、運動会など当たり前の行事が当たり前に出来なかった
この子達に素敵な未来が来ます様に☆☆

ラリゴまま 49

コロナがなくなりますように。 らん 11

赤ちゃんが元気にうまれますように らんか 9

１等の宝くじが当たりますように らんちゃん 40

みんなしあわせになりますように。 らんらん 8

早く東京にいるお兄ちゃんに会いたいです。 らんらん 9

学園の子どもたちが自分を大切にして生きてくれますように らん姉ちゃん 23

せかいへいわ りｎ 10

プリキュアになりたいです りあ 4

サーリューワンのあいすくりーむやさんになりたい りあ 7

大きくなったらアイスクリームやさんになれますように りあ 7

サーリューワンのあいすくりーむやさんになりたい りあ 7

サーリューワンのあいすくりーむやさんになりたい りあ
ペットがほしいです りありみ 11

尾道の海がきれいになりますように。 りぃ 12

こころがきこえるようになりたいです。 リイ 6

コロナが無くなりますように りい 7

健康でいれますように りー 10

算数が出来るようになりたい りいさ 9

ひめかと一緒に歌手になれますように りーさ 10

大きくなったらポケモントレーナーになりたいです リーシャン 6

世界が平和になりますように りーち 8

宇宙から地球をみたいです りぃちゃん 7

つよい子になりたい！ りぃちゃん 8

ばーばーにあえますように りーちゃん 2
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弟となかよくなりたいです。 りーちゃん 8

カラフルピーチにあいたい！ りーちゃん 9

せかいがへいわになりますように☆ りーちゃん 9

友だちといっぱいあそびたい りーちゃん 9

いい１年になりますように☆ りーちゃん 9

たくさんあるいて　あそびにいけますように りーと 1

コロナが無くなりますように りいぬ 8

NHKで839-81が流れる リーボー 41

プリンセスになりたい！！ りぃりぃ 4

世界が平和になりますように りう 10

友だちといつまでも仲よしでいれますように！！ りえ 10

壮吾が無事に理学療法士になり　有花がすてきな高校生になるように りえ 47

旅行にいきたいな りえ
歌っておどれる芸能人になりたい！ リエユカ 10

おいしいものが食べたい りえ子 88

にいにいといっしょになかよくあそべますように リオ 2

マジマジョピュアーズのイベントと、おもちゃがほしいな♡みたいな♡ りお 4

おともだちとすいぞくかんとピクニックにいきたいな りお 5

かがくしゃになれますように りお 5

お天気キャスターになりたい りお 7

コロナがおさまりますように りお 7

コロナがおさまりますように りお 7

コロナがなくなりますように。 りお 9

全国大会へ行けますように。(テニス) 莉生 10

せんそうがなくなりますように。 りお 10

ルービックキューブがほしいです りお 10

ころなウィルスがなくなりますように。 莉緒 10

コロナがおさまりますように 莉緒 10

プロ野球選手になりたい リオ 11

おのみちがはんざいのない市になってほしい りお 11

遠距離にいる友達に会いたい りお 11

コロナがなくなってマスク生活が終わりますように。 凛桜 11

いぬがかえますように りおっち 7

リボンやさんになれますように♡ りおな 4

ころながおわってほしい りおる 7

せんそうがなくなりますように。 りか 6

これからも仲良く笑い合える家族でいられますように りか 37

毎日笑顔で過ごせますように、子供の夢が叶いますように りか 53

みんなげんきにしあわせにくらせますように。 りかちゃん 7

わたしはかんごしになりたいです。 りかちゃん 7

いじめのない世界へ行きたい リク 15

いっぱい遊んでいっぱい寝て元気に育ちますように、ピーマンも食べれますように りく 2

おかあさんとずっといっしょ りく 5

ころながおさまりますように。 りく 6

プロゲーマーになりたい。そして、おかねをたくさんかせぎたい。 りく 6

美容師になりたい りく 7

げえむをたくさんやりたいです りく 7

和太鼓名人になれますように 莉来 10

サッカー選手になりたいです。 りく 10

コロナのワクチンができてもう新型が出来ませんように りく 11

サッカーがうまくなりますように りく 11

早く走れるようになりたい 利空 9

そろばん１級になりたい 陸王 7

みんながげんきになりますように りくと 7

かんじをがんばりたい りくと 7

かっこいいおにいちゃんになりたいな 陸人 7

みんながころなにならないように りくと 7

ころながなくなるように りくと 7

さっかーになりたいな りくと 7

こくごがとくいになりますように りくと 7

字がきれいになりたい。 りくと 8

そらにすみたい。 りくと 8
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みんなのことをしてほしい りくと 8

