
都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 将来の夢はプリキュアになることです たろうちゃん 2

北海道 おともだちがしあわせになりますように みあ 3

北海道 ぶぶ（車）に乗る人 けんしん。 3

北海道 仮面ライダーになりたい りょうへい 4

北海道 恐竜のことを調べる人になる まゆりん 4

北海道 きれえなばれりーなになりたい。 のんちゃん 4

北海道 けーきやさんになりたい はる 4

北海道 ふしぎはっけんのアナうんさーになりたい ゆあ 4

北海道 プリキュアになりたい 彩生 4

北海道 ありえるになりたい いっちゃん 5

北海道 閻魔大王になりたい ゆいと 5

北海道 おきいくじらにのりたい りょうへい 5

北海道 サッカー選手 しょうご 5

北海道 消防士 たいが 5

北海道 パイロットになりたい りゅうむ 5

北海道 あいすやさんになりたい えがわあんな 6

北海道 あいすやさんになりたい。 くどうゆきね 6

北海道 あいすやさんになること あやね 6

北海道 あいどるになりたい！ りの 6

北海道 あたまがよくなってはつめいひんをつくれますように。 さい 6

北海道 あめになりたいです。 ますかっと 6

北海道 おいしゃさんになりたい！ ピカチュウ 6

北海道 おうちをつくる人になりたいです。 すいか 6

北海道 おかしやさんになりたいです。 めろん 6

北海道 おかねもち じゅんな 6

北海道 おかねもちになりたい りりか 6

北海道 おかねもちになりたい ななせ 6

北海道 おかねもちになりたい りぶ 6

北海道 おかねもちになりたい ゆな 6

北海道 おとうさんとふたりできゃんぷにいきたいです。 ゆあ 6

北海道 おはなやさんになりたい りかちゃん 6

北海道 おはなやさんになりたい りおん 6

北海道 おひめさまになりたいです。 上村子夜子 6

北海道 かぞくがしあわせになりたい よしこ 6

北海道 がっこうのきょうかしょおわすれないように。たけ たけ 6

北海道 がっこうのせんせいになりたい、 おかがわここ 6

北海道 がっこうのせんせいになりたいです。 ゆきだるま 6

北海道 かわいいもでるになりたい すみれ 6

北海道 かんごしさん かのん 6

北海道 かんごしさん きお 6

北海道 かんごしさん とちたにさら 6

北海道 かんごしさんになりたい こはね 6

北海道 かんごしさんになりたいです。 りす 6

北海道 かんごしになりたい。 さきピー 6

北海道 かんごしになりたいです あさがお 6

北海道 きょうりゅうはかせになる わく 6

北海道 ぎんこうやさんになりたい！ そら 6

北海道 くれえぷやさんになりたいです あめ 6

北海道 けいさつかん なりさわはると 6

北海道 けいさつかんになりたいです。 あいす 6

北海道 けいさつになりたいです。 ともる 6

北海道 けえきやさん ふあ 6

北海道 けえきやさんになりたい わたなべゆきの 6

北海道 けえきやさんになりたい！ こさかうたき 6

北海道 けーきやさんになりたい！ ここ 6

北海道 けーきやさんになりたいです しゅー 6

北海道 けーきやさんになりたいですいろんなけーきをつくりたいです きづき 6

北海道 けーきやさんになれますように メロン 6

北海道 ケーキを作る人になりたい？ あいちゃん 6

北海道 ごくうになりたい あおば 6

北海道 さっかーせんしゅになりたい かわむらはる 6

北海道 サッカーせんしゅになりたい！ いっけ 6

北海道 サッカーセンシュニナリタイデス サトシ 6

北海道 サッカーせんしゅになれますように かつ 6

北海道 じゆうなひとになりたい。 りゅう 6

北海道 しょうぼうしゃになりたい えがわりょうた 6

1



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 すいえいせんしゅになりたいです かね 6

北海道 せんせいになりたいです。 いちご 6

北海道 せんせいやさしい ゆうま 6

北海道 だいくさん りく 6

北海道 たっきゅうせんしゅになれますように はなび 6

北海道 つよくなりたいです。 くり 6

北海道 デザイナーになりたい しいちゃん 6

北海道 てれびにうつりたい りんたろう 6

北海道 でんしゃのうんてんし ほし 6

北海道 どうぶつえんのしいくいんさんになりたい みく 6

北海道 どらごんぼーるのたれす はる 6

北海道 はかせになりたい。 こぬきやまけんたろう 6

北海道 ばすけとのせんしゅになりたいです。 よしだひろと 6

北海道 はやくおおきくなりたいな だいご 6

北海道 ぱんやさんになりたいです あたらしゆいか 6

北海道 びょういんのせんせいになりたい！ りっちゃん 6

北海道 びようし はるひ 6

北海道 びようしさんになりたいです。 いるか 6

北海道 びようしになりたいです りこ 6

北海道 ふくやさんになりたいです。 なかじまけんせい 6

北海道 ぺっとしょっぷにえいんになれますように。 さくら 6

北海道 ぺっとしょぷやさんになりたい。 おにぎり 6

北海道 ほいくしになりたいです。 うさぎ 6

北海道 ぼくのゆめはけいかんです。 おかね 6

北海道 ぼくのゆめはむしはかせになることです。 かなぶん 6

北海道 まさっあじやさんになりますように。 ライオン 6

北海道 まっくになりたい。 とうま 6

北海道 ままがいつもげんきになてほしい。 あいか 6

北海道 ままがなかよくすごしますように。 はるまき 6

北海道 ママのサロンでネイリストになりたい なうる 6

北海道 みしはかせになりたいな。 くわがた 6

北海道 ムシハカセになりたい くわがた 6

北海道 やきゅうせんしゅになりたい たなかまお 6

北海道 やきゅうせんしゅになれますように。 ゆきだるま 6

北海道 ゆめはやきゅうせんしゅです ぱんだ 6

北海道 ようせいになりたい！ さくら 6

北海道 ようちえんのせんせいになりたい カブラギユウタ 6

北海道 よじげんぽけっとがほしい。てがまるくなりたい こうへい 6

北海道 ラーメンやさんとやきゅうせんしゅの二刀流 はるはる 6

北海道 りずにーらんどにいきたい♡ まお 6

北海道 レゴの人 そうた 6

北海道 あーちゃんが良くなりますように 40 7

北海道 アイスクリムやさんになりたい！ えっちゃん 7

北海道 アイスやさんになりたい！ つば 7

北海道 アイドルになりたい！ ちひろ 7

北海道 アイドルになりたいです。 ともか 7

北海道 イイブイすきなゆめちゃんはさっかあです ー 7

北海道 イラストレーターになりたい ひかる 7

北海道 うちゅうひこうしになりたい！ ほし 7

北海道 えのせんせいになりたい あゆか 7

北海道 えらくなりたい りゅう生 7

北海道 おいしいパンをつくる ゆら 7

北海道 大きくなりたい つなぐ 7

北海道 おおさまになりたい よしき 7

北海道 おかねもちになりたい ふうが 7

北海道 おかねをつくるひとになりたい しろピクミン 7

北海道 おてずだいになりたい あまと 7

北海道 おはなやさんになりたい ほのみ 7

北海道 オリンピック（スケボー）で三兄弟で並んで金銀銅メダルをとる!! ヨシダ三兄弟 7

北海道 かーめーはーめーはをうつようになりたい そんごてん 7

北海道 カイーオガ はか 7

北海道 か学しゃになりたい まほ 7

北海道 かきかたにならいごとのせんせい いっち 7

北海道 かしゅになりたい！ ちはたん 7

北海道 かぞくがえがおになれるように こはる 7

北海道 かっこいい忍者になること！ まお 7
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北海道 かねもち！ そろ 7

北海道 かんごしさん せな 7

北海道 かんごしさん かなで 7

北海道 かんごしさんにあんりたい みらい 7

北海道 かんごしさんになりたい しゅうすけ 7

北海道 かんごしさんになりたい ゆあん 7

北海道 かんごしさんになりたい さかもとあいく 7

北海道 かんごしさんになりたい。 あんだあいむ 7

北海道 かんごしになりたい！ あっちゃん 7

北海道 漢字はかせになりたい わたなべるい 7

北海道 きんにきもきもきになりたいです。 ひょう 7

北海道 くすりを作る。 名前人ごろし 7

北海道 けいさつかんになりたい ひの 7

北海道 けいさつかんになりたい たかはしらいと 7

北海道 けいさつかんのきゅうじょたいになりたいです。 けい 7

北海道 けいさつになりたい きあ 7

北海道 けいさつになりたい そばり 7

北海道 けいさつになる!! 海斗 7

北海道 げいじゅつかになれますように。！！ ふじおかそら 7

北海道 けーきやさんになりたい。 あや花 7

北海道 ケーキをつくる人になりたい ののか 7

北海道 ゲームでつよくなりたい そうた 7

北海道 げんきに生きる きんぎょ 7

北海道 こうさくがうまくなりたい。 月のわりゅう生 7

北海道 こうちゃんほうのぶんぼうぐやさんになりたい！！ あかり 7

北海道 さかあせんしゅになりたい 大 7

北海道 さっかあせんしゅ ゆうせい 7

北海道 さっかあせんしゅ こうた 7

北海道 サッカーせんしゅ ゆうしん 7

北海道 サッカーせんしゅになりたい！ ロロノアゾロ 7

北海道 サッカーせんしゅになりたい。 直 7

北海道 サッカーせんしゅになりたいです！ さとうあおだ 7

北海道 サッカーとえいごとちゅうごくごとかんこくごがならえますように。 松本芭奈 7

北海道 サッカーヒンシュになりたい！ 男人 7

北海道 しょうらいスーパーさいやじんになりたい。 ベジータより 7

北海道 しょうらいねこになりたいです。 ミーにゃん 7

北海道 しょうらいはスパイになってみたいです。ほかにはお金もちになってみたい。 藤澤柚 7

北海道 すいえいせんしゅになりたいです。 みく 7

北海道 スポーツがうまくなりたいです じゅり 7

北海道 せかいじゅうの虫をけんきゅうしたい おりかさじん 7

北海道 だいくになりたい。 とらのすけ 7

北海道 デザイナーになりたい！ まひたん 7

北海道 デザイナーになりたい！ まーたん 7

北海道 でざいなーになりたい！ まーたん 7

北海道 デザイナーになりたい。 らい花 7

北海道 でんしゃのうんてんしゅになりたい けい 7

北海道 どうぶつびょういんの人になりたい りん 7

北海道 どくたーになりたい ななこ 7

北海道 ドクターになりたい♡ みら 7

北海道 ドラゴンボールのゴジータになりたい ゴジータ 7

北海道 トランペットがじょうずになりたい。 シャドウ 7

北海道 南極でペンギンを見てみたい！ あ~ちゃん 7

北海道 にんじゃになりたい。 なぎと 7

北海道 はいしがになりたい かさいらいく 7

北海道 パイロットになりたい くどうりく 7

北海道 ばすけせんしゅみたいなつよいせんしゅになりたいよ りょうたろう 7

北海道 バスケットせんしゅか歌しゅになりたい。 ひより 7

北海道 ばすけとのせんしゅうになりたいです。 よしかわあろと 7

北海道 ばすけのせんしゅになりたい。 うが 7

北海道 バスケブニナレマスヨウニ！ まきちゃｎ 7

北海道 はっくつかになりたい ようすけ 7

北海道 パティシエになりたい りか 7

北海道 パティシエになりたい あすな 7

北海道 パティシエになりたい！ あまね 7

北海道 バドミントンの選手になりたいです。 ゆうゆう 7

北海道 花やさんになりたい さくちゃ 7
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 はなやさんになりたい さとうみそら 7