字をキレイに書きたい 陸斗 10

プロ野球選手になって車屋さんになりたい。 りくや 11

おおきくなって　にいにといっしょにあそびたい！！ りこ 1

おともだちとなかよくあそべますように りこ 3

みんながげんきにすごせますように りこ 3

プリキュアになりたいな♡ りこ 4

ぷりきゅあになりたい りこ 4

シンデレラになりたい りこ 4

ユニコーンにのりたいな りこ 5

エルサになりたい りこ 5

リボンのカチューシャがほしいです りこ 5

たぶれっとがほしいです りこ 6

字がきれいになれますように。 りこ 7

コロナがおさまりますように 梨瑚 7

うちゅうひこうしになりたい りこ 8

うちゅうひこうしになりたい りこ 8

バザーのときにかとうさんと小川さんとたのしくやりたいです りこ 8

コロナがなくなってほしい。 りこ 10

早くコロナがなくなりますように。 りこ 11

バレーが上手になりますように。 りこP 11

けいたいをかえますように。 りここり 9

トマトを食べれるようになりたい りこぴん 12

パパ、ママがげんきでみんなが楽しくすごせますように りこらんど 3

早く、コロナがおさまりますように リコリコ 8

全てが上手くいきますように。健康第一で頑張ります りさ 20

ポケモンにあえますように リザードン 7

元気でいれる事♡ リザードンXD 8

如水館に受かりますように リス 10

如水に受かりますように。 リス 10

みんなが元気でいられますように リス 10

にいにといっぱいあそびたいな りず 3

パパママにいにだーいすき♡ りず 3

お金持ちになって有名人になって才能があって
そして家族が健康になれますように

理性 9

勉強がうまくいって夢が叶いますように りたぴこ 11

ボルダリングが上手にできますように えいちゃん 3

漢字を頑張りたい りちゃん 6

げんきいっぱいおおきくなれますように りつ 0

そとでたくさんあそびたい りつ 0

黄色い帽子のおじさんになって、おさるのジョージと一緒に遊びたいな りつ 3

ドラゴンときょうりゅうさんとあえますように りつ 3

みんなが健康ですごせますように りつ 55

みんなが元気でいれますように りづ 10

ころながなくなるように。 りっかちゃん 6

ケーキ屋さんになりたい りづき 7

ケーキやさんになりたい りづき 7

父にあいたい リック 30

コロナがおさまりますように平和におだやかに リツク 30

ウクライナが平和になりますように リツク 30

おすすが元気でいますように リツク 35

ラーメンをいっぱい食べたいな。新しいパズルも欲しいな りっくん 2

たくさんあそびたい りっくん 3

かめんらいだーのばっふぁになりたいな♡ りっくん 4

はしるのがはやくなりたいな りっくん 4

おおきくなったらさっかーせんしゅになりたい りっくん 6

コロナがなくなりますように。 りっくん 7

サッカーがうまくなりたい りっくん 12

だいすきなパンをたくさん食べれますように りつくん 0

おもちゃがほしい りつくん 0

ほいく園の先生になれますように りったん 10

プリンセスになりたいです りっちゃん 3



願い事 ニックネーム 年齢

くまさんちょうだい りっちゃん 4

楽しいことがたくさんできますように！！ りっちゃん 4

にちようびにあいすくりいむがたべれますように りっちゃん 7

バスケ選手になりたい りっちゃん 7

せかいのみんながコロナになりませんように りっちゃん 8

せんそうがおこらないように りっちゃん 8

文字がきれいになりますように りッちゃん 8

デザイナーになりたいな。 りっちゃん 8

はしがはやくなれますように りっちゃん 8

あしがはやくなれますように りっちゃん 8

コロナがなくなってほしい りっちゃん 9

しょうらいびようしになりたい りっちゃん 9

習字がうまくかけるように。 りっちゃん 11

習字の段や級が上がりますように りっちゃん 11

また、楽しく尾道に来れますように りっちゃん 21

しょうらいイケメンになってお金もちになって、プロ野きゅうせん手になりますように りっちゃんのサラダ 8

アンパンマンにあいたいな りっつ 2

ミニーちゃんにあえますように りっぴー 2

あたまがよくなりますように りとくん 5

クレーンゲームをつくりたい。 りとくん 6

みんな幸せに酢ごせますように！アゲアゲレモネード★ リトルサマーレモン
あしがはやくなりますように。 りな 9

オリンピックにでたい りな 9

ごはんお米とわたしが金賞になりますように りな 9

せいせきで、ぜんぶAになりたい りな 9

ほしすくいで３ことりたい りな 9

アンドロメダ座がみたい りな 9

じきゅうそう大会で10位より下になりたい りな 9

あたまがよくなりたい りな 9

ともだちがふえますように りな 9

コロナがふえませんように りな 9

コロナになりませんように りな 9

おうしざをみたい りな 9

やせたい25㎎に りな 9

先生の赤ちゃんが元気に生まれますように りな 9

バドミントンがうまくできますように りな 9

コロナがおさまって欲しい りな 10

コロナがなくなりますように りな 11

ラブラブでおれますように りな 19

金持ちになりたい。よろぴく 莉奈 ？

笑顔いっぱいの毎日でいたい りなすび 27

シンデレラになれますように りなちゃん 3

ばれりーなになりたい りなちゃん 6

ままがながいきできますように りなちゃん 7

犬がかいたい。 りなぴ 11

習字で金賞が取れますように りの 7

ころなかおさまりますように。 りの 8

水泳で一番になる りの 10

世界が平和になりますように りの 11

世界が平和になりますように。 莉乃 11

CAになれますように りの 11

大人気のケーキやさんになりたいです りのちゃん 9

将来のゆめがかないますように りのちゃん 10

ポケモン世界に行ってみたい。 リバイ 11

足がはやくはしれるようになりたい リバイスW 8

1日も早く平和な世界になりますように リビア 20

家でかっている、わんちゃんと、家族で楽しくすごしたい！
家族とりょこうへ行きたい

リホ 9

かけっこで　いちばんになりたいよ りほ 5

はなびがみたい りほ 6

りいさちゃんと仲良くなりますように りほ 8

コロナが早く収まってみんなの笑顔をたくさん見たい！ りほ 12



願い事 ニックネーム 年齢

中学校でも成績が保てますように りほ。 12

アイドルになりたい リボンちゃん 8

健康に過ごせますように。大好きな人にいつもいつも会えますように リマカエ 48

いつかそのうちそらをとびたい。 りみ 7

ケーキ屋さんになりたい りゆ 7

大きくなれますように りゆ 7

プロバスケット選手になれるように。 りゅ～た 10

せんしゃのおもちゃがほしい りゅう 5

じえいたいにはいりたい りゅう 6

アイスがいっぱいたべたい。 りゅう 7

コロナが無くなりますように りゅう 7

お金もちになりたいです りゅう 8

家族が長生きしますように。 りゅう 8

なわとびがじょうずになりますように りゅう 8

いろんなくににいきたいな りゅう 8

まい日どうぶつえんにいけますように りゅう 8

いろんなものをもらえますように りゅう 8

ぺっとをかえますように りゅう 8

野球がうまくなりたい 龍 9

長生きしたい 龍 12

尾道一番のキャッチャーになりたい りゅうおう 10

一試合でも多く活躍したい 竜王 10

甲子園に出たい 竜王 11

コロナがなくなりますように！！ 龍牙 11

お金持ちになりたい りゅうき 8

かぞくがけんこうにいられますように。 リュウキ 9

受験が成功しますように！ 琉球村・むら咲むら大好きな人 11

家族旅行にいきたい りゅーくん 9

成績が上がりますように りゅー
ラーメンやさんになれますように りゅうくん 7

はなびしたいな りゅうじ 4

たくさんおともだちができますように りゅうせい 6

おかねもちになれますように りゅうせい 7

プロ野球選手になりたい りゅうせい 8

しょうらいいしゃになりたい。 りゅうせい 9

ウクライナとロシアの戦争が早く終わりますように。 りゅうせい 11

県大会でベスト８にいけますように 琉生 11

おかねにこまらないようになりたい。 りゅうせい 12

たのしいことがたくさんありますように りゅうちゃん 3

スプラトゥーンのゆめがみれますように。 りゅうちゃん 4

スイッチがほしい。 りゅうちゃん 7

みんながりっぱな大人になりますように りゅうちゃん 9

体力をつけたい りゅうちゃん 9

元気に笑顔で過ごせますように りゅうちゃん・りょうま ２・４

お店で働きたい りゅうのすけ 9

家ぞくが友だちが楽しくくらせますように りゅうりゅう 8

プロ野球選手になりたい 竜王１９ 9

教員採用試験に合格しますように りゅっぺ 20

コロナがなくなって長生きできますように 凌玖 8

おかしやさんになりたい りよ 5

楽に金をかせぎたい リョウ 24

にんじゃになれますように りょう 6

アシがはやくなりタイ りょう 6

コロナがおわってくれますように りょう 8

水泳がうまくなりますように 凌 11

家族とともにいきる 涼 12

お金とゲーム部屋が欲しい りょう 13

愛媛のじいじばあばともっといっぱい会いたいな☆ りょうが 4

もっと楽しく人生になりますように。 リョウくん 10

コロナがおさまって欲しい りょうくん 7

みんなが充実した日々を送り、元気に過ごせますように 涼子 17

ソフトボールの大会で優勝する りょうご 11



願い事 ニックネーム 年齢

病気が良くなりますように りょうじ 66

ブラックゼンカイジャーになりたい りょうすけ 4

あしがはやくなりたい！ りょうすけ 5

りっぱな会社員になりたいです。 りょうすけ 9

10Kを50分だいで走りたい。 亨佑 9

カメがつかまえれますように りょうすけ 10

コロナがおわりますように 遼介 11

どうなつやさんになりたい。 りょうた 6

おかしをいっぱいたべたい。 りょうた 7

消防士になりたい りょうた 9

漢字を覚えたい りょう太 11

算数が出来ますように りょうたくん 10

ユーチューバーになりたい りょうたろう 8

かっこいいさくら組さんになりたい りょうちゃん 4

おおくわがたがとんできますように。 りょうちゃん 6

戦争がなくなりますように。 りょうちゃん 10

コロナがなくなり平和な町になりますように。 りょうちゃん 25

からてがうまくなれますように りょうと 8

コロナがおさまっていつもの生活ができるように りょうと 11

大金もちになりたい りょうま 6

ユーチューバーになりたい りょうま 6

キーマウスがほしい りょうま 8

オニシスターになりたい りょうや 2

世界のいじめのひがいがなくなりますように りょうりくん 10

幼稚園でお友達と仲良く遊べますように りょうりょう 4

カープのせんっしゅになりたい りょうりょう 6

ひ行きに乗りたい リョケ 10

休みが増えますように りょた 24

学習発表会までにリコーダーがふけるようになりますように リヨちゃん 10

パティシエになれますように。 リラックマ 7

あたまがよくなりたいです リラックマ 9

かぞくがしあわせになりますように りり 8

バレーボールせんしゅになれますように 梨 8

コロナがおさまりますように リリー 8

持久走大会で５位以内にゴールする事 りりー 10

おかねがほしいです りりにたおお 7

コロナが終わって病気が流行らないように リリララ 8

大会で1位をとれますように！ りりんが 12

ほいくえんのせんせいになれますように。 りん 6

コロナがなくなりますように。 りん 8

魚をさばけるようになりたい りん 8

小がたそこびき漁師になりたい 凜 9

お金を貯めたい りん 9

バレーボールが上手になりますように。 りん 10

プロ野球選手になる りん 10

パンダのぬいぐるみがほしい。 りん 10

家族が長生きしますように りん 11

コロナがなくなりますように。 りん 12

バスケ選手にんりたいです。 りんあ 9

コロナがなくなりマスクが外せますように 凜桜 11

プリキュアのおもちゃをください りんか 4

イラストが上手にかけますように りんか 9

イラストレーターになれますように りんか 9

中学受験に合格できますように 凜夏 10

早くコロナがおさまりますように りんか 11

たいこをたたきたい りんかい 7

べんきょうがじょうずになりますように。 りんく 6

はやくお話がたくさんできるようになりますように りんくん 3

ユーチューバーになりたい りんくん
修学旅行へ無事にいけますように。 りんご 5

ひこうきのそうじゅうしになりたい りんご 7

はーのちゃんとパン屋になる りんご 8



願い事 ニックネーム 年齢

コロナがなくなりますように りんご 8

コロナがなくなりますように りんご 8

お花やさんになりたい りんご 8

金もちになりますように。 りんご 9

りょこうにいっぱい行きたい。 りんご 9

宿題がなくなってほしい りんご 10

コロナがおわりますように りんご 10

コロナがなくなりますように。 りんご 10

コロナがなくなりますように りんご 11

家族が長生きしますように りんご 12

日本中の水族館巡る！ りんご 18

これからもあんぜんにしあわせしてながいきしたい りんごくん 9

家族が病気にならず長生きしますように りんごちゃん 10

コロナがなくなりますように　そしてみんなが笑顔になりますように りんごちゃん 12

推しに会えますように。BTS ARMY りんごですよ 11

恐竜を見に行きたい りんたろう 3

こううんがつづきますように りんたろう 7

まさとくんとしょうらいのゆめをできますように 倫太朗 9

サンタさんに逢えますように りんちゃん 3

だてまさむねになりたい りんちゃん 6

ケーキやさんになりたいです。 りんちゃん 6

ねこがいいこなねこがかいたい♡♡ りんちゃん 6

🐱かわいい♡ねこちゃんがかえますように りんちゃん 6

べんきょうがはやくできますように。 りんちゃん 6

どうぶつえんでうさぎにあいたいです りんちゃん 7

かんごしになれますように りんちゃん 10

れんぞくさかあがり りんと 5

かみさまになりたい りんと 5

視力がよくなりたい りんね 11

家族でハワイに行きたい りんパパ 43

コロナウィルスがなくなりますように りんりか 12

コロナがおさまって欲しい りんりん 6

コロナがなくなりますように。 りんりん 8

あたまがよくなりますように りんりん 9

お肉もしっかりたべれますように りんりん 9

コロナが無くなって欲しい りんりん 10

お金持ちになりますように。 りんりん 10

なんでもできる大人になりたい りんる 7

４年生になったらシンガポールに行きたいです。 り子 8

ころながなくなりますように。 むぎわらるふひい 6

お金もちになれますように。 モンキーDルフィー 7

みんなが平和にくらせますように 琉愛 10

ご飯がいっぱいたべれますように るい 1

わんぴいすのえいがにいきたいです。もう１回 るい 3

ディズニーランドにいきたいな。 るい 3

仮面ライダーになりたい るい 4

おべんきょうがんばりますように るい 5

ユニバーサルにいきたい。 るい 7

やぎが草をいっぱい食べて元気にそだちますように。 るい 8

ねこが2ひきほしい。 るい 9

大工さんか、かんごしさんになりたいです るい 9

人生成功しますように ルイ 11

友達とけんかが少なくなって、なかよくなれますように るい 12

みんながしあわせでくらせますように。 るいいじ 6

プロ野球選手になりたい るいえいえん 10

くるまやさんになりたいです るいき 8

プロ野球せんしゅになりたいです。 ルイジ― 8

好きな仕事がしたい 類司信者 12

大きくなったらピカチュウになりたい。 るいちゃん 4

ぱてぃしえになりたい るいちゃん 6

ころながなくなってほしいです るいるい 9

きのことりにいけますように るー 5
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フォーエイトに会いたい。 るー 11

いいことたくさんありますように るー 26

まりおかあとをやりたい。 るうく 6

コロナがなくなってみんなが幸せにくらせますように。 ルーチェ 8

大のトイプードルがほしい るうちゃん 7

水族館にいきたい るーちゃん 3

大人気ユーチューバーになっていろいろな人とコラボできますように るうちゃんでぇーす 10

お金が増えますように るーちん 18

かがくしゃになりたい るか 7

コロナがなくなりますように るか 9

コロナがおちついて、家族旅行に行けますように。 瑠花 10

きらきら海きれいだね・船で福山まで行きたい るかやん 92

そらをとべるようになりたい。 ルかリオ 6

ポケもんのせかいにいきたい るかりお 7

コロナが無くなりますように るき 8

修学旅行に行きたいです。 琉希 10

コロナがはやくなくなりますように るきあ 12

コロナがはやくなおりますように るしふあーブラさん 5

小さくてもよいので車をください るしるし
スプラトゥーン3でウデマエS+にいきますように るっきー
きのことりにいけますように るっく 4

休みが増えますように ルッパマン 10

おとしだま１０万円もらえますように。 るとっち 8

ずっと元気でいられますように ルナ 5

ずっと元気でいられますように ルナ 7

ケーキやさんになれますように。 るな 7

コロナがおさまって欲しい るな 7

受験が成功しますように絵の画力が上がりますように歌を上手く歌えますように るな 12

怪我をせず過ごせますように るな 12

お友達といっぱいあそびたい るなちゃん 1

元気いっぱいお友だちと遊べますように・・・☆ ♡るなちゃん♡ 3

しょうらいパテシエになれますように るなっち 10

羽が生えて耳としっぽがはえてほしい るなみい 9

りょこうに行きたいな るの 8

スイッチと携帯がほしい。 るぴよ 9

海賊王になりたいです。 ルフィ 7

コロナがおさまりますように ルフィ 8

ユニバーサルに行けるように。 ルフィー 7

りーさとひめかともっと仲良くなりたい るり 10

空手がうまくなりますように。 琉莉 11

べんきょうがうまくなりますように るりか 6

りょうりがうまくなりますように るりちゃん 6

高校受験に受かりますように るる 13

字がうまくなりますように。 るるる 8

コロナがおさまりますように。 るんるん 9

ぺっとしょぷのひとになりたい。 るんるん
みんなが楽しく幸せにすごせますように れ 22

楽しい毎日がすごせますように 手塚蓮人 11

コロナウィルスがなくなるようにこの世から消えますように。 レアスズメ 11

コロナがなくなったらみんながへいわにくらせますように れあっち 9

ベビーシッターになれますように れい 10

家族全員健康にすごす れい 10

みんなの願い事がかないますように。 れい 11

かん国に一回でも行けますように れい明ちゃん 9

いじめなどのことがなくなってほしい。 玲緒 10

コロナがおさまっていろんな所へ行けますように 礼花 10

みんなが元気に過ごせますように れいか 12

青山陸と武知にはさまれたい れいかせんぱい 22

ラジコンのきょうりゅうのティラノサウルスがほしいです れいくん 4

ポケモンになりたいです れいくん 5

せんそうがなくなりますように れいくん 5

ころながなおりますように れいくん 5
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みんながけんかもせずにしあ合のくらしになるように。 れいくん 9