北海道 パパとおなじおいしゃさんになりたい。 龍青 7

北海道 パピヨンをかいたい じぇいく 7

北海道 びじんさんになりたい ゆあ 7

北海道 びょういんのせんせいになりたい いわべくん 7

北海道 びようし きいな 7

北海道 びようしさんになる！！ ぷんた 7

北海道 びようしになりたい ことは 7

北海道 プールのせんしゅになりたい！！ そら 7

北海道 プロサッカーせんしゅになりたい！ ー 7

北海道 プロやきゅうせんしゅ かさじまじんたろう 7

北海道 プロやきゅうせんしゅになりたいです くーちゃん 7

北海道 ベイぶれードたいかいでいちいになりたあい。 はやと 7

北海道 ペットシッターになりたい。 いちか 7

北海道 ペットショップの人になりたい。 さら 7

北海道 ペットやさんになりさい ごうや 7

北海道 ペットをいっぱいかいたい さたーかいん 7

北海道 ポケモンカードを多くげっとしたい サトシ 7

北海道 ポタラをつくる人になりたい。 ゴテンクス 7

北海道 マッサージシになれますように。 かずき 7

北海道 ままみたいにやさしいおよめさんになりたい！ りちゃん 7

北海道 マリオになりたい かける 7

北海道 マンガかになりたい まお 7

北海道 虫のはかせになりたい はるひと 7

北海道 虫のはかせになりたい かいと 7

北海道 モデルになりたい みー 7

北海道 やきゅうせんしゅ しおん 7

北海道 やきゅうせんしゅになりたい あおやまちえ 7

北海道 やきゅうせんしゅになりたい！！ そんごくう 7

北海道 ヤキュウの先生になりたい ゆうた 7

北海道 やくざいしになれますように。 小林千桜 7

北海道 ようしつのしごとをしたい 吉田ひな 7

北海道 ようちえんの先生になりたい。 安口ひびき 7

北海道 ようふくのデザイナーになりたい（え本さっかでもいい） にしみなり 7

北海道 りょうしになりたい まるはかせ 7

北海道 YouTuberになりたいです。 じゅうざ 8

北海道 アイス屋さんになりたい♡ さったん♡ 8

北海道 アルペンのプロスキーせんしゅオリンピックせんしゅになりたい。 三浦快斗 8

北海道 いしゃになりますように めい 8

北海道 一軒家に、住みたい。 みお 8

北海道 いろんなゲームのかみになりたい ハムじろう 8

北海道 えかきになれますように…。 あかね 8

北海道 エンジニアになりたい 金内こうき 8

北海道 おいしゃさんになりたい ゆうま 8

北海道 お医者さんになりたい。 みお 8

北海道 おいしゃさんになりたいです。 チワワ 8

北海道 おいしゃさんになれますように。 めい 8

北海道 お金の山にうもれたい 三浦そうた 8

北海道 おかねもちになりたい ｐんたろう 8

北海道 外国にたくさん行きたい。 うめたらいか 8

北海道 会社のしゃちょうになりたい。 れんれん 8

北海道 会社の社長になりたい。 はると 8

北海道 がくしゃになりたい ソース 8

北海道 カフェの店員になりたいです そら 8

北海道 カフェやさんになりたい ゆいかちゃん 8

北海道 カフェやさんになりたい 寺本ゆいか 8

北海道 カフェやさんになりたい うえはらるな 8

北海道 かみきりやになれますように。 ゆう 8

北海道 空手のせんしゅになりたい。 西岡凪砂 8

北海道 看護師さんになりたい ちはな 8

北海道 かんごしさんになりたいです。 江川あずさ 8

北海道 かんごしになりたい。 おがさわらひまり 8

北海道 管理薬剤師 いさむ 8

北海道 きっさてんではたらきたい。 川倉千夏 8

北海道 キャビンアテンダントになりたい ゆいろ 8

北海道 くすりやさんになりたい みゆ 8
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北海道 けいさつかんになりたい。 かとうさあや 8

北海道 ケーキ屋さんになりたい 石川らん 8

北海道 ケーキ屋さんになりたい。 ベル 8

北海道 ケーキやさんになれますように。 ひおり 8

北海道 ゲームクリエイターになりたい ゲイダラトゲラン 8

北海道 ゲームをつくる人になりたい。 りつ 8

北海道 けんどうの先生になりたい。 さかいみお 8

北海道 サッカーせんしゅになりたい！ いつき 8

北海道 サッカーせんしゅになりたい。 コナン 8

北海道 サッカーせんしゅになりたいです。 とき 8

北海道 サッカーせんしゅになれますように ひなた 8

北海道 サッカー日本代表になってすごくかつやくしたい！ のぐちうる 8

北海道 サッカープロせんしゅになりたい とあ 8

北海道 しあわせでいたい こーすけぴー 8

北海道 じえいたいになりたい。 坂上ゆうか 8

北海道 市役所ではたらきたい さいとうそうた 8

北海道 社長になりたい。 悠太 8

北海道 じゅういになりたい。 あやね 8

北海道 じゅうどうのせんしゅになりたい。 南瑠一 8

北海道 じゅう道のせんしゅになれますように！ リーちゃん 8

北海道 じょいになりたい すずね 8

北海道 しょうぼうしになりたい あは 8

北海道 じょしんかになりたい そら 8

北海道 しんちょうを2.00mまでのばしたい。 なづな 8

北海道 声優になりたい。 サイ　ペンディ 8

北海道 せかいにカメラまんになりたい そう太 8

北海道 だいくさん パルキア 8

北海道 大くさんになりたい ゴリラ 8

北海道 大工さんになりたい まゆ 8

北海道 大くさんになりたい！ ゆらぎくん 8

北海道 たいそうせんしゅになりたい。 みなみなこ 8

北海道 だんご虫をたくさんつかまえられる人になりたいです。 まきー 8

北海道 チェロがうまくなりますように はるか 8

北海道 釣り名人 ふうが 8

北海道 ディズニーランドでくらすこと。 吉田はな 8

北海道 ディズニーランドにいきたい！ みゆ 8

北海道 テストで、100点とりたい ふーちゃん 8

北海道 でんちゅうをたてるしごとをしたい つつみいっさ 8

北海道 動物のびょういんの先生になりたい。 田岸大翔 8

北海道 動物びょういんお先生になりたい。 にーな 8

北海道 動物病院のじょしゅになりたい。 森口希実 8

北海道 どうぶつをかいたい ロマ 8

北海道 ドーナツ屋さんになりたいです。 みゆ 8

北海道 とっきゅうれっしゃのうんてんしゅになれますように たいが 8

北海道 トリマーになりたい。 モモ 8

北海道 日本代表さっかーせんしゅになりたい はると 8

北海道 日本代表サッカーせん手になりたい！！！ さとうそら 8

北海道 日本だいひょうになりたい。 ひゅうが 8

北海道 任天堂のゲームクリエイターになりたいです あおい 8

北海道 パイロット すばる 8

北海道 パイロットになりたい ゆうしん 8

北海道 バスケが上手になりたい。絵が上手になりたい。マンガかになりたい りの 8

北海道 バスケせん手になりたい。 たかせ 8

北海道 バスケのせんしゅになりたい。 ツイ 8

北海道 はつめいかになりたい！ ゆいと 8

北海道 パティシエになりたい。 さく 8

北海道 パティシエになりたいです。 まっきー 8

北海道 パティシエになれますように まゆ 8

北海道 バトミントンせんしゅになりたい てらしたりょうた 8

北海道 花屋になりたい。 あや 8

北海道 バレリーナになりたい。 ことっぴ 8

北海道 バレリーナになりますように。 ゆい 8

北海道 パンやさんになりたい。 金子明日歌 8

北海道 ピアノがうまくなりたい みさき 8

北海道 ピアノがじょうずになりますように。 こころ 8

北海道 かっこいい車に乗りたい れつ 8
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 ひこうきのそうじゅうしになりたい。 しゅんたろう 8

北海道 びようしになる。 ミッキー 8

北海道 ファイターズガールとして球場で踊りたい あいりおん 8

北海道 ファッションデザイナーになりたい！！ 文 8

北海道 フィギアスケートせんしゅになれますように。 のんちゃん 8

北海道 ふくやさんになりたい。 かほ 8

北海道 プやきゅうせんしゅになりたい。 李斗 8

北海道 プロやきゅうせんしゅ 川原りょうと 8

北海道 プロやきゅうせんしゅになりたい！ りつき 8

北海道 ペットショップの店いんになりたいです。 杏 8

北海道 ペットのかんごしになりたい！ まな 8

北海道 ペットをいっぱいかいたい ちばルーキー 8

北海道 へやじゅうのすみこぐらしのにんぎょうをすること かわむらここみ 8

北海道 ボクシングせんしゅ リヴァイ 8

北海道 ポケモンマスターになりたい かいり 8

北海道 マックのはたらく人になりたい。 なぞの生ぶー 8

北海道 まんがかになりたい 七田明花里 8

北海道 マンガかになりたい。 ゆっちゃん 8

北海道 みんなあ、えがおで、いられますように。 かがみあゆか 8

北海道 メジャーリーガーになりたい こーちゃん 8

北海道 モデルになりたい かっぽー 8

北海道 モデルになりたい ゆきな 8

北海道 モデルになりたい。 あいな 8

北海道 モデルになりたい。 みお 8

北海道 物を作る人になりたい。 佐藤正隆 8

北海道 やきゅうせんしゅになりたい とらのせな 8

北海道 やくざいしになりたい せいや 8

北海道 ユーチューバーになりたい。 よしかわかいと 8

北海道 ユーチューバーになりたい。 浦谷仁 8

北海道 ユーチューバーになりたい。 長谷川大地 8

北海道 ゆうびんきょくの人になりたい けんと 8

北海道 ようちえんのせんせいになりたい。 ナロ 8

北海道 りょうりきょうしつの先生になりたい。 若松涼奏 8

北海道 りょうり人になりたいです。 はるポン 8

北海道 レアルにはいってはっととりっくできめること れい 8

北海道 レーサーになりたい。 しゅんや 8

北海道 レゴクリエーターになりたい。 あさひ 8

北海道 レストランのてんいんさんになりたいです。 はちゃもん 8

北海道 レストランやさんになりたい！ なお 8

北海道 わたしのゆめはふくやさんです。 原田莉子 8

北海道 わたしはバスケせん手になりたい。 ミカサアッカーマン 8

北海道 ー ゆう 8

北海道 アートカフェのてんいんになりたい りんご 9

北海道 頭がよくなりたい。 かーPー 9

北海道 アナウンサーになりたい。 モに~ん 9

北海道 いい大人になりたい きょうちゃん 9

北海道 医者さんになりたい 悠斗 9

北海道 医者になって色々な人をたすけたい！！！！ かいいか 9

北海道 医者のがんかになりたい！！ こと 9

北海道 いたみをなくす薬を作る科学者になりたい。 島崎将功 9

北海道 犬＆ねこカフェを作りたい なる 9

北海道 イラストレーターになりたい。 フージー 9

北海道 英語が話せる女優さん こっちゃん 9

北海道 絵本さっかになりたい！ みゆ 9

北海道 お医者さんになりたい。 石山諒 9

北海道 大きくなったら妹と一緒に二人で暮らしてみたい。 ぱんださん 9

北海道 大きくなったらエクアドルに旅行してみたい サンポーニャ 9

北海道 大谷しょう平選手みたいに２とうりゅうになってこう子園に出たい！ はるま 9

北海道 お父さんと同じパティシエにお兄ちゃんいっしょになりたいです そうま 9

北海道 お花屋さんになりたい！ あおば 9

北海道 女ゆうになりたい。 秋 9

北海道 科学者になりたい！ 結希歩 9

北海道 科学者になりたい。 美緒 9

北海道 科学者になりたい。 けい 9

北海道 歌手になりたい なみっちょ 9

北海道 学校の先生なりたい 北島しおり 9
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 学校の先生になりたい 北島好花 9

北海道 学校の先生になりたい。 ゆうな 9

北海道 学校の先生になりたい。 大橋みお 9

北海道 神でさいきょうになりたい。 斗萌哉 9

北海道 神になりたい。 ねこぴー 9

北海道 からての先生になりたい。 まつたけ 9

北海道 かんごしかほいくえんのせんせいになりたい くす木こころ 9

北海道 かんごしさんになりたい！ ことみんみん 9

北海道 かんごしになりたい あいり 9

北海道 かんごしになりたい さき 9

北海道 かんごしになりたい のんたん 9

北海道 かんごしになりたい すどう夕陽 9

北海道 かんごしになりたい！ わか 9

北海道 かんごしになりたい！！ ひなたろん 9

北海道 かんごふになりたい。 めい 9

北海道 きまってない とちたしこうた 9

北海道 車の開発者になりたい 高崎遥麻 9

北海道 クワガタのブリーダーになりたい あつし 9

北海道 警察官になりたい 島田結太 9

北海道 警察官になりたい！ みーちゃん 9

北海道 けーきやさんになってみんなをよろこばせたい。 とちぎあさと 9

北海道 けーきやさんになりたい さくら 9

北海道 ケーキやさんになりたい！ みかん 9

北海道 ケーキをつくる人になりたい えんどうしの 9

北海道 げき団四季に入りたい 小柴美未華 9

北海道 健ちくしになりたい ぴよ 9

北海道 これからもしあわせにくらせますように めい 9

北海道 コンピューターを使って、ゲームを作りたいです。
にゃんこだいせんそゆラ

ンク3030より。
9

北海道 サッカーせんしゅうになりたい かけ 9

北海道 サッカーせんしゅになりたい！ ネコシンジ 9

北海道 サッカーせんしゅになりたい。 ゆいにゃん 9

北海道 サッカーせん手になれますようにー！ イェーイ！ 9

北海道 サッカー日本代表になりたい。 れんと 9

北海道 サッカーのチームバロセロナに行きたい。 りひと 9

北海道 作家になりたい 小出蓮音 9

北海道 作家になりたい。 高橋利穂 9

北海道 シェフになりたい マシュ 9

北海道 じおきれいになりたいです。 りと 9

北海道 字がキレイな大人になりたい。 りったん 9

北海道 字がきれいになりたい。 りこ 9

北海道 じゅう医になりたい こんどうゆな 9

北海道 しゅおうらいのゆめはけーきやさん ゆり 9

北海道 じゅくの先生になりたい！！ 琉音 9

北海道 しょうぎしになりたい。 そう汰 9

北海道 しょうぎのプロきしになりたい はるき 9

北海道 しょうぼうしになりたい 佐藤奏生 9

北海道 しょうぼうしになる かける 9

北海道 助産師になりたい りっちゃん 9

北海道 じょさんしになりたい！ アイス 9

北海道 じょさんしになりたい！ ゆったん 9

北海道 じょさんしになりたい!! こばまつつむぎ 9

北海道 しんだ犬がもういちどいきかえっていっしょにあそびたい のぞみ 9

北海道 水泳選手になりたい。 ささきせいたろう 9

北海道 水泳のせんしゅになりたい。 とがしそう汰 9

北海道 すし屋の店員になりたい！ よしくねく 9

北海道 スタイリストになりたい！！ りお 9

北海道 世界で有名なプロダンサーになりたい。 しんちゃん 9

北海道 世界のやくにたつおとなになりたい。 かんこ 9

北海道 ソーイングスタッフになりたい。 ボボ 9

北海道 その時決める。 ジーノ 9

北海道 そろばんが早く正かくにできるようになりたい！ ゆみ 9

北海道 そろばんで1きゅうをとりたい 悠聖 9

北海道 だいくさん 大地 9

北海道 だいくさんになりたい。 大喜 9

北海道 だいくになりたい しゅん矢 9
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 だいくになりたい。 田中一花 9

北海道 だいくになりたいです。 中島遥斗 9

北海道 たくさん１００点をとりたい！ そよか 9

北海道 たくさん友達ができますように アユ 9

北海道 建こうに楽しくくらせますように。 7XYQABC 9

北海道 ダンサーになりたい！！ みあっち 9

北海道 ダンサーになりたい。 はるとっち 9

北海道 ディズニーリゾートのデザイナー なっちゃん 9

北海道 テニスが上手くなりたい 中林航 9

北海道 天文学者になりたい　または将棋の名人 みっちゅ 9

北海道 東京にいっていろいろな人をたすけたい あきない 9

北海道 東京ヤクルトクローズ（ぷろやきゅう）のチームにはいりたい
ようじのないのにくるよっ

ちゃん
9

北海道 動物にかかわる仕事になりたい。 まなな 9

北海道 都道府県全部まわる しおり 9

北海道 友だちを多くしたい そうま 9

北海道 トリマーになりたい！ りんご 9

北海道 バスケット選手になりたい 蒼大 9

北海道 バスケット選手になりたい。 つるやまな 9

北海道 バスケットせんしゅになりたい。 あゆ 9

北海道 バスケットボール選手になりたい！ キャプテンアメリカ 9

北海道 発掘家になりたい 冬陽 9

北海道 パティシエになりたい。 はるまき 9

北海道 パティシエ－ルになりたい！ miina 9

北海道 バトミントン選手になりたいになりたい 中村優 9

北海道 バレーボール選手になりたい 山内蓮 9

北海道 バレーボールの選手になりたい。 なし 9

北海道 パンやさんになりたい。 小林由衣 9

北海道 パン屋さんになりたいです。 のり 9

北海道 ピアニストになりたい。 美遥 9

北海道 びようし 琴美 9

北海道 美容師になりたい りんりん 9

北海道 フォートナイト｛ゲーム）でeスポーツに出たい！！ HARUTO77777 9

北海道 フクロウをかいたい 洸誠 9

北海道 プロゲーマーになりたい！ねこくんみたいに！ まー 9

北海道 プロゲーマーになりたい。 きぼう 9

北海道 プロゲーマーになること。 遼平 9

北海道 プロのサッカーせんしゅ あゆこ 9

北海道 プロのフォートナイター フォートナイトガチの絆 9

北海道 プロ野球選手 ボンズ 9

北海道 プロ野球選手びようし ワンボーロン 9

北海道 ペットショップの店員になる。 実来 9

北海道 ぺっとやになりたい。 ゆう 9

北海道 保育士さんになることです。 桜姉妹 9

北海道 ホームセンターの水の生き物コーナーのしょく員になりたい・ スー 9

北海道 ポケモンを書くマンガ家になりたいっ！！ ソーピィ 9

北海道 ポケモンをつくりたい！ えいちゃん 9

北海道 ほけんしつのせんせい（かんごしさん）になりたい くりおね 9

北海道 ママみたいなかんごしになりたい。 さわ 9

北海道 ママみたいなかんごしになりたいです！！ もかしょうるか 9

北海道 宮大工になりたい 蒼空 9

北海道 みんながしあわせにくらせますように あかり 9

北海道 めいたんていになりたい。 金澤もも 9

北海道 野球選手になって年ぽう１億をこえる！ 宗谷　岬 9

北海道 やさしい人になりたい。 あおと 9

北海道 ユーチューバーになりたい そうた 9

北海道 ユーチューバーになりたい！ 彰馬 9

北海道 ユーチューバーになりたい。 つばみ 9

北海道 ゆうめいじんになりたい。 うき 9

北海道 ゆめがかないますように。お金もちにも… かP-レトリバーズ2ZXY 9

北海道 ようちえんの先生 かなっち 9

北海道 ようちえんの先生になりたい ほのり 9

北海道 ようちえんの先生になりたい まなか 9

北海道 ようちえんの先生になりたい！ いちご 9

北海道 ようちえんの先生になりたい。 のどか 9

北海道 ようちえんの先生になりたいです。 ゆず 9
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北海道 ラーメン屋さんになれますように カービイ 9