皆、健康でありますように れいこ 66

サッカーがうまくなりますように れいし 8

サッカー選手になれますように 怜太郎 9

かしゅになりたい れいちゃん 6

ディズニーランドにいきたい。 れいな 4

算数のテストで良い点が取れますように。 玲奈 10

バレーボール選手になりたい れいな 12

漁師になりたい れいぴあ 12

プロのスケボーせんしゅになれますように。 羚矢 11

歌が上手に歌えるようになりますように。 れいれい 3

スライムになりたい。 怜和 8

中学受験でどこかに受かりますように レイン 10

早く上手にあるけますように れーもんど 1

大きな車が欲しい えお 6

算数のもんだいで計算がはやくなりたいです。 れお 7

コロナが無くなりますように れお 7

お金もちになりますように れお 7

コロナがなくなりますように れ央 8

あたまがよくなりますように。 れお 8

ピアノがじょうずになりますように。 れお 8

お金持ちになりたい れお 8

けいさつ官になれますように。 れ央 10

SDGsを守る人が少しでも増えますように 羚央 11

スケボーが上手になりますように。 礼緒 11

お金もちになる れおちゃーず 10

ゲームのフェス限をガチャであてたい レオニーゴ 11

つりめえじんになりたいです。 れおんくん 6

これからもずっと幸せでありますように レクサス 17

億万長者になりたい レジェンドボーイ 8

しなやかな社会になりますように レタス 61

お金もちになりますように。 レックス 8

コロナがおわりますように れっくん 6

ヒカキンにあいたいです☆ れっくん 7

料理が上手くできますように レッサー 11

世界からわるい病気がなくなりますように れっさーぱんだ 8

コロナがなくなりますように れっちゃん 7

お金が貯まりますように レッド 31

きゅうきゅうしゃのふうせんがほしいな れな 3

おばあちゃんのいたいとこがなおりますように れな 6

コロナがなくなりますように れな 11

野球選手になれますように レネゲード 8

足がはやくなれますように れの 7

金もちになりたい れの 11

ブイマックスがほしい レベル１１２ 12

いつもまでもうつくしいおのみちでありますように れみ 6

好きな人と付き合えますように レム 10

コロナがはやくおわりますように！ レモン 9

コロナがなくなること レモンのそせん 10

お金持ちになれますように レモンのそせんレイン 10

私はまいにち２コオートでしています。ときどきでて　ようせつしたいです レーチョンチュン 24

コロナになりませんように レレレウエた 11

USJに行きたい。マリオに会いたい れん 3

コロナがなくなりますように れん 6

大人になりたい れん 7

コロナウィルスがなくなってほしいです。 れん 7

まなちゃんとしょうらいけっこんできますように。 れん 9

いろんなカブトムシやクワガタにふれあいたい。 れん 9

コロナがおちつきますように。 れん 10

絵がもっとうまくなりたいです。 れんか 11

おおがねもちになりたい れんくん 6

サッカーがうまくなりたい れんくん 6



願い事 ニックネーム 年齢

たしざんとひきざんができますように れんくん 7

にんじゃになりたい れんくん
しゅりけんがほしいな れんくん
いいことありますように れんこん 10

お金がほしいです。 れんこん 11

シンカリオンのはやぶさになりたいです れんた 3

静岡のトーマスあいたい れんちゃん 3

かぞくとなかよくくらせますように れんっち 7

アイアンマンに会いたい！！ レント 4

みんながわらっていられますように れんと 5

マイクラのおにんぎょうがほしい れんと 6

できないことができますように。 れんと 8

おかねもちになりたい れん人 9

コロナがなくなりますように れんと 9

第一志望合格！！ れんと 17

ゲームがうまくなりますように メンれい 10

トミカの大きな車がいっぱいほしい れんれん 2

コロナが無くなりますように れんれん 8

ゲームがうまくなりたい れんれん 10

まだわからないです ロイ 26

みせをつげますように ロイド 8

うたをうまくなりたいです・ ロイドまん 7

フォールガイズを買ってもらえるように 労力 11

ネイマールやメッシに会っておしえてもらいたいです ローザス 9

たのしいことがあるように。 ロース 9

アンパンマン電車に乗れますようにいろんなアンパンマン電車をみたい ロールパンナちゃん 4

コロナが無くなりますように 6 11

パティシエになりたい りこちゃん 7

コロナがおさまってほしい ロコロコ 8

ステファンカリーのように遠くからシュートがいっぱいはいりますように ロサンゼロス 9

プロやきゅうせんしゅになりたいです。 ロズ 8

健康で楽しく毎日すごす ろすけ 63

ピッチングがうまくなりたい ロッキー 9

気候が安定しますように ロボ 28

ころながなくなりますように ロポ 10

昇進したい ロリコン大佐 20

サッカー日本代表 ロロノア・ゾロ 9

しょう来、サンフレッチェ広島のグランドでプレーできますように。 ロン 11

ショートスリーパーになりたい… ロングスリーパー 33

消防士になりたいです！ ろんくん 3

ポケモンのぬいぐるみがたくさんほしい！ わーかーずー 7

せんそうがなくなりますように わーちゃん 9

コロナになりませんように！ わーちゃん 9

友だちといっぱい遊びたい わーちゃん 9

フォーエイトのメンバーに入りたい わーちゃん 9

コロナ感染が落ち着きますように わーちゃん 11

絵が上手くなりますように ワイ 11

ユーフォの独奏曲が定期演奏会でやりたい！（すごいかっこいいやつ） ワイパー使いのドアマット 17

しゅくだいがなくなりますように ワイン 9

家族がいつまでもしあわせでいられますように 和音 10

もっと絵をうまく描きたい 若 11

友達と楽しくあそびたい わかピコ 10

ぜんぶのびょうきが、なくなってほしいです。 わかめ 7

世界平和 わかめ 11

よせますように わかもと 7

ちーちゃんとたのしくバス通園できますように 我が家のジャニーズ 2

マスクを外した生活が早くできるようになりますように わ牛タン 12

さっかーがうまくなりたい わく 7

おかねもちになりたい。 わく 7

すいみんぐが楽しめますように わく 9

三次の町にラウンドワンを！ わく 27

来年のドラフトこそ一位指名されますよーに！ わく 27



願い事 ニックネーム 年齢

コロナが無くなってもとにもどりますように さわ 12

まんがかになりたい わさび 9

水泳のテストで合格しますように。 わたあめ 12

北海道旅行にいきたい わたあめくん 9

いつか、3m級の魚が、つれますように。 わたくしざし 9

コロナがおさまりますように。 わたくしな 10

多肉植物がいっぱいふえますように。 わたくしめ 9

がっこうにおとうとがはやくはいってきますように。 わたし 8

家ぞくがしあわで、長生きしますように！！ わたし 10

尾道がとても平和な町になりますように。 渡邉　一爽 11

コロナがおわってユニバに行きたいです。 渡邉　紗菜 8

プリキュアのキュアプレシャスとキュアフィナーレになりたいな わたなべこう 4

自衛隊になれますように わたる 9

PS5がほしい ワタル 11

ソフトを頑張って、大人になったら楽しむ ワッカー 9

大きくなってプロやきゅうせんしゅになれますように。 わっきい 8

福山付属に受かり、ハッピーな人生プリーズ ワッキー 12

しあわせでいられますように わっきー 9

家族が病気にかからず元気に暮らせますように わったー 12

おうちにうさぎのあかちゃんがきてほしい わっちゃん 3

縄跳び検定１級をめざす わっちゃん 8

せんそうがなくなって、みんなびょうどうになりますように。 わっちゃん 9

BTSに会えますように わっちゃん 11

学校生活が楽しくおくれますように わっちゃん 12

やりたいことをみつける わらうかんけ 11

一人で過ごす時間が欲しい わらこ 12

コロナがなくなりますように。 わらびもち 9

戦争がなくなり、みんなが平和にすごせる世界になってほしい！ わらびもち 10

受験に合格しますように わらびもち 12

エスポにあいたい ワリオ 12

おおきくなったらぷろやきゅうせんしゅになりたいです わんちゃん 6

じゅくの順位が上がりますように わんちゃん丸 11

ケーキやさんになれますように。 ワンピース 7

コロナがおちつきますように わんわん 12

すとぷりのライブに行きたい！文ストグッズがほしい！ わんわんおむらいちゅ 10

推しと一緒に１日でいいからすごしたい ヲタク 11

国試に受かりますように ん 22

コロナがおわってほしいな んけいす 7

受験が成功しますように ンチャーリ 11

スプラトゥーン３がほしい。 久米 7

日本一周すること 牛すじ 18

コロナがなくなりますように。 悠杏 10

字が、きれいになりますように！！ 1.09 11

健康で過ごせますように 03 11

幸せになれますように 3.27 11

TikTokのフォロワーがふえますように 7 10

好きなことをしながら生計を立てられますように 7 25

宝くじをあてたい 8 11

これからも、友達と仲よく、楽しくすごせますように。 9.01 12

たくさんの友達と、仲良くすごせますように 9.23 12

カメックスが長生きできますように R
コロナがおさまりますように。 26 9

この１年元気に暮らせますように！ 37 11

平和でありますように！！いつまでも健康で美しくありますように！ 103 62

一生願い叶いますように 111 12

人権（170cm）がほしいです。 160cm 16

職につけますように。お金持ちになって遊べますように 230 11

修学旅行いけますように。 409 11

色々な役を違和感なく演じ分けられる声優になりたい！ 422 11

野球の大会で優勝したい。 1221 10

自学をいっぱいできますように 2345 8

サッカー選手になりたい 5555 9