北海道 ラグビー選手になりたい！ たくちん 9

北海道 理学りょうほうしになりたい。 心晴 9

北海道 りっぱな大人になりたい ファイアボール７７ 9

北海道 リレーの選手に来年もなって幸せにくらしたいです。 かPちゃんZXY 9

北海道 レーサーになりたい。 しゅうた 9

北海道 レジェンドのプロサッカー選手になりたい チャナティップ 9

北海道 わたしのゆめはバトミントンのプロせんしゅになりたい。 松下翔 9

北海道 私の夢は保育士です かほ 9

北海道 ・自えい隊　・プロ野球選手　・甲子園に出ること。 セイコウマート 10

北海道 YouTubaになって世界中の人に笑いをとどけたい。 森提賢 10

北海道 アニメーターになりたい。 利来 10

北海道 アルペンスキーオリンピック選手の獣医 ハーシット 10

北海道 いいぐらいのお金がもらえる仕事で働きたい みかん 10

北海道 家ですごすこと みちゅ 10

北海道 いえをレゴ・ニンジャゴーのおもちゃいっぱいにすること。 おちび２ 10

北海道 医師になりたい‼ 心海 10

北海道 いしゃ 様久 10

北海道 医者になりたい まゆか 10

北海道 いしゃになりたい ドラゴンボール島山明 10

北海道 医者になりたい！ たPOか 10

北海道 医者になりたい。 大佑 10

北海道 一生ダンスをつづけたい！ クロネコ 10

北海道 いつまでも日常組のリスナーでいる 日常組リスナー 10

北海道 いなかで静かにのんびりくらしたい。 まさや 10

北海道 いま考え中です こうき 10

北海道 インテリアコーディネーターになりたいです！ 一松 10

北海道 ウエイトリフティングの選手になってオリンピックにでたい。 中川智咲子 10

北海道 ウエディングプランナーになりたい！ みゆみゆ 10

北海道 絵をかきラぷを歌って楽器もひけるアーティストになりたい！ 蘭香音 10

北海道 おいしゃさんか薬ざいしになりたい サクララベンダー 10

北海道 大金持ち あお 10

北海道 お金持ち マーベルマサル 10

北海道 おきゅうりょうが高いところにしゅうしょくしたい くるみ 10

北海道 お父さんの会社やる とうま 10

北海道 大人になったらべヤンキーを買いたい！ じゅ 10

北海道 大人になって、お母さんのお店にいって家族みんなで、おさけを飲みたいです。 RoRo 10

北海道 おどりが上手になりたい。 ごうくん 10

北海道 おぼうさんになりたい 福島和 10

北海道 面白いTVを作るプロデューサーになりたい！ 杉岡璃音 10

北海道 女ゆうなど服を決める人。 ケイケイラナ 10

北海道 かいごしになりたい 結音 10

北海道 海上じえたいになりたい。　プロ野球選手 海上 10

北海道 科学者になってノーベルしょうをとりたい 紘大 10

北海道 がかになりたい。 ゆうき 10

北海道 歌手になりたい けんちゃん 10

北海道 楽器をふく人オーケストラなど 梅干し 10

北海道 学校の先生 ももちゃん 10

北海道 学校の先生になりたい あゆ 10

北海道 カメラマンになりたい！ もっち 10

北海道 かんごしになりたい 南ふみか 10

北海道 看護師になりたい あおい 10

北海道 かんごしになりたい たかちゃん 10

北海道 かんごしになりたい！ えみな 10

北海道 かんごしになりたい。 おくだりりあ 10

北海道 かんごしになりたい。 トク 10

北海道 かんごしになりたい。 前ここ 10

北海道 救急救命医 南 10

北海道 救急救命士になりたい かい 10

北海道 救急救命士になりたい。 ようすけ 10

北海道 きゅうりょう高くて休日あって楽な仕事について親こうこうしたい バナナ 10

北海道 けいさつかんになりたい はやと 10

北海道 警察官になりたい くり 10

北海道 けいさつになりたい ももか 10

北海道 けいさつになりたい 高橋将 10

北海道 ゲーマーになりたい。 こうせい 10

9



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 ゲームクリエイター あや 10

北海道 ゲーム実きょう者になりたい ダークスター 10

北海道 ゲームで一回もまけない人になりたい 江刺みろ 10

北海道 ゲームのプロになりたい。 カツオ 10

北海道 ゲームマスター はるこ 10

北海道 ゲームをつくる人になりたい！！ ゆうたろう 10

北海道 劇団四季の団員に入りたい！ 真弥斗 10

北海道 建築士になりたい！ さきか 10

北海道 けんちくしになりたい。 瑛斗 10

北海道 コーヒー屋さんになりたい。 ねね 10

北海道 子どもに関係する仕事 はんちゃん 10

北海道 サッカーが上手になりたいです。 おちび 10

北海道 サッカー選手になってサッカーワールドカップでゆうしょうすること　バロンドールをとること。 やま 10

北海道 サッカー選手になりたい えいと１１０ 10

北海道 サッカー選手になりたい DJレンタカー 10

北海道 サッカー選手になりたい！！ かん 10

北海道 サッカー選手になりたい。 かなで 10

北海道 サッカー日本代表選手 たいぴ 10

北海道 サッカーの日本代表になってスタートメンバーに入ってセンターバックをしたい いもむし 10

北海道 児童相談所で働きたい あいる 10

北海道 社長になる！ うみ 10

北海道 じゅう医し、小説家になりたい。 江口 10

北海道 じゅういしさんになりたいです ももちゃん 10

北海道 じゅういになりたい ほのか 10

北海道 柔道選手 ゆっきー 10

北海道 自由にくらしたい ゆうすけ 10

北海道 小学校の先生になりたい！ メロンパン 10

北海道 小学校の先生になりたい。 松橋こたろう 10

北海道 しょう木プロ野球のレギュラーになりたい 折り紙 10

北海道 しょうにかの先生（かんごし） さっぴー 10

北海道 しょうらいの夢を見つけたい。 中野奨梧 10

北海道 女性野球選手になりたい。 玲衣 10

北海道 新聞記者になりたい 子ども記者 10

北海道 水泳選手に
かいぱんやろうの

HARUKI
10

北海道 ずっと幸せでいられますように ちひろ 10

北海道 声優 もみじ・かえでっぴー 10

北海道 設計士になりたい 野内海成 10

北海道 先生になってみんなにべんきょうをおしえたい サエ 10

北海道 そろばんの先生になりたい！ まや 10

北海道 大工 クリボー 10

北海道 大工さんになりたい。 ビッグハムちゃん 10

北海道 たくさんの動物ｗたすける人になりたい。（医りょう店員ボランティアなど あいぽん 10

北海道 タピオカやになりたい みう 10

北海道 タピオカやになりたい。 そら 10

北海道 ダンスがじょうずになりたい さく 10

北海道 地球一周 久美子 10

北海道 ディズニーのケーキやさん ツムツムLAVU 10

北海道 デザイナーになりたい！！ せり 10

北海道 テストがまいかい100点をとりたい 壱成 10

北海道 テニス選手 はる 10

北海道 電車の運転し うし 10

北海道 とうきび食べ方だい おにぎり丸 10

北海道 動物のお医者さんになりたい。 なっちゃんアップル 10

北海道 トラックの運転しゅになりたい！ 小山 10

北海道 農業で、お金にこまらない生活をすること。 junjun1025 10

北海道 はいしゃ ゆっち 10

北海道 はいゆうになりたい たいせい 10

北海道 バスケット選手になりたい！ とおわ 10

北海道 バスケットせんしゅになる。 くま 10

北海道 バスの運転手になりたい。 ケン 10

北海道 働かないでお金にこまらないですごしたい はるき 10

北海道 八軒に化石のはく物館を作って学げい買になりたい さちほ 10

北海道 パティシエにぜったいなりたい！！ るったん 10

北海道 パティシェになりたい ハッツー 10

北海道 パティシエになりたい 彩湊 10

10



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 パティシエになりたい。 とも 10

北海道 バドミントンがうまくなること テルテルボーズ 10

北海道 バトミントンで一位になりたい（ダブルス） 名亜夢 10

北海道 花やさんになりたい はるか 10

北海道 ピアニスト 結愛 10

北海道 ピアノでノクターンをひかえるようになりたい みっちゃん 10

北海道 ピアノの先生になりたい！ なーちゃん 10

北海道 病院の先生になる S.S 10

北海道 びようしになりたい！ るい 10

北海道 美容師になりたい！ みゆMiyu 10

北海道 びようしになりたい！びようしになりたい. ののは 10

北海道 ファッションデザイナーになりたい みお 10

北海道 ファッションデザイナーになりたい！ K．み～！！ 10

北海道 プラネタニュームクリエーター よっしー 10

北海道 プロゲーマー きょうじ 10

北海道 プロバスケ選手になりたい ゆうキング 10

北海道 プロ野球選手になりたい 一心 10

北海道 プロ野球戦選手になりたい！！ サニブラウン 10

北海道 弁護士になりたい。 しゅう 10

北海道 ほいく園の先生になりたい！ りりほ 10

北海道 ポケモン博士になりたい 栗山ももか 10

北海道 保健の先生になりたい。
＠ひかりんご♡TWICE

♡
10

北海道 まんが家になりたい。 カービィーラブつーびぃ 10

北海道 マンガ家になりたい はる 10

北海道 マンガ家になりたい！ さっぴ 10

北海道 マンガ家になりたい。 庵史 10

北海道 マンガ家になりたい。 なのか 10

北海道 まんがかになりたいです。 ひろみ 10

北海道 まんが家になれますように！ しおり 10

北海道 耳が不自由な人ともお話が出来る、つうやくの、きょかが、おりてる人になる、（手話） さくお 10

北海道 メジャーリーガーになってノーヒットノーランを達成する。 タピオカミキティ 10

北海道 野球選手になりたい えいた 10

北海道 野球選手になりたい やまぴー 10

北海道 やきゅうせんしゅになりたい ひろと 10

北海道 野球選手になりたい！ カプ・カイ 10

北海道 薬ざいしになって病いを治したい。 美月 10

北海道 やくざいしになりたい りな 10

北海道 やくざいしになりたい ジョーカー 10

北海道 ユーチューバーになりたい りくとおじさん 10

北海道 ユーチューバーになりたい 小がちゃん 10

北海道 ユーチューバーになりたい くぼりあん 10

北海道 ゆうちゅうばーになりたい とわ 10

北海道 ユーチューバーになりたいです。 アユムロボット 10

北海道 ユーチューバーになりたいです。理由は全国の人を笑わせたいからです。 田中虹燿 10

北海道 ようちえんの先生 かれん 10

北海道 ようちえんの先生なりたい！ もえかんこく 10

北海道 ようち園の先生になりたい まりん 10

北海道 ようち園の先生になりたい 関口クララ 10

北海道 ようち園の先生になりたい 安口かなで 10

北海道 陸上選手になりたい ほったん 10

北海道 りっぱな大人になっていつかきめるしょうらいのゆめにむかってがんばる なし 10

北海道 漁師 ゆるき 10

北海道 りょうりにんになりたい。 たくと 10

北海道 ロボットせい作者になりたい たっしん 10

北海道 わたしのゆめは、パティシエをしながら、ほごかつどうをすることです。 れんちゃむ 10

北海道 私のゆめは、花屋になりたいです。 みっちゃん 10

北海道 私は、パティシエになりたいです。 ゆきちゃん 10

北海道 ２０さいまでにニート卒業 キャラカボス 11

北海道 GSIに入ること！ けんま 11

北海道 アナウンサーになりたい。 稲富たまき 11

北海道 イラストレーターになりたい。 佐々木旬 11

北海道 宇宙飛行士 あげしゅうまい 11

北海道 馬主になりたい！！！ 馬好きKくん 11

北海道 お医者さんになりたい！ Pチコ 11

北海道 お父さんと同じパティシエになって美味しいケーキをつくりたいです。 いくま 11

11



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 大人になりたい。大人になりたい K 11

北海道 お金もちになりたい！！ むーた 11

北海道 外科医になりたい！ かりんとう 11

北海道 かせげる職につきたい！ お好み焼き丸 11

北海道 学校の先生 まりおりーや 11

北海道 学校の先生になりたい！ 愛華 11

北海道 学校の先生になりたい。 まあや 11

北海道 カメラ部　きれいにカメラがとれるから 鈴木 11

北海道 韓国へ行きたい！！ みっち 11

北海道 韓国旅行に行きたい！ SASAKIN 11

北海道 看護師になりたい 永田あかり 11

北海道 かんごしになりたい 柚 11

北海道 かんごしになりたい 杏 11

北海道 かんごしになりたい！！ ★FS-kazu 11

北海道 かんごしになりたい！！ りんご 11

北海道 警察官 もえ 11

北海道 警察になりたい のな 11

北海道 警察になりたい。 まさみ 11

北海道 ゲームクリエイターになりたい！！ かえるん 11

北海道 ゲームクリエイターになりたいです。 N.R 11

北海道 ゲームクリエイターになる！！ 吉紀 11

北海道 ゲームプログラマーになって最高のゲームを作ってみたい！ じょっちー 11

北海道 外科医になりたい。 ゆい 11

北海道 建築士になりたい なっちゃんオレンジ 11

北海道 建築デザイナーになりたい さとみ 11

北海道 公務員になりたい 凌空 11

北海道 ごくごく普通の会社員になりたい！ はやと 11

北海道 子児科のかんごしになりたい 萌 11

北海道 コンサドーレにはいってJリーグ制覇とルバンカップ性はしたい！ ムラ 11

北海道 サッカー選手になりたい りょうが 11

北海道 サッカー選手になりたい ようせい 11

北海道 サッカー選手になりたい N．K 11

北海道 サッカーせんしゅになりたい こうが 11

北海道 サッカー選手になりたい！ 侑亜 11

北海道 サッカー選手になりたい。バルセロナに入る。 タコ部長 11

北海道 サッカー選手になりたいです キノピオ 11

北海道 サッカーのマネージャーになりたい！ 理子 11

北海道 札幌コンサドーレに入りたいコンサドーレで得点王になる こんにゃく王１ 11

北海道 札幌市一の剣道選手になりたい。 あきと 11

北海道 札幌市役所の公務員になって札幌北区に住みたい そうたスイーツ 11

北海道 サメはかせ サメ 11

北海道 産科医になって赤ちゃんをすくいたい MC-zin 11

北海道 サンプル品をつくる人になりたい！ みおみお 11

北海道 幸せな家庭になりたい。 どうくん 11

北海道 しあわせになりたい！ ゆるあ 11

北海道 飼育員になりたい！！ I.YuI 11

北海道 地震研究士 ゆうや 11

北海道 自動車せいびしになる。 ひなこ 11

北海道 自動車をなおす人になりたい。 渡部優 11

北海道 じゅう医 ミュウ大好き☆ 11

北海道 獣医で鷹匠になって毎日動物とすごしたい あゆ 11

北海道 じゅう医になりたい！ 未南 11

北海道 じゅう医になりたい！ 莉乙 11

北海道 獣医になりたい！ ミッキー 11

北海道 じゅう医になりたい！！ 佐藤里穂子 11

北海道 小学校の先生になりたい。 阿部暖 11

北海道 しょうぼうしになりたい 和聖 11

北海道 助産師になりたい！ 乃々華 11

北海道 水泳選手になりたい Y.M 11

北海道 水族館のしいく員になりたい めいさ 11

北海道 スキー選手になりたい★！ キングスライム 11

北海道 ずっと日常組のリスナーファンであること。 こんぶ教教者 11

北海道 スポーツ栄養士せっけいせこう ことろ天 11

北海道 整形外科医になりたい！！ 白石祐貴 11

北海道 声優になりたい ミッキー 11

北海道 世界中のフルーツを食べてみたい トト 11

12



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 全国1位になりたい！ バスケ 11

北海道 そうぎやになりたい！ 穂花 11

北海道 ソーイングスタッフ ゆら 11

北海道 ソフバンにはいってドラフト１位をとる ザナーク 11

北海道 大くさんになりたい ゆうせい 11

北海道 大工になるたういでぃす なり 11

北海道 ディズニーキャストにいなりたい！ kumi 11

北海道 デザイナーになりたい！ はっち 11

北海道 デザイナーになりたい！ あやね 11

北海道 天文学者になりたい。 Fk-ミルク 11

北海道 東京に行ってディズニーランドに行きたい。 さかな 11

北海道 動物園の飼育員 藤原歌音 11

北海道 動物園の飼育員 瑚実 11

北海道 動物関係の仕事をする人になりたい！ H.S 11

北海道 動物に関わる仕事につきたい。 しき 11

北海道 どこかの生物大学のきょうじゅになりたい！！ 良樹 11

北海道 トリマー あいり（ペパーミント） 11

北海道 トリマーになりたい！ 未来 11

北海道 長生きしたい くつした 11

北海道 なでしこのサッカー選手になりたい 深津光 11

北海道 ねこカフェの店員さんになりたい ももか 11

北海道 のうかのあとつぎかパティシエ しゅり 11

北海道 バスケ選手になってNBAに出たい こんにゃく王２ 11

北海道 パティシエ ゆか 11

北海道 パティシエールになりたい！になりたい！ りこ 11

北海道 パティシエになりたい 来実 11

北海道 パティシェになりたい。 葵依 11

北海道 パン屋 けん 11

北海道 ピアノ演奏者になりたい。 りな 11

北海道 ピアノの先生になりたい 漆梨 11

北海道 人を助ける仕事がしたい！ ～N.Y～ 11

北海道 人を助ける人になりたい！ おにざん 11

北海道 美容師になりたい ひっか 11

北海道 びようしになりたい！ さら 11

北海道 美容師になりたい！ しおりん 11

北海道 美容師になりたいです。 小池蒼彩 11

北海道 ふくのデザイナーになりたい！！ すっぴー 11

北海道 プロサッカー選手になりたい 蓮 11

北海道 プロサッカー選手になりたい. れん 11

北海道 プロのロードレーサーになりたい。 ペイスケ 11

北海道 プロバスケット選手になりたい 一稀 11

北海道 プロバレー選手になりたい レオポンざっこｗｗｗ 11

北海道 プロ野球の日本ハムでキャッチャーになりたい。 むし男 11

北海道 ペットショップの店員さんになりたい。 きさき 11

北海道 ペットトリマーになりたい ひなり 11

北海道 ペットトリマーになりたい。 YU² 11

北海道 べんごしとしょうぼうしになりたい みっつ 11

北海道 保育士 aniota 11

北海道 保育しになりたい みづき 11

北海道 ほいくしになりたい さくら 11

北海道 保育しになりたい 吉田華茄 11

北海道 ほいくしになりたい。 陽愛 11

北海道 保育士になる！ いちご 11

北海道 北大に行きたい タラちゃん 11

北海道 ホッケーのNHLのせんしゅになりたい ゆき８ 11

北海道 本州にいってみたい かくざとう 11

北海道 マンガ家イラストレーターになりたい ゆいか 11

北海道 マンガ家になりたい。 木下沙妃 11

北海道 メイクさん ゆーゆ 11

北海道 野球選手になりたい こっちゃん 11

北海道 ユーチューバーになりたい 倫彰 11

北海道 ユーチューバーになりたい！！ 幸 11

北海道 ようち園の先生になりたい 佐藤虹海 11

北海道 ようちえんのせんせいになりたい ことね 11

北海道 ようちえんの先生になりたい！ 鶴巻虹羽 11

北海道 漁師になりたい はると 11

13



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 料理人になりたい！ りきイブ 11

北海道 りょうりの店を出すことです。 アンチョビ 11

北海道 ロボットエンジニアになりたい！ ゼニ 11

北海道 ・海外に行ってみたい　・むずかしい職業についてみたい。 mei 12

北海道 HTVのレポーターになりたい！！ KOKI 12

北海道 YouTuberになってみたい。 ゆうみん 12

北海道 アナウンサーになりたい
濱村優花（はまむ

ん）
12

北海道 医者区職員になりたい リンゴジュース 12

北海道 医者になりたい 青 12

北海道 ウェディングプランナーになりたい！ だいふく 12

北海道 大人になりたい。 れん 12

北海道 学校の先生に（小学校）なりたい！ なり 12

北海道 カメラマンになりたい りお 12

北海道 韓国旅行に行きたい！ M 12

北海道 かんごしか医者になりたい 正梧 12

北海道 かんごしになりたい ひまわり 12

北海道 看護師になりたい！ なごちん 12

北海道 キックボクシングの選手になりたい！ なおき 12

北海道 キャビンアテンダントになりたい。 白石二千花 12

北海道 車の整備しになりたい。 りゅうのすけ 12

北海道 警察官なりたい！ オオカミ 12

北海道 警察官になりたい！ 最高 12

北海道 ケーキ屋さんになりたい かっちゃん 12

北海道 建築士設けい士になりたい！ 吉田関太郎 12

北海道 航空自衛隊になりたい！ らい汰 12

北海道 公務員になりたい。 かも 12

北海道 公務員になる。 インコ大ま王 12

北海道 昆中はかせになりたい！ わかめ 12

北海道 サッカー選手になりたい 大幹 12

北海道 サッカー選手になりたい デミトマ 12

北海道 試合に勝ちたい！ おいしいめんたいこ 12

北海道 自衛隊グッツ（メイサイ）をあつめたい おふみ 12

北海道 歯科えいせい士になりたい！ 苺花 12

北海道 消防士になりたい 大池一和 12

北海道 消防士になりたい。 一楓 12

北海道 助産師になりたい はのん 12

北海道 助産師になりたい 琉樺 12

北海道 新部記者になりたい。 はる 12

北海道 税理士になりたい！ 楓 12

北海道 全国で1位 プーちゃん 12

北海道 大金がもらえる仕事につきたいい utyuuzinn 12

北海道 通訳する人になりたいー！ ★FS-ちくわんこ★ 12

北海道 動物園の飼育員 さくら 12

北海道 動物園の飼育員になりたい。 こぎつねさん 12

北海道 動物関係の仕事かゲームクリエイターになりたい！！ NARA大仏だお 12

北海道 時計屋になりたい はじめ 12

北海道 図書館の公務員になりたい！！ おにぎり将軍 12

北海道 日本ハムファイターズの球団職員 こーた 12

北海道 ねこを１０ぴきかいたい あずき 12

北海道 パイロットになりたい あんな 12

北海道 バスケット選手 りこ 12

北海道 バドミントン選手 カズ 12

北海道 バトミントン選手になりたい 二階堂華音 12

北海道 バレー選手になりたい！！ ブウー 12

北海道 パン屋 あやちゃん 12

北海道 パン屋さんになりたい。 ののか 12

北海道 人から信らいされる大人になりたい。 NAHI 12

北海道 美容師になりたい！ 真衣 12

北海道 美ようしになりたい。 ひかジョリーナ 12

北海道 プログラマーになりたい 龍玖 12

北海道 プロゴルファー つばさ 12

北海道 保育士になりたい きら 12

北海道 保育士になりたい！ さら 12

北海道 保育しになりたい！！ 優斗 12

北海道 ほけんしに、なりたい！ ピーピーくん 12
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 ホテルスタッフ　コンシェルジュ れあ 12