願い事 ニックネーム 年齢

うんがよくなりますように 7265 10

続刊祈願 七四/二八 31

おだやかに過ごせますように 　 51

家族全員の健康 　　
ほいくえんの先生になりたい！！！！！ ？ 8

世界平和 ？ 10

みんなにしあわせになれますように！！ ？ 12

えいけん３きゅうにうかりますように ？ ？

かわいくなりたい♡ ？ ？

みんながげんきになるように ？ ？

戦争がなくなりますように ？？？ 11

おこづかいがもらえますように。 ？？？！！！ 8

ラグビーがうまくなりたい。そして中四国大会に行く！！ ？ネオネオ？

絵が上手になる！さんふじんかになりたい！
アンパンマンミュージアムに行く！

「sunyanko」 11

コロナがなくなりますように ＜^神^＞ 11

家族が平和にくらせますように ☆ 10

コロナが早くおさまりますように ① 10

英検1級合格できますように 1×に？ 11

平和でありますように １０００まんボルト 9

皆が穏やかに暮らせますように １８号 43

ほしい物が、もらえますように。 1ぱん人 11

コロナがなくなりますように 21さいこぶし 10

家族　親友　周りの人が少しでも幸せになれますように 2児の母 28

幸せになりますように ３号 11

２月のサッカー大会優勝したい ⑤星サッカーチーム 12

バレーボールがもっとうまくなりたい。 A 9

楽しく生きれますように A 10

来年も同じクラスになるように A 10

算数が出来るようになりたい Ａ 11

楽しいことが増えますように A 12

ジブリ美術館に行ってみたいです。 A 12

たくさん旅行しておでかけしたい A 25

コロナ終息してみんなで楽しく過ごせますように A 25

元気にくらせますように。 A
無事子どもが産まれてきますように A.D 38

小学校でおべんきょうをがんばりたい A.F 5

雷と花火の音が平気になりますように Ａ．Ｊ 4

今年が楽しく、明るく住ごせますように。 A.K 11

コロナがなくなりますように A.M 9

コロナがなくなる A.M 9

お金がたくさんほしい。 A.N 11

犬を飼いたい Ａ．Ｓ 10

家族がずっと元気でいられますように A＿A 11

家ぞくといっしょにいられますように。 A・R 8

かんごしになれますように！！ AA♡ 10

コロナウィルスがなくなるように ＡＨ 9

世界が平和になる。 aika 11

ペットのねこが長生きしますように🐱 Airi 11

コロナが収まり平和になりますように AiRi 12

子犬がほしい。 AK 10

友達と仲良く話すこと！ Akari18 10

平和な世界になりますように ＡＫＩ 8

楽しい毎日がすごせますように akiko 32

運が増えますように。 AKM 12

戦争やはんざいがなくなりますように Ako 11

お父さんとお母さんがなかよくなってほしい。 Ａｋｏ27ｒｉｎ 10

推しに会いたい ＡＭ 31

プロサッカー選手になりたい ＡＭＡＴＩＮ 11

パソコンがほしい。プロゲーマーになりたい。 Among-us 10

USJとディズニーランドに行けますように。 AN 11

ハイハイ卒業！ anne 1



願い事 ニックネーム 年齢

歯科衛生士になれますように Anon 9

ダンスが上手になれますように ANZI 9

ＡＭＡＮＧＡＳのアプリがほしいい ＡＯＩ 11

字がもっともっとうまくなりたいです AONE 7

学級委員としてみんなを、まとめられますように Ａｏｔｏ 10

りょう理がうまく作れるようになりますように。 AR321 8

ジミンシーに会いたい♡ ARMY 41

災害が起こりませんように ＡＲＭＹ 50

コロナが終わりますように！ Aruto 9

コロナがしゅうそくしますように。 AT 10

ずっと笑顔でおれますように AY 0

健康で幸せな生活を送れるように Ayaka 12

いとこのお姉ちゃんとお兄ちゃんに会えますように AYAMAMA 11

スマホを早くもらえますように☆ B 10

カセットがほしい。（笑） Ｂ.Ｒ.Ｔ（みや太郎） 10

健康で楽しく生きていけますように！！ Biah 37

コロナがなくなりますように。 bibi 8

パン屋さんになれますように。 BT２１ 7

BTSに会えますように BTS
色々な、歌手の人に、会えますように。 by　ミルク 10

ブルーインパルスに乗りたい。 cancamカボーン 10

長生きできますように。 cheese 12

元気にすごせますように。 chicken 11

誰もが幸せにくらすことができる世の中になりますように Chii 43

スナックゴルフをもっと上手になりますように Chinatsu 11

トゥワイスとワールドが踊れるようになりますように。 CHISA 10

キーボードがはやくうてるように。 chromi 9

世界が平和になりますように。 CT 10

くるまになりたい D 3

家内安全で世界平和であります様に Ｄ．Ｐｉｋａｐｉｋａ 50

水にごみがなくなってほしいです。 dai 8

千客万来商売繁盛 Decker
毎日楽しく生きたい。 DH 12

あたまがよくなりたい。 disu 10

みんなが健康でありますように DN 12

皆が笑顔でいられますように Dole 2

旅行にいきたい！ Ｅ.T 51

お小遣いがふえますように eay 12

東京の孫達にいつでも会いに行けますように Eiko 64

ころながおわりますように eita 6

スイングがじょうずにんりますように EITA 10

ダンスがうまくなりたいです。 ENA 7

おかしにつつまれたい。 F 10

小学校にいってもじゅんぺいとおともだちでいたい F.K 6

ピアノができるようになる F.S 6

カービィになりたい F-35A 11

プロ野球選手になりたい ＦＡＲＳＴ　ＳＴＡＲ 27

他のワンコと上手く仲良くなれますように ＦＲＡＮＫ 3

野球がうまくなりたい。 Fuya11 12

夏休みをふやしてー G 10

頭がよくなりますように。 G 13

季節に見合った安定した天候になりますように Ｇ 25

コロナが無くなりますように ＧＡＮＺＩＮ 11

ぼちぼちげんきでいられますように Gs（ジーズ） 12

平和で健康に過ごすこと。 GT 11

おかしをすきなだけ食べたい H 11

ロシアとウクライナの戦争がおわってほしい H 11

ホームランが打てるようになりたい H 11

いつもまでも世界が平和でありますように Ｈ．Ｉ 66

他人を大切にすることをお願いします Ｈ．Ｉ 66

交通安全命を大切にしていこう Ｈ．Ｉ 66

これから観光シーズン尾道に沢山の人が来ますように Ｈ．Ｋ 43



願い事 ニックネーム 年齢

いつまでも健康で過ごせますように Ｈ．Ｋ 43

サッカーの努力を諦めずにできますように Ｈ．Ｌ 11

彼が成長しますように Ｈ．Ｍ 18

家族が元気で過ごせますように Ｈ．Ｓ 10

息子と娘の受験がうまくいくように　合格 Ｈ．Ｓ 50

大金持ちになりたい Ｈ．Ｔ 11

バイクで日本一周 H.T 63

みんなの願い事が叶いますように Ｈ．Ｔ
世界が平和になりますように。 H.Y 11

みんなとワイワイしたい。 HAN 36

県大会で、１位になる。 Hana 10

また尾道にこれますように ＨＡＮＡ 21

USJの乗り物を全部乗りつくす！！ Hanon 11

ぜんそくがなおりますように。 HaYaTo 10

家族の幸せ ＨＡＹＳ 45

習字がうまくなりたい HH 11

銀行の利しが多くなりますように。 himao 12

今年は、コロナにかかりませんように！ Himi 10

きょうていせんしゅになれますように。 HINANO 9

ブリがつれて、友達にさばいてもらえるように Hinata 11

家族が幸せになりますように hinnnnnnnta 9

あの頃に戻りたい hirosuke 39

家族も友だちも元気ですごせますように ＨＭＴ
戦争や原子ばくだんかくへいきがなくなりますように ＨＯＮＴＹＡＮ 10

お金もちになりたい。 Hosya 8

ニンテンドースイッチがかえますように Hryo 9

東京に行けますように Ｉ．Ｋ 11

鍵盤ハーモニカが上手になりたい I.N 5

けいさつかんになれますように I.Y 5

てきとう太郎さんが、平和になりますように！！ iemon
ソフトボールでホームランを打てるようになりたい。 IH 11

家族と友達とずっと仲良く過ごせますように ILOVEふく 11

仕事が問題なく進みますように！！ INI 23

コロナがおさまりますように。 ＩＱ100のポテチ 11

頭がかしこくなれますように IRuka 9

天才の神になりますように IT 11

みんなが元気で長生きできますように IY 11

隣の事故物件が更地になりますように Ｊ 40

娘が志望校に合格 J.E 47

ピアノがひけるようになりたい J.M 6

五十肩が治りますように J.M 50

笑顔がｲﾁﾊﾞﾝ！ JOE 0

全員元気で修学旅行に行けますように。 JYK 12

大切にしてくれる人が現れますように Ｊｙｕｒｉ 26

新しいおうちで快適に過ごせますように Ｋ 2

スイッチがほしい。 K 9

ボールに回転がかけられますように Ｋ 10

50ｍ走を６秒で走れますように Ｋ 10

人生をねばり強く生きていきたいです k 10

おおがたトラックのうんてんしゅ K 10

ドッチボールが上手くなりたい K 10

もう二度と争いや戦争がなくなりますように。 K 11

中学校で楽しいくすごせますように。 K 11

これからの人生で幸せであふれますように！！ K 11

今年も幸せなことがいっぱいありますように。 K 11

家族が元気でくらせますように。 K 11

世界の核がなくなりますように K 12

コロナウイルスにかかりませんように K 12

コロナがはやくなりますように。 K 12

いいであいがありますように Ｋ 26

元気で生活できますように Ｋ 28



願い事 ニックネーム 年齢

一世一代の大勝負成功しますように Ｋ 29

ずっと健康でいたい Ｋ 33

東尾道に本屋を。東尾道にもっと居酒屋を K 39

健康で過ごせますように！ K ?

コロナがおさまりますように K
金持ちになれますように K 16

老後尾道に移住したい Ｋ＆Ｅ 40

これからも一緒に思い出をいっぱい作れますように… K＆R 39

キックボクシングで一番つよくなりたい K.H 6

ＵＳＪにいきたい Ｋ．Ｈ 11

毎日楽しく元気いっぱいに過ごせますように K.H 29

ピアノがじょうずになりたい K.K 5

小説家になりたい Ｋ．Ｋ 11

家族みんな健康で楽しく暮らせますように Ｋ．Ｋ 11

英検ができますように。 K.K 12

おかねもちになりたい K.M 6

幸せなことが訪れますように Ｋ．Ｍ 11

受験が受かりますよーに K.M 11

早く修学旅行に行きたいな K.M 11

家族がいつまでも元気でいれますように Ｋ．Ｍ 28

Knigh+Aのライブに行けますように。 K.M.E 10

コロナがおさまりますように K.N 10

元気で長生きできますように K.N 52

エナプのライブチケットが欲しい Ｋ．Ｏ 12

せいちゃんともっと遊びたい！！ K.R 10

アニメの世界に行ってみたい。（好きなアニメ） K.R 11

健康で過ごせますように Ｋ．Ｔ 25

幸せでいられますように。 k.urumi_ 11

家族が健康に過ごせます様に！ K.Y 37

チーム一体で野球が強くなりますように K・K・S・H 11

受験に合格しますように。 kado 11

ドーナツ屋さんになれますように KAEDE 10

ダンスがうまく踊れますように。 Kaho 11

ぴあにすとになれますように Kaho ？

家族が健康に笑顔いっぱいの楽しい生活がつづきますように。 kakanga 11

コロナがなくなって世界中の人に幸せがお起ますように。 KANNNA 11

ユーチューバーになりたい ＫＡＯＲＵ 10

家ぞくがみんな元気ですごせますように karen 8

コロナが終息し、心身が安らぐ世の中になりますように KAZU 39

甘いチョコレートをたっぷり食べて大きくなりたいな♡ KAZUHA 3

毎日健康でにいられますように KAZUSHI 10

健康でいられますように kazushi 10

プロ野球選手になりたい ＫＥＩＭＡ 10

今を大切に過ごせますように kensuke 38

身長がのびますように。 Ｋｉｎ-gin 10

試験が受かって医者になれますように。 kirara 10

コロナになりませんように。 kiti 10

いさやま先生に会えますように KK 1

みんなが平和にくらせますように Kn 11

いっぱいともだちができたい koha 8

バレーせんしゅになれますように。けんこうで、いられますように。 Koharu 9

さかあがりができますように koki 7

みんなに幸せが訪れてすごせますように koko 10

平成フラミンゴのNIKOちゃんとRIHOちゃんに会いたい KOKOITI 8

サッカーがうまくなれるように。 kokoro 9

おおきくなりたい ＫＯＭＢＥＩ 2

チームで全国大会にいけますように KON9KU 10

プロ卓球選手になりたいです KOU 11

わたしのゆめはダンサーになることです Ｋ－ＰＯＰ 9

フォロワー数とチャンネル登録者数が１億人のユーチューバーになりたい ｋｒｉヘビ1001 9

これからの人生が大成功しますように。 ｋｔ 11

友達がもっとふえますように kudawa 10



願い事 ニックネーム 年齢

家族みんなで笑顔でずっといられますように Kura 13

世界平和 KURA-KURA 20

グーグルプレイカード10000円をください kuwaちゃん 9

この世界がへいわとえがおであふれますように。 Kくん 10

野球がうまくなりたい L 12

作家と歌手の仕事をしたい ＬＥＮＯ 9

推しのガチャをしたい ＬＥＯ　ＮＥＥＤ 11

オッパの兵役がなくなりますように Leyu Laimi 9

コロナが終息して尾道に活気が戻りますように Loverlyおのみち
I hope we will be peaceful lucky 47

コロナがおさまって、みんなが健康にすごせますように。 M 10

コロナがなくなりますように M 10

しあわせになれますように ｍ 11

平和な世界へ Ｍ 12

ｽﾌﾟﾗ３がほしい Ｍ 12

家族がずっと健康でいられますように。 M 12

これからも友達に仲よくできますように M 12

けんこうでいられますように！！ ｍ 12

交通安全　体力向上 Ｍ 19

ぬいぐるみがもらえますように M 20

子どもたちに笑顔を届け、広島で一番有名になる M 34

自由に旅行できる世の中に ｍ 35

長寿 ｍ 35

2人の生活に愛が溢れますように Ｍ＆ＳのＳ 33

母さんと父さんが長生きできますように。 M,Y 8

けいさつかんになれますように M.H 4

れんぞくさかあがりとれんぞくまえまわりができるようになりたい M.H 5

小学校でおべんきょうをがんばりたい M.H 5

歯医者さんになりたい M.H 5

おおきなひこうきみにいきたい M.I 2

試合にたくさん出れますように M.I 11

ゴルフが上手くなりますように！ M.K 30

ピアノが上手になりたい M.M 6

来年もいきてますように Ｍ．Ｍ 60

ダンスを上手になりたい Ｍ．Ｏ 10

早くコロナがおさまって友達と遊びたい M.O 10

ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのメンバーにあいたい Ｍ．Ｒ 11

美味しいご飯がつくれるようになりたい M.S 4

れんぞくさかがりができるようになりたい M.S 5

ダンスを上手になりたい Ｍ．Ｓ 11

ニンテンドースイッチを買ってもらいたい M.T 9

世界で戦争がなくなり幸せにくらせますように M.T 10

みんなが今年元気でいられますように。 M.T 11

家族全員幸せでありますように Ｍ．Ｔ 11

来年バスケで県大会に行きたい M.T 11

おおなわとびが１００回とびたい M.Y 4

家族みんなが事故なく、健康でいれますように。 M.Y 10

これからサッカーの試合で活やくできますように。 M.Y 11

もっとサッカーが上手くなりたい！ M・S 11

学校の先生になれますように MAAR 8

コロナになりませんように。 MAHIRO 10

たくさんの大会で１位をとる！ MAI 11

やきゅうせんしゅになれますように MAKARONI 10

第２子を授かり、みんな健康でいられますように♡ makitan
アラ
フォー

しょうらいユーチューバーになりたいです。 MAKO 9

せんそうがないちきゅうになれますように。 mami 10

全国大会で優勝できますように Mao 9

みんな元気で長生きできますように Maro.m 12

この日本がずっと平和でぼくたちが健康に過ごせますように。 mars-crazy 11

絵が上手になりますように。 MAY 11

マインクラフトがほしいです。 mayu 8



願い事 ニックネーム 年齢

幸せな毎日になりますように ＭＡちゃん 10

コロナがなくなりますように MAちゃん 10

コロナがなくなりますように MAちゃん 10

Yuiにすぐ会えますように Meg 21

とかげがかえますように。 ｍｅｉ 10

調理師免許がとれますように。 Mｅｉ 11

コロナが早く終そくしますように！！ Meina 12

将来の夢がかないますように。 MEIREN210 11

アンパンマンとプリンセスになりたいな。 MEISA 2

理科の授業が得意になりますように ＭＩ 12

お金持ちとけっこｎできますように ｍｉ 21

平和がつづきますように！ Mi-(´・ω・｀) 9

尾道という街が誰かの　心に寄り添い続ける街であり
皆が1日を大切に過ごせます様に。

michelle 36

勉強、スポーツを頑張りたい ＭＩＩ 12

おかねもちになれますように。 Mikuru 10

赤ちゃんが無事産まれてきますように MIKA 36

ラッキーなことがおこりますように MIKURU 10

おこづかいがいっぱいもらえますように。 Minato 9

水族館の飼育員になりたい minato 10

コロナがおわりますように。 MIO 8

宝くじがあたりますように MIO 10

ダンスがもっと上手になりますように MIO 10

バスケせんしゅになれますように。 mirei 8

身長が高くなりますように。 MIYU 10

ダンスがうまくなりますように Miyu 10

保育士の先生になりたいです。 Miyu 11

不自由なくくらせるくらいの金をくれ ｍｉｙｕ 19

野球やサッカーを見に行きたい。 MJ 11

将来健康で過ごせます様に ＭＫＡＯ 5

コロナが早くおさまってほしい。 MLB好き 11

しょう来かぞくといっしょに、くらせますように MM 11

ピアノが上手になりたいです。 MN 11

絵がうまくなりたい Ｍｏｋａ 11

ふーちゃんが見つかりますように ｍｏｋｏ 35

戦争のない世界になりますように ｍｏｋｏ 35

海外に気がるに行けるようになったらいい ｍｏｋｏ 35

コロナがおさまり、世界が平和になりますように。 MOMO 10

今年は楽しく過ごしたい momo 28

瀬戸田小の人とぜんいんと仲のいいけんかがないようにしたい MR 10

ゲームを買ってもらえますように Mr.KK 11

宿題なしにする。 Mr.SOU 11

ロシアとウクライナの戦争が終わりますように Mr.おつまみえんどう豆 10

頭が良くなって算数が得意になりますように。 Mr.おにぎり 12

お金持ちになりたいです Mr.悠真 11

飼っていたイモリが帰ってきますように ＭｓＵＹ 11

たくさんお金たまれますように ｍｕｏ 20

ダンスがもっと上手になりますように my 9

絵がうまくなりますように！ My 9

コロナがすぐなくなりますように！ My 9

英語をもっと言えるようになりたいタイです。 MY 11

健康に生きられますように ＭＹ 12

健康に過ごせますように。 Mさん 10

ペットが長生きするように N 10

友達を増やしたい。 n 10

コロナがなくなりますように N 10

家族が健康でありますように Ｎ 42

さくら、はるとの健やかな成長 N 45

世界平和 Ｎ 50

コロナが早く終息して好きなところに旅行に行けますように N 51

運動会と発表会が無事に行われますように N 51

このまま充実した日々が続きますように N 51



願い事 ニックネーム 年齢

元気に定年まで働けますように N 51

卒園までぞう組のみんなと一緒に楽しい思い出がつくれますように N.C 21

小学校にいってもかなたくんと一緒にあそびたい N.J 5

ダンスを上手になりたい Ｎ．Ｋ 10

家族の健康 Ｎ．Ｋ 35

資格が取れますように Ｎ．Ｋ 38

ソフトボールで長打を打てますように。 N.R 10

ママいつもありがとう　いつまでも元気でいてね N.S 5

はながもう少し高くなりたい N.S 11

学校が楽しくなりますように。 N.S 12

空手の全国大会にでたい。 N.Y 10

コロナが早くなくなりますように！ N.Y 11

コロナがなくなりますように N.Y 11

色々な試合で勝てますように。 N_R 11

バスケが上手になるように。 NA 12

早く20才になって酒をのめるようになりたいです。 namazusi 12

料理がうまくなりたい。 namirin73 9

バレーのトスがうまくなりたい。 Nao 10

子供が連絡くれますように ｎａｒｉ 59

ユーチューバーになりたい ＮＥＡ 8

世界平和 ＮＥＩＴＯ 11

1年間健康でいられますように。 NINA 10

制限無く海外旅行にいけますように ＮＩＮＮＩＮ
音楽発表会の楽器が上手に出来ますように NISMO 11

エンジニアになりたい NM 9

コロナがおさまりますように。 NOA 8

家ぞくが元気でなかよくいられますように。 Noa 8

推しにあえますように ＮＯＡ 11

聖遺物厳選成功しますように Non 16

子供達が楽しく過ごせる明るい未来になりますように ＮＯＲＩＫＯ 40

祝！パチンコ勝ち！ ｎｏｖｅｍａｒｋⅡ 25

病気が治りますように ＮＰＨ 36

みんなが元気にいれること NR 10

青春ができますように！！ NRNA 11

ＰＳ５がほしい ＮＸ 10

なかよくなれますように O 10

コロナになりませんように O 10

毎日元気いっぱい笑顔いっぱいに過ごせますように O.H 23

大きくなったらマンガ家になりたいです。 O.I 7

れんぞくさかあがりとれんぞくまえまわりができるようになりたい O.K 5

さかあがりできますように。 O.Y 4

ピアノをがんばりたい O.Y ？

コロナが終わりますように。 O・H 9

コロナウイルスがなくなりますように。 O・K 8

攻められず、毎日楽しくお仕事できますよーに OB 53

平穏で平和で健康で安定した家庭が築けますように！ Officialお値段dism 36

バドミントンがもっと上手になりますように。 oha-p 10

コロナが消えてくれますように（マジで） OK！つーちゃんだよ！ 11

社長にうちゅうひこうしの一番えらい人になれますように 　oka 10

毎日健康でいられますように。 Oka Kzushi 10

トップユーチューバーになりたい。 OKUMOTO 9

この僕の愛の真ん中にはいつも君がいて…出会いに感謝 One 36

みんんが健康で、長生きできますように Onomichi！ 10

健康に過ごせますように ＯＲＩＨＩＭＥ 50

パパとたくさん遊べますように OTOちゃん 1

ことしも元気に過ごせますように。 OU 11

子供達がのびのびと暮らせる世の中になりますように ＰＡＰＰＯＩ 52

50ｍ走7びょう出したい Pasty 11

みんなが幸せになりますように ＰＡＹＰＡＹ 27

コロナがおさまりますように！ PEANUTS 10

＼横浜優勝／ perfectway ヒミツ

バレーボールが上手になりたい ＰＯＰ 8
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ウルトライケてる彼氏が欲しい ＰＯＰ 17