北海道 本関係の仕事になりたい。 あやね 12

北海道 マッサージ師になりたい！ 伊藤広大 12

北海道 港とかにあるクレーンを動かしたい もる 12

北海道 もうけるしごとにつきたいです まねー 12

北海道 野球選手になりたい 丹下坂樹(たっつ) 12

北海道 薬ざいし たくと 12

北海道 ユニバーサルスタジオジャパンのキャストにいなりたい。 バナナ 12

北海道 （東京の）ディズニーランドに行ってみたいです。 五十嵐 13

北海道 Baseball playerになる！ 𠮷田航大 13

北海道 K-POPアイドル ONCE 13

北海道 医者になりたい アルト 13

北海道 医者になりたい 伊藤ハム 13

北海道 医者になりたい。 太一 13

北海道 いちご農家をめざしている 佐藤陸斗 13

北海道 イラストレーターになりたい こゆ 13

北海道 医りょう系の仕事に付きたい。 本間洸佑 13

北海道 いろいろなことできるようなりたい。 木村蓮 13

北海道 ウェディングプランナーになりたい 栞 13

北海道 ウェディングプランナーになりたい。 冨田紗和 13

北海道 お金持ちになりたい!!! すえりん 13

北海道 お笑い芸人になりたい 梅さん 13

北海道 音楽関係の仕事につきたい。 はらちゃん 13

北海道 海上保安官でぇす。 海好きの少年D 13

北海道 科学者になりたい まい 13

北海道 学校の先生になりたい。 みっち 13

北海道 金持ちになりたい 渡辺峻成 13

北海道 看護師になりたい はな 13

北海道 看護師になりたい もも 13

北海道 看護師になりたい 矢澤実季 13

北海道 教師になる ペペロンチーノ食べたい 13

北海道 ゲームクリエイターになりたい 齊藤慧 13

北海道 航空会社で働くこと！ ももか 13

北海道 サッカーの中体連で優勝したい 羽生君の右足 13

北海道 サッカー選手 エイチャン 13

北海道 自衛隊になりたい 中村優月 13

北海道 歯科衛生士になりたい！ ゆいP 13

北海道 仕事につきたい 井端大翔 13

北海道 自動車整備士になりたい ぶん隊長 13

北海道 市役所の職員になりたい。 まーかず 13

北海道 柔道とテニスの試合をできるだけ勝ちすすみたい。 佐々木匡生 13

北海道 書店員になりたい 日本の米 13

北海道 スポーツインストラクターになりたい 富永王事 13

北海道 大工さんになりたい。 ニークー 13

北海道 大工になりたい ひで 13

北海道 大工になりたい。 笹 13

北海道 卓球で出来るだけ勝つ タッチャ 13

北海道 中学校教諭になりたい。 小林響生 13

北海道 テニスでたくさん勝ちたい 加藤陸都 13

北海道 バスケットボールで一分でも三十秒でも試合に出たい クリスチーネ剛田 13

北海道 パティシェになってみんなを笑顔にすること。 虹蘭 13

北海道 バドミントン選手になりたい。 立川 13

北海道 バファローズの球団職員になりたい。 宇山駆音 13

北海道 パン職人になりたい 天草小次郎 13

北海道 パン屋をひらきたい Usui 13

北海道 人が笑顔になる仕事につきたい プーさん 13

北海道 人を笑顔にさせることのできる人になること 初音 13

北海道 人を笑顔にする仕事。 吉田柚葉 13

北海道 美容師になりたい 松崎咲良 13

北海道 服に関係する仕事をしたい 横山夢結愛 13

北海道 ふつうにはたらいてふつうに暮らしてふつうに生きたい。 もなか 13

北海道 プロゲーマ ひゅう 13

北海道 保育士になりたい 楠美瑠唯 13

北海道 保育士になりたい ちゃっこん 13

北海道 保育しになりたい　私は子供が好きで子供の成長に関わる仕事をしたい さくら 13
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道
ぼくの夢はスキーのナショナルデモンストレーターになり自分のコーチがナショナルデモンストレーターなので全日本技

術選手権大会という大会でおなじぶたいにたちコーチにかちゆうしょうする。！
輝楽 13

北海道 保健師 ゆな 13

北海道 漫画家になる事が夢です。 フレプ 13

北海道 メイクアップアーティストになりたいです。 Kurumi 13

北海道 もっと旅行にいきたい ぶらいあん 13

北海道 薬ざい師 ふじこう 13

北海道 薬剤師になりたい 夏井陽菜 13

北海道 優しい人になりたい！ 小林一花 13

北海道 理学療法士になりたい。 伊藤さくら 13

北海道 陸上選手 杉野悠斗 13

北海道 漁師になる やまちゃん 13

北海道 一級建築士になってビルをたてたい！！ 中目晋太郎 14

北海道 一級建築士になる！ そうまちゃま 14

北海道 イラストレーターなど絵関係の仕事につきたい 佐藤　紗月 14

北海道 イラストレーターになりたい 昇矢 14

北海道 看護師になりたい 心愛 14

北海道 看護師になりたい。 裏番長 14

北海道 ゲームクリエイター 佐藤瑛太 14

北海道 けんちくぎょうしゃ 京ちゃん 14

北海道 小・中学校の先生になりたいです。 守屋在将 14

北海道 小児科看護師になりたい もえか 14

北海道 すし職人にあんりたい ニワロウ 14

北海道 スポーツ選手になりたい 佐藤蓮 14

北海道 全国選手になる ひろと 14

北海道 トリマーになりたい みんと 14

北海道 バドミントン世界チャンピオンになる！！ つばちゃん 14

北海道 ほいくしになりたい。 さくやま 14

北海道 僕は将来看護師になりたいです。 ファウスト 14

北海道 本などを編集をする人になりたい M 14

北海道 ユーチューバーになりたい 城崎翔太 14

北海道 ゆったりしたいい生活がしたい。 いつき 14

北海道 立派な大人になりたい 風神・雷神 14

北海道 漁師になりたい。 渡部滋武 14

北海道 料理人になりたい おおした 14

北海道 外国で働きたい ボブ 15

北海道 経済に関係する仕事に就きたい！ つなまよ 15

北海道 石油王になりたい refrain　@e4477_ 15

北海道 技工士になる！！ ぴーちか 16

北海道 教師になって海外で働きたい！ はるこ 16

北海道 お金持ちになりたい！ JoY 19

北海道 １年１組のみんながなかよくすごせますように。 りんご 43

北海道 けんこう永生き仕事順調 ー 50

北海道 あいすくりーむやさんになれますように ー ー

北海道 あしがはやくなりますように。 ー ー

北海道 安定した職業につくこと ゆりの花 ー

北海道 うたのチャンピオンにあこがれてしあわせにくらしたい。あと赤ちゃんふたごだといいです。 工藤美来 ー

北海道 おとなになったら本とメモをつくる。 藤田大河 ー

北海道 おはなやさんになりたい! さっちゃん ー

北海道 かいごしになりたい。 ー ー

北海道 かみきれいやさんになれますように。 みい ー

北海道 かめんらいだーのげーむがほしい。 ささだしょう ー

北海道 かめんらいだーのけんほしい ふじたようが ー

北海道 ケーキ屋さんでケーキを作りたい。 伊藤桃花 ー

北海道 サッカーせんしゅになりたい 大こしこう ー

北海道 サッカー選手になりたい。 エンジェリーノ ー

北海道 サッカーせん手になれますように（日本だい表に。 ジャスティスフャイー ー

北海道 サッカーせん手になれますように。 スーパーマヨネーズ ー

北海道 さとうたけるにあう。 窪田喜心 ー

北海道 しいくいんさんになりたい こたにゆうと ー

北海道 獣医さんになりたい！ ひろたん ー

北海道 ショベルカーうんてんしゅ よしき ー

北海道 しんかんせんにのりたい。 ー ー

北海道 スポーツカーに乗りたい。 闇の支配者 ー

北海道 青少年海外協力隊にいずれかは入りたい ー ー

北海道 セブンイレブンではたらきたい。ママがはたらいているばしょだから 古山りゅうき ー
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