ゲームがいっぱいできますように。 PS5 10

コロナにかからなくなる薬がかいはつされますように PSY 11

コロナがおさまりますように Ｑちゃん 10

コロナがおさまりますように Qちゃん 10

コロナがおさまりますように Qちゃん 10

推しがいる素晴らしさで心がうるおいますように Ｑちゃん 47

コロナがはやくおさまりますように。 R 7

ほしにのりたい R 8

ピアノコンクールで金とってコロナがおさまって絵がうまくなりますように Ｒ 10

ユーチュウバーになれますように R 10

コロナが、早くおさまりますように。 Ｒ 10

推しに会いたい。 R 11

今年１年、みんながけがなく過ごせますように R 11

自分の好きなようにできますように。 R 11

☆コロナにかかりませんように☆受験成功しますように R 12

愛犬が急に空を見つめながら吠え始めるのをやめてくれますように、、
ただただ怖いので

R 20

はやくそこそこ動いても汗をかかないくらい涼しくなりますように R 20

食べても太らない体がほしい！ R 20

秋の味覚（特にナシ、ブドウ、栗）をたくさん味わえますように R 20

背が1㎝縮んだぶん元にもどってほしい R 20

給料が増えますように Ｒ 30

お金持ちになりたい Ｒ．Ｋ 10

お金持ちになりたい！ R.K 41

あの子が振り向いてくれないかなー R.M 9

僕も星みたいに輝きたいな R.M 9

世界一のゴールキーパー R.O 10

コロナが無くなりますように Ｒ．Ｔ
コロナが無くなって欲しい Ｒ．Ｗ 11

ゲームの時間が無制限になりますように R301カービン 12

ゆめがかないますように Rai 11

さいきんはつばいされたケータイがほしいです。 Raika 9

戦争が起きませんように。 Ｒｅｉ 11

みんなが元気にいられますように REMI 8

コロナにまけないように元気に過ごせますように Ren 10

金ほしいです。よろ！ ria 10

コロナが終わってみんなでお祭りに行けますように。 Ria 11

調理師になれますように。 ＲＩＡmaru 10

ユーチューバーさいせいかいすうがふえますように RICO 7

このコロナ禍でも皆に沢山のHAPPYが訪れますように Riiyan 36

千本ざくらが上手にひけるようになりますように Riko 10

みんな笑顔で ＲＩＫＵ 12

リムル＝テンペスト-Ultimate　Verｰがほしい ｒｉｍｕｒｕ676 12

いろんな国に行きたい RIN 10

図工がうまくなれるようになる。 Rina 10

みんなが健康でいられますように RINGO 10

みんなが幸せになりますように Rino 10

中学校友達がたくさんできますように ＲＩＯ 11

ダンスが上手になりますように Rio 11

テニス選手になりたい。 risyu 11

世界に戦争がなく、平和になりますように Rizu 10

サッカーが上手になりたい。 RK 10

友達ともっと仲よくなれますように。 RN 11

家族みんなが健康にすごせます ＲＯ 12

世界１すごいバッターになりたい。 RUIRUIRUUUUUU 11

フットのしあいで、かてますように。 rukatyan 8

病気にならない ＲＹＯＲＹＯＨＡＵＳＵ 9

せが高くなりますように Ryosuke 12

世界中の人が幸せになりますように。 ryuma 11

ポケモンのゲームがほしい。 Rさん 10

平野くんに会えますように Ｒちゃん 10
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世界が平和になりますように Rちゃん 12

足が速くなりたいです 井上凛香 9

中学受験に合格しますように Ｓ 11

元気になりたい。 S 11

フットベースボールでホームランキッカーになりたいです。 S 11

西田選手に会えますように Ｓ 12

ともだちとなかよくできますように S 12

修学旅行にいけますように！ S 12

友達とずっと仲良しでいられますように。 S
コロナがなくなって、マスク生活がなくなりますように S.A 12

じょうずにおよげるようになりたい S.C 5

家族みんなで元気にすごしたい S.K 5

新型コロナウィルスが早く収束し尾道の町が活性しますように Ｓ．Ｋ 44

マスクが取れ平穏な生活にもどれますように Ｓ．Ｋ 75

ロシア・ウクライナの戦争が早く終わりますように願っています Ｓ．Ｋ 75

なわとびを１００回とびたい S.M 4

大きくなったらかぜのたにのナウシカになりたい S.M 5

将来の夢がかないますように Ｓ．Ｍ 10

おおなわがいっぱいとべますように S.S 5

みんなの願いが、かないますように。 S.S 12

こども園のみんなが人生を楽しく送れますように S.S 41

ワールドトリガーのまんががほしい S.T 10

尾三リーグ優勝 S.T.E.O 12

バレーの試合で良い結果が出ますように Ｓ．Ｙ 11

運がよくなしますように S・H 10

みんなが元気でいられますように S17136 12

英検が合格できますように ＳＡ 12

きょうりゅうになりたい！！ SAARAH 3

ヘッドホンが欲しい SABO 7

世界一周したいです SAE 11

弁護士になってタワマン住めますように Sahooo 13

世界が平和になって、コロナの薬が開発されて、世界旅行にいきたい ＳＡＫＩ 9

お金とプリペイドカードがほしい SAM 11

さかなつりのふねのヤンマーex46がほしいです samekanau 5

無事単位取得して卒業できますように ｓａｍｉｒｅ 20

世界中の皆が幸せになりますように SDBs 12

英検３級の筆記と面接に受かりますように Sebuuuun 10

ヒカキンになりたい。 SEIKINN 12

世界が平和になりますように Shiho 10

電車の運転士になりたい Shinkaisoku 9

家族が幸せで元気に過ごせますように。 SHIORI 10

のぶ君とずーっと一緒にいられますように ｓｈｉｏｒｉ 23

コロナがなくなりますように Shun 10

プロダンサーになりたい。 Sion 10

卓球の全国大会に出場したい ｓｋｉｎｎｙｍａｎあっくん 11

いつか付き合えますように。 SNOOPY 11

消防士になりたいです。たからくじで100回当てたいです ＳＯ 10

コロナがなくなってみんなが元気になってほしい so- 11

じいちゃんが元気になりますように
コロナが落ち着きますように
野球選手になれますように

ＳＯＲＡひょう 10

料理ができるようになりますように。 SOSUKE 12

修学旅行に行けますように Spring 16

算数で１００点をとれますように！韓国語がしゃべれますように！ SR 10

テストで100点が取れますように。 ＳＲ 11

コロナと戦争がなくなりますように SS 9

コロナがおさまりますように ｓｔｏｎｅ 10

楽しい人生を送れますように Summer 15

コロナがおさまりますように Suzuha 9

彼女が出来ますように♡ Syunmasu！ 13

野球部が県大会にいけますように Syunmasu！ 13

今ある幸せが壊れませんように Ｓくん 15
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世界平和 Ｓ平 31

じぶんのスイッチがほしい。 T 6

平和になりますように T 8

友達がたくさんできますように T 10

コロナが無くなりますように Ｔ 12

尾道の端代がなくなりますように T 35

月収のいい会社に就職できますように
T,

ヨシザウルスニムンチャクッパス
10

プロサッカー選手になりたい Ｔ．Ｅ 10

とびばこの４段と３段がとびたい T.F 4

おかあさんになりたいです T.K 4

カレーを美味しく作れるようになりたい T.K 5

USJにいきたい T.K 6

ドーベルマンをかいたい T.K 6

仕事の技術を向上したい Ｔ．Ｍ 42

元気でたのしくすごせますように♡ T.N 3

家族みんなが健康で過ごせますように T.Ｎ 61

おともだちがいっぱいできますように T.R 5

足が速くなりたい Ｔ．Ｕ 11

すてきなお姉さんになりたいです T.Y 5

商売繁盛！ T.Y 67

みんなが健康で過ごせますように。 T.Y 67

平和でありますように Ta 10

世界中の皆んなが、平和で健康な世の中になりますように……
ただそれだけを願います…

Takao  Mutsuko 53

おいしい物がい〜っぱい食べられますように Take 11

肉しか食べたくない tamami 14

アンパンマンに会えますように tamatama 8

ゲームがかえてきまくように TAたいし 8

バイク欲しい ｔｅｎ 49

猫ちゃんたちにかこまれてすごせますように Teru 10

陸上県大会1位！ This is me 12

優しくなりたい ｔｉｇａ 30

スイッチがほしい ＴＫ 11

平和な戦争のない世の中になりますように TKHS 12

世界の人々が健康で平和に過ごせますように。 TM 11

頭が良くなりますように TM 11

毎日出勤すること TM 20

パイロットになりたい ＴＯＫＹＯ２０２０ 6

しまなみ海道とゆめしま海道が繋がりますように ＴＯＭ 50

偏差値が上がりますように。大富豪になれますように tomato星人 11

苦しい生活をしている人たちが幸せにくらせますように。 TOMMｕ 11

かんごしになりたいです TOMO 9

スラムダンクが早く見たい toshi 36

コックになれますように。 Towa 11

毎日元気でいられますように。 都竜上村 10

ウイルス（コロナ）がなくなりますように。 ＴＳ 9

テニスで１位になって、ほめられますように。 TY.TS 9

将来、メイクで困っている人たちを助けたい。 Tちゃん 11

お金持ち〜！！ Tヨシザウルスムンチャウバス 11

げんきにすごせますように T子 29

これからも家族が仲良く元気でありますように UDONNENAGA 9

みんなが笑顔で過ごせますように UG 45

家族みんながhappyでいられますように UKIfamily 35

ケーキ屋になれますように UMKM 9

うさぎがかわいーくかわいくそだちますように USAぎ 9

おもちゃがいっぱいほしいです USO 8

カープ純正ができるようになりたいです。おねがいします。 V.I.P 11

推しガチャが当たりますように wado 11

世界のみんなが平和で楽しく過ごせますように WAKA 10

家ぞくがびょうきにならないように。 wanwan 9



願い事 ニックネーム 年齢

心身共に健康 ＷＡＴＣＨ 62

コロナがなくなりますように。 water 9

みんながずっと笑顔でいられますように。 Winter 15

keep peace alive wmb 39

私の心の真ん中にはいつもあなたが…出逢ってくれてありがとう wmb 39

happy wmb 39

いつも支えてくれてありがとう。あなたのおかげで強くいられる。 wmb 39

ずっとあなたの隣にいられますように… wmb 39

健康な体でいたい ＷＷＷ 11

メザスタベレガシータグが３枚あつまりますように ＸＺ 6

マンションをつくるひとになりたい ＸＺ 6

背が伸びますように★ y 3

料理をうまくできるようになりたい Y 10

算数がとくいになりますように Ｙ 10

習い事の習事の段があがりますように Y 10

ゲームが欲しい Ｙ 12

英検準１級をとる Ｙ 12

コロナが収束して、たくさん遊べる日常が戻りますように y 24

何も気にせず、健やかに、おおらかに生活できる日が
1日でも早くみんなのところに戻ってきますように

Ｙ 35

1日も早くみんながマスクを外して笑顔になれる日がきますように Y 43

みんなが笑顔いっぱいですごせますように　 Ｙ
家族みんなが健康でいられるようにしたい。 Y.A 10

およげるようになりたい Y.E 5

コロナがなくなりますように Y.F 26

バレーボールがうまくなりますように。 Y.K 11

コロナ禍が早く終息しますように Y.k 34

マクドナルドではたらきたい Y.M 5

平和な世界になりますように Ｙ．Ｍ 11

海の魚よ尾道に帰ってこーい Y.M 38

こどもたちが健やかに育ちますよーに Y.M 38

コウノトリがやってきますように Y.M 38

尾道のみんなに幸あれ Y.M 38

早く自由をくれ～！ Y.M
コロナがおさまりますように Ｙ．Ｎ 10

コロナがおさまりますように Y.N 10

コロナがおさまりますように Y.N 10

コロナがおさまりますように Y.N 10

ピアノをがんばりたい Y.N ？

健康で美味しいモノが食べれますように Y.O 1

ウクライナも平和になりますように Y.O 11

鍵盤ハーモニカでいろんな歌がひけるようになりたい Y.R　 6

コロナがない世界 Y.S 10

毎回１００点が取れますように Ｙ．Ｓ 11

サッカーで全国大会に行けますように Y.Y 11

一年間を楽しく過ごせますように Ｙ．Ｙ 11

受験で特たい生になりますように Y.Y 12

とくたい生なれますように！！ Y.Y 12

庭で馬を飼いたい Y・A 33

できないことができるようになりますように y・r 10

しょうぼうしゃにのりたい☆ Y１ 2

宝くじが当りますように ｙａｍａ 42

ＺＡＺＹにあってみたい ＹＡＺＹ 12

県庁職員になりたい ｙｉ．Ｍ 11

しんかんせんのうんてんしゅになる YK 9

楽しく毎日過ごせますように Ym 35

無事に留学から帰ってきますように YM 50

みんな健康でいられますように ＹＯＫＫＣ
機械の操作がうまくなりたい ＹＳ 11

世界が平和になりますように ｙｕ 47

たくさんの人が尾道へ来ますように ＹＵ 56

世界平和　子供達が笑顔と幸せになれますように YU～MI 63



願い事 ニックネーム 年齢

ふたえになりますよーに　かわいくなりたいです☆★☆ミ Yucca 3

野球で、ホームランが、打てますように。 Yui 11

船に乗ってみたい。 Yui 12

アイドルになりたい Yuina 4

友達ができますように！ YUKA 9

何も気にすること無く旅行したい ＹＵＫＡ 43

スペインで、活やくできる選手になる。 YUKI 11

しあわせなまいにちがつづきますように ＹＵＭＡ 10

美容しになれますように Yume 10

今日がお誕生日のご主人夫婦が、いつまでも元気に笑顔で仲良く過ごせますよう
に。
ハッピーバースデー！これからもよろしくね。

yumi 内緒

そろばんで1級以上とる。 Yunosuke 11

どの国でも平和でいてほしい ＹＵＲＡ 10

そろばんの大会（しゅざん）で1とうを取れるように！ ｙｕｕｎａ 9

そろばん大会１とうに入りますように YUUNA 9

楽しく過ごせますように yuusuke 37

まんがができるように ＹＵＵＴＯ８７７ 9

コロナがなくなって家族と友達で遊園地などお出かけをしたい Yuwa 10

みんな幸せになれますように ＹＵＺＵ 7

バスケを楽しく続けたい！ Yuzu 10

なに事もうまくいきますように Ｙさん 10

たんじろうが健康でいられますように Ｚ 43

新しいゲームが貰えますように Ｚ．Ｈ 10

アンパンマンにあいたい 3

こくごがうまくよめますように。 6

ふぉとないとのぷろになりたいです。 6

あしがはやくなりますように 7

かぞくがげんきにいられますように 7

コロナウイルスがなくなってほしい。亡くなったおじいちゃんに会いたい 8

コロナがなくなりますように。 8

まんがかになれますように。 8

☆しょうらい☆ようち園の先生になれますように。 8

コロナや地震、つなみ、台風、悪い人がなくなりますように 8

福山にあるきん大にいきたいです。 9

しょうらいのゆめフォートナイトが上手になれますように。 9

けーきーやさんになれますように。 9

しょうらい、ピッタリのしごとを見つける 9

タコが釣れますように 9

絵が上手になりますように 9

救急隊員になりたい 9

ヘリーのリモコンカーがほしい 9

ひいおばあちゃんと今年のお正月をすごせますように。友達５人つくる 10

大人になったらゲーマーになる 10

身長が１５０㎝こえますように 12

二次元に行って推しにあいたい 12

世界平和 22

戦争が無くなりますように 22

二人目が欲しい 35

子供が元気に育ちますように 40

尾道駅前に図書館が移転しますように 53

コロナが無くなり、海外にいけますように 55

家族の健康 57

maythe earth be peaceful and free of war 67

故郷尾道のさらなる発展を願います。 73

たくさん幸せがきますように
健康で過ごせますように
いいこといっぱいありますように
あしがはやくなりたい
みんなに、良い事がありますように
ケーキやさんになれますように。
幸せになりますように



願い事 ニックネーム 年齢

げんきでいれますように
ジューオウジャーに会えますように
いつか文鳥を飼いたい
道枝君と大西流星君のアクスタゲットとなにわのＬＩＶＥ行けますように
ごはん屋さんおいてますように
次のごはんやさんにすぐ入れますように
9月もハッピーにすごせますように
ふうふなかよくする
みんなが楽しく仲良くくらせますように
年年歳歳大相件
世界が平和になりますように
おもちゃがたくさ
レトロな街をいつまでも
楽しく暮らせますように
彼女が竹泉にできませんように
彼女ができますように
はやくコロナがおさまりますように
コロナ終息！病気で困っている全ての人が救われる
世界平和
皆な健康でありますように
BTSにあえますように
てすとでひゃくてんとれますように
げんきでしあわせにすごせますように☆
家族みんなが元気で過ごせますように
かぞくが、しあわせにくらせますよおに
世界が平和になりますように
平和でありますように
せんそうがなくなりますように
せんそうが終わりますように
せんそうがおさまるように
戦争がおわるように
かねがほしい。
ポケモンのめざすたをもちたい
ととろにあいたい
みんなが健康安全に過ごせますように
アーニャになりたいな♡
げんきにすごしたい
あしがはやくなるように
りゅうにのりたいな
せんそうがなくなりますように
かもくかもつのうんてんしゅになりたい
コロナがなくなるように
せかいへいわ
如水館に受かりますように
大男になりたい
幸せになりますよう
せんそうがおさまるように
コロナがおさまるように
平和になりますように
びょうきになりませんように
コロナがおさまるように
コロナがおさまるように
コロナがおさまるように
コロナがすぐなくなりますように
コロナがおさまるように
コロナがおさまりますように
コロナがおさまりますように
コロナがおさまりますように
コロナがおさまりますように
コロナがおさまりますように
コロナがおさまりますように
コロナが早く終わりますように
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コロナがおさまりますように
もてもてになりたい
へー
りゅうせいぐんをみたい
よぎぼうがほしい
げんきでいたい
しあわせになれますように
ぬいぐるみがほしい
パティシエかテニスのせんしゅになりたい
みんながげんきになってほしい

＊書いていただいた願い事を、そのままの形で文字起こししております。ご了承下さい。