北海道 そらをとぶこと DN_mu ー

北海道 中学受験合格したい ー ー

北海道 鉄道のせっし作者になりたいです。 翔 ー

北海道 テニス選手になりたい。 てっせい ー

北海道 動物を助ける仕事につきたい。 ふわり ー

北海道 どらごんぼうるのふくおちてどらごんぼうるにあう ー ー

北海道 ファッションデザイナーになりたいファッションデザイナーになりたい. さねたい ー

北海道 ブリなりたい♡ ー ー

北海道 べじーたになりたいです！ べじーた ー

北海道 ぺっとしょっぷになりたい！ にいにゃ ー

北海道 ほいくえんのひととあいたい。 ー ー

北海道 ぼくはマックの人になるのがびくのゆめです。おとなになったらマック人になっていっぱいはたらきたいです。 ー ー

北海道 みんな（家族）が夏バテしませんよーに くまもん ー

北海道 薬ざいしかダンサーになりたい！ まい ー

北海道 ユーチューバーゲームじっきょうしゃゆっくりとコラボ こてらーメンドウ ー

北海道 ー もも ー

青森県 仮面ライダーになりたい ひなダンゴ 2

青森県 むしやさんなりたい えいた 3

青森県 シンカリオンになりたい REINA 4

青森県 ダンサー がちこ 5

青森県 虫と仲良くなりたいです。 なな 5

青森県 あいどるになりたい はあとちゃん 6

青森県 あいどるになりたい ぴかぴか 6

青森県 ウルトラマン　困ってる人を助けられる強くて優しい人になりたい ゆうた 6

青森県 えんぴつやさんになりたい さめ 6

青森県 おいしゃさんいなる まき 6

青森県 けいさつかんになりたいです おまめちゃん 6

青森県 けぇきやさんになりたい まっちゃん 6

青森県 さっかあせんしゅになりたい。 りょう 6

青森県 すいえいせんしゅになりたい ゆうま 6

青森県 せっかせんしゅになりたい ゆー 6

青森県 たいそうのせんせい かすみん 6

青森県 ほいくしびばりたい うさぎ 6

青森県 ろーそんではたらきたいです しんちゃん 6

青森県 おはなやさんになりたい チビかほ 7

青森県 金もちなりたい 足はやい 7

青森県 かねもちになりたい りゅう 7

青森県 からてせんしゅになりたい！！ こえだちゃん 7

青森県 けいさつかんになりたい。 こま 7

青森県 けえきやさんになりたい いちご 7

青森県 パティシエになりたい ひっちくん 7

青森県 びようしになりたい いっちゃん 7

青森県 ペット屋さんになりたい yuuyuu 7

青森県 お医者さんになりたい こうきくん 8

青森県 オリンピックにでたいです。 かいと 8

青森県 かんごしになりたい こう 8

青森県 くるまやさんになりなる なしごれん 8

青森県 ケーキやさんになりたい しっちゃん 8

青森県 ケーキ屋さんになりたい。 まゆ 8

青森県 しょうぼうしさんになりたい。 つき 8

青森県 しょうらいじえいたいにはいりたい。 しょう太 8

青森県 美容師になりたい！ LOL 8

青森県 ペットショップやさんになりたい！ りんりん 8

青森県 モデル　大好きなオシャレをして可愛いお洋服を沢山着たい めめりん 8

青森県 やきゅうせんしゅになりたい。 ー 8

青森県 海外に行き英語を使う仕事をする ShunShun 9

青森県 科学者になりたい れ 9

青森県 かがくしゃになりたい ポケモン 9

青森県 かんごしになりたい！ TT 9

青森県 サッカーせんしゅになりたい さとう 9

青森県 サッカーせんしゅになりたいです りべるたる 9

青森県 スキ選手になりたい！ LOL 9

青森県 ディズニーではたらきたい。 りんご 9

青森県 どうぶつのいしゃになりたい！ イルカ 9

青森県 お医者さん　難病のおじいちゃんの少しでも役にたちたいから さつまいも 10

青森県 声優になりたい ゆっつ 10
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都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

青森県 パティシエになりたい M.いゆ 10

青森県 薬剤師になりたい LOVE 10

青森県 スイミング選しゅ たいし 11

青森県 ユーチューバーになりたい！ 渚 11

岩手県 あんぱんまんみたいに世界を救う人間になる 緑 1

岩手県 犬をぎゅっとだきしめたい さくら 1

岩手県 おだやかにすごす かずさ 1

岩手県 病気もせず元気に遊べますよーに！！ とうま 1

岩手県 ままみたいなびじんになる あおば 1

岩手県 アンパンマンとあそびたい！ こうちゃん 2

岩手県 アンパンマンと友達になること ゆうと 2

岩手県 アンパンマンになりたい。 ふうが 2

岩手県 あんぱんまんになる ゆうすけ 2

岩手県 あんぱんまんになる ひろな 2

岩手県 おおくきなってカメンライダーになりたいなぁ そうし 2

岩手県 仮面ライダーになりたい！ ふじわらはると 2

岩手県 建築家になって家をつくる はる 2

岩手県 たくさんあそぶ ちふみ 2

岩手県 ぷりきゅあになりたい あや 2

岩手県 エルサになりたい！ にこ 3

岩手県 かめんライダー とらのすけ 3

岩手県 かめんらいだーみたいにつよくなりたい ひろと 3

岩手県 キュアホイップ しおん 3

岩手県 ケーキ屋さんになりたいです。 ここな 3

岩手県 しんかんせんにのりたい。 あっきー 3

岩手県 にじをさわりたい そろちゃん 3

岩手県 ひーろーになりたい けいた 3

岩手県 プリキュア ちか 3

岩手県 プリキュアになりたい♡ みさきちゃん 3

岩手県 プリンセスとけっこんしたい いちなつ 3

岩手県 プリンセスになりたい ちはな 3

岩手県 あしがはやくなりたい！！ おな 4

岩手県 エヴァンゲリオンになりたい のりと 4

岩手県 大きくなったらお姫様になりたいです。 まあちゃん 4

岩手県 おにけんばいになりたいです ゆうちゃん 4

岩手県 おねえちゃんになれますように にしむらみゆ 4

岩手県 カーリングで一番になりたいな さっちゃん 4

岩手県 きゅうきゅうしゃのひとになりたい そうちゃん 4

岩手県 くまになりたい あんな 4

岩手県 けいさつかんになる ゆう 4

岩手県 ゴリラ ゆうくん 4

岩手県 サンタさんとシンデレラになりたいです ひかり 4

岩手県 しょうぼうしになりたい そうた 4

岩手県 水族館のしいくいんさんになりたい かおりん 4

岩手県 スターティンクルプリキュア さゆき 4

岩手県 スターになる めいさちゃん 4

岩手県 ディケイドになりたい きよと 4

岩手県 どうぶつふぃぎゅあをあつめたい！ こうやこ 4

岩手県 ニコニコしたい えみり 4

岩手県 にじのうえをあるきたい ほのか 4

岩手県 プリキュア りお 4

岩手県 ぷりきゅあ おあな 4

岩手県 プリキュアになりたい ごんちゃん 4

岩手県 ぷりんせすになりたい ちひろ 4

岩手県 ぷりんせすになりたい。 みさと 4

岩手県 ぷりんせすになれますように きつ 4

岩手県 ポケモントレーナーになってでんせつのポケモンにあいたい そう 4

岩手県 ゆーちゅーばーきんにくまんけいさつかん りょう 4

岩手県 ようちえんのせんせい ー 4

岩手県 ようちえんのせんせいになりたい ー 4

岩手県 リュウソウレッドになりたい！ ゆずき 4

岩手県 りゅそうじゃーになりたい のりと 4

岩手県 今の職場で大変良い地位に就けますように。 けんちゃん 5

岩手県 おおきくなったらけえさつになりたいけーきやさん ゆな 5

岩手県 おおちのまわりにおはながいいぱいさきますように♡ あかり 5

岩手県 おかねもちになりたい れい 5
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岩手県 お外でたのしくあそびたい はる 5

岩手県 かしゅになりたい こうた 5

岩手県 カメンライダーになりたい。 ひゅうが 5

岩手県 かんごし かんな 5

岩手県 警察官になりたい！！ はると 5

岩手県 けけといぱいあそべますように ひかいゆういち 5

岩手県 健康で文化的な最低限度の生活を送れますように こと 5

岩手県 さんたさんがきますように あき 5

岩手県 ジオウになりたい 三浦なゆた 5

岩手県 じぶんのゆめぷりんせす あい 5

岩手県 しょうぼうし れんれん 5

岩手県 すてきなおかあさんになれますように ちよ 5

岩手県 武豊みたいなジョッキーになります ハルヒト 5

岩手県 はいしゃさん みあさ 5

岩手県 ばすのうんてんしゅになれますように だいち 5

岩手県 バレリーナ はちやん 5

岩手県 ハワイにいきたいです はたけやまゆうじ 5

岩手県 プリキュアコスモ ー 5

岩手県 ぷりんせすになりたい なお 5

岩手県 ぷりんせすになりたい かすみ 5

岩手県 ペットショップの店員さん そうま 5

岩手県 ポケモンのワカシャモになりたい しき 5

岩手県 まんがやさんになりたいな。 かんた 5

岩手県 みにーちゃんになりたい あこしちゃん 5

岩手県 やきゅうせんしゅ とら 5

岩手県 りゅうそうじゃーになりたい れん 5

岩手県 イケメンになりたい 新 6

岩手県 えるさになりたい すずか 6

岩手県 おいしゃさん しょうだい 6

岩手県 おいしゃさんになりたいです。 るか 6

岩手県 おおきくなったらはいしゃさんになりたいです。 せら 6

岩手県 おはなやさんになりたい！ ななせ 6

岩手県 おはなやさんになりたい！ あおい 6

岩手県 おはなやさんになりたいです ゆずは 6

岩手県 おりんぴっくせんしゅ すずきかほ 6

岩手県 かれえやさんになりたい。 ドラエもん 6

岩手県 かんごし みさき 6

岩手県 かんごしさんになりたい！ しほ 6

岩手県 かんごしさんになりたいれす いお 6

岩手県 かんごしになりたい！ わだひまり 6

岩手県 かんごしになりたいです。 はるき 6

岩手県 きょうりゅうはかせになりたい おばらあすか 6

岩手県 くるまやさんをやりたいです。 えい 6

岩手県 くれえぷやさんになりたい。 るい 6

岩手県 げんそうきょうにいきたいです みか 6

岩手県 さっかぁせんしゅになりたい！ おうすけ 6

岩手県 サッカーせんしゅになりたい。 ようじ 6

岩手県 ジオウになりたい ー 6

岩手県 じゃすこにいきたい おな 6

岩手県 すけえとせんしゅになりますように ひっちゃん！ 6

岩手県 だいくさんになりたい！ ぜらおら 6

岩手県 たっきゅうびんやさんになりたいです。 ABC 6

岩手県 にじのうえにのりたいです。 ー 6

岩手県 ぴあにすと りん 6

岩手県 ふあしょんでざいなあ あい 6

岩手県 ファッションデザイナーになりたい すずか 6

岩手県 ぺっとぺとショップの人になりたい ことね 6

岩手県 ほいくしになりますように！ ゆきか 6

岩手県 僕はおもちゃ屋さんになりたい。 りゅうくん 6

岩手県 ほっきょくにいきたい。 きょうすけ 6

岩手県 マリオになりたい しょう 6

岩手県 まんがかになりたいです あいり 6

岩手県 もでるになりたい めり。 6

岩手県 やきゅうすること きただりょうすけ 6

岩手県 やきゅうせんしゅになりたい りく 6

岩手県 やくざいしになりたい！ まい 6
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岩手県 ユウちゅーばあ らいあ 6

岩手県 ゆーちゅーばーになりたいです りひと 6

岩手県 ようちえんのせんせいになりたい りん 6

岩手県 リュウソウゴールドになりたい。 まさと 6

岩手県 わたしのゆめはけんちくかです。 まり 6

岩手県 イーブイをGETしてブイズにかこまれてすごす らり 7

岩手県 うちゅうにいけますように おだやましおり 7

岩手県 うちゅうひこうしになりたい！ まりお 7

岩手県 えがじょうずになりたい りょう太 7

岩手県 おいしゃさんになりたい あやか 7

岩手県 おいしゃさんになりたい。 とうこ 7

岩手県 おとうさんになりたい。 びおらんて 7

岩手県 おべんきょおがんばりたい みう 7

岩手県 おりんぴっくのせんしゅになる あやね 7

岩手県 ガオーレでつよくなりたい。 かける 7

岩手県 かがくしゃ てっちゃん 7

岩手県 学校の先生 かんちゃん 7

岩手県 かねもちになりたい れんた 7

岩手県 かんごしさん おかりー 7

岩手県 かんごしさんになりたい！ うるとらねくろずま 7

岩手県 きょうりゅうをはっくつしたい かいせい 7

岩手県 けいさつかんになりたいです。 泉山央都 7

岩手県 コーラアイスたべたいです。 おう 7

岩手県 こくごができるようになりたい はしずめりょう太 7

岩手県 こんちゅうかん なおまさ 7

岩手県 さっかーせんしゅになる おと 7

岩手県 自てんしゃにのれるようになりたいです ゆずは 7

岩手県 しょうぼうしさんになりたい！ とげぞう 7

岩手県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい！ よっしい 7

岩手県 すけーえとのせんしゅになりたいです。 ななみ 7

岩手県 せが大きくなりますように まほ 7

岩手県 せんせい 六花 7

岩手県 そらをとびたい あーゆー 7

岩手県 空をとびたいです。足がもっともっと早くなりたいです。 ありさ 7

岩手県 デザイナーになりたい なつみ 7

岩手県 でんきやさんになりたい あぶそる 7

岩手県 でんしゅあのうんてんしになりたい しゅう 7

岩手県 どうぶつえんのしいくいん たく 7

岩手県 日本だいしょうになる。サッカーせんしゅ 米谷直 7

岩手県 はいしゃさんになりたい なこりん 7

岩手県 ぱてぃしえになりたい 相内なつみ 7

岩手県 ぱんやになりたい！ はる 7

岩手県 ピアニスト おおのゆうな 7

岩手県 プロやきゅうになりたい 琉生 7

岩手県 ヘビつかいになりたい ゆう 7

岩手県 ポケモンにあって見たい ゆっちゃん 7

岩手県 まらそんでるいくんをおいこしたいです。 はると 7

岩手県 マンガかになりたいです。 里音 7

岩手県 やくざいしになりたい！ りん 7

岩手県 ゆうちゅうばあになりたいです。 たなかせん 7

岩手県 ヨッシーにのってみたいたくま たくま 7

岩手県 わたしはアイドルになりたいです。 彩芭 7

岩手県 アタック25に出場したい。 ともき 8

岩手県 アタック25にでる。 中林ゆうが 8

岩手県 いしゃになりたい。 りょうティン 8

岩手県 イラストレーターになりたい きなこ 8

岩手県 おいしゃさんになりたい ゆい 8

岩手県 おきなわに行きたい るり 8

岩手県 おばけやしきにいきたい だいち 8

岩手県 歌手になりたい ゆず 8

岩手県 けいさつかんになりたいです。 松本ゆい 8

岩手県 けいさつかんをできましたい。 ゆうと 8

岩手県 げいにんになりたい すきやき 8

岩手県 げいのうじんになるれおとけっこんする りこ 8

岩手県 ケーキやさん のあ 8

岩手県 ケーキやさんになれますように。 琉衣 8
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岩手県 ゲームつくる人に ぼぼ 8

岩手県 ゲームのプロになりたい。 小林夏希 8

岩手県 コンビニの人 まさき 8

岩手県 サッカーせんしゅになりたい ふじわらしょうた 8

岩手県 サッカー選手になりたい こあら 8

岩手県 すいぞくかんの人 プーさん 8

岩手県 すてきな女子になりたい。 チビ 8

岩手県 すみっコぐらしにかこまれたい。 田中すみみ 8

岩手県 世界一の金もちになりたいです。 こうちゃ 8

岩手県 大発明家になりたい しょうま 8

岩手県 たくさんいいことがありますように。 わっぴぃ 8

岩手県 動物写真家になりたいです。 テリウム 8

岩手県 パティシエになりたい！ あおば 8

岩手県 パティシエになりたい！ はるの 8

岩手県 ぱんやさんになりたい！ なつこ 8

岩手県 ほいく園の先生 みっちゃん 8

岩手県 本やさんになりたい。 ゆうな 8

岩手県 まんがかになりたい。 ひな子 8

岩手県 まんがかになる！ かいら 8

岩手県 虫ちゅうをかいたい そうた 8

岩手県 やきゅうでホウムランを10回うちたい そうた 8

岩手県 ユウチューバー だいあ 8

岩手県 楽天にはいれますように。 細川大が 8

岩手県 立派な大人になれますように まこ 8

岩手県 1000さいぐらいまでいきたいです。 よっかいちひなり 9

岩手県 イギリスに行きたい！ ゆらちん 9

岩手県 一生、入院しませんように！ おとっち 9

岩手県 えらいサラリーマンになりたい。 ゆづっきーに 9

岩手県 お金持ちになりたい。 こうが 9

岩手県 おしろやきょうりゅうをはっくつ！ よししげ 9

岩手県 かしゅになりたい 蒼大 9

岩手県 ガソリンスタンドの人 かずき 9

岩手県 学校の先生 斎藤彩花 9

岩手県 かんごしになりたい みく 9

岩手県 キャラメルマシーンみたいにまじっくをみんなにみせたい。 ー 9

岩手県 クレーンゲーム1万円分やりたい！ ミミ 9

岩手県 ケーキやさんになりたい！ にーちゃん 9

岩手県 ゲームマスターになりたいです全てゲームを買いたいです さいとうはると 9

岩手県 工事現場で働いてユーチューバーになりたい やなこけよひな 9

岩手県 サッカーせんしゅになりたいです。 ゆうが 9

岩手県 市役所の人になりたい あんじ 9

岩手県 獣医 ちっか 9

岩手県 将棋の先生になりたい 将棋君 9

岩手県 女子アナウンサー たけみ 9

岩手県 すししょくにんになりたい。 コロスケ 9

岩手県 すししょくにんになりたい。 モコ 9

岩手県 すしやになりたい。 トラロ 9

岩手県 世界一有名なユーチューバーになりたい イワロックの陸 9

岩手県 そうり大臣になりたい。 マーチャン 9

岩手県 そらを飛びたい。 こうかい 9

岩手県 たいこのたつじんのプロになる！！ ひさし 9

岩手県 たくさんの犬をかいたい。 くーひー 9

岩手県 動物がみつりょうされたりさっしょぶんされない世の中になってほしい リザーブイ？ 9

岩手県 どうぶつびょういんではたらきたい ちっぴろう 9

岩手県 トリマー 楓 9

岩手県 なにかあった時この「世界」をすくいたい トマトリコピン 9

岩手県 日本代表になりたい 飛田竜之介 9

岩手県 ネイリストになりたい。 なっちゃん 9

岩手県 ネコがいっぱいいる家にすみたい。 ゆっきー 9

岩手県 ぼくのゆめは天のうへいかだ！ るい 9

岩手県 ぼくは、おもちゃやさんになって、そのしゃちょうになりたいです。 コナン 9

岩手県 星ざをさがしたい！！！ 北田すず 9

岩手県 まほう使いになりたい。 なな子 9

岩手県 まんが家 かんな 9

岩手県 マンガ家になりたい。 フーちゃん 9

岩手県 みんなをたすけられるかっこいい医者になりたいです。 岩舘　瑚子 9
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岩手県 モデルになりたいです。 みりい 9

岩手県 役場でしっかり働ける人になりたい。 ゆう神 9

岩手県 ユーチューバーになりたい！ はやピー 9

岩手県 ユーチューバーになりたい！ いっちゃん 9

岩手県 ユーチューバーになりたいです。 とてぃお 9

岩手県 ようちえんのせんせいになる！！ あかり 9

岩手県 ラグビーせんしゅになりたいです。 はるき 9

岩手県 りょうりにんさんみんなをえがをにするりょうりを作りたい 人 9

岩手県 ローソンのオーナーになる。 なっこ 9

岩手県 足がはやくなりたい るい 10

岩手県 イヌをかえますように K・T 10

岩手県 いろいろなスポーツをしてみたい♡ A・Y 10

岩手県 ウェディングプランナーに親友になる！ミス太こになる りんりん 10

岩手県 ウェディングプランナーになる！！ サナ 10

岩手県 絵本作家 雅 10

岩手県 お父さんと老人ホームで働きたい。 こうきっち 10

岩手県 お花屋さん 三浦あやめ 10

岩手県 がこうの先生になりたいです。 みゆう 10

岩手県 学級しっこうぶの書記になりたいな～ 空 10

岩手県 かんごしになりたい‼ ー 10

岩手県 けいさつ犬しどうし さら 10

岩手県 けーきやさんになりたい 仁美 10

岩手県 ケーキ屋さんになりたい！ あや子 10

岩手県 ゲームクリエイターになりたい！ カキピー 10

岩手県 ごうかな家に住み金持ちになりたい かい 10

岩手県 コックさんになりたい！ 小野寺 10

岩手県 習字の先生になりたい りん 10

岩手県 世界が平和になりますように。 ドラエもん 10

岩手県 大工 幹也 10

岩手県 大工になりたい！ しおん 10

岩手県 大工になりたい。 はく 10

岩手県 たくさんのTカップトイプードルをかいたい！ あんびこ 10

岩手県 ダンサーになりたい！ ちんもこ 10

岩手県 ダンサーになりたい！！ たむらみゆう 10

岩手県 デザイナーになりたい よっこちゃん 10

岩手県 テレビカメラマンになりたい カビゴン 10

岩手県 電気工事をする人になりたい はやと 10

岩手県 トリマーになりたい このは 10

岩手県 はつめいか 将章 10

岩手県 パティシェになりたい！ みお 10

岩手県 パティシエになりたい！ 美崎千代 10

岩手県 花屋さん ゆきの 10

岩手県 パン屋になりたい。 カンニャン 10

岩手県 ファッションデザイナー 美聡 10

岩手県 プロゲーマーになりたいユーチューバーになりたい ー 10

岩手県 プロバスケット選手になって岩手のスポーツを盛りあげたい はるちか 10

岩手県 プロバトミントン選手になれますように もっちゃん 10

岩手県 プロ野球選手になりたい！！ そうポン 10

岩手県 プロ野球選手になりたい。 ゆづき 10

岩手県 プロ野球選手になりたい。 吏夢 10

岩手県 プロ野球選手になりたい。 柊那 10

岩手県 ペットショップの店員になりたい。 心優 10

岩手県 ぺっとやさん さら 10

岩手県 ほいくしさんになりたい！ 佐藤舞優 10

岩手県 保育士になりたい！ 陽菜乃 10

岩手県 保育士になりたい。 心海 10

岩手県 本当のスティッチに会いたい♡ M、N 10

岩手県 マジやさしい小学校の先生になる！ はるるん 10

岩手県 まん画家になりたい！ 夜叉白雪 10

岩手県 まんがかになりたい よっぴー 10

岩手県 水ぞく館のし育係 かりんりん 10

岩手県 米津玄師さんのようなシンガーソングライターになりたい。 ゆら子 10

岩手県 レストランのシェフになりたい 霊夢 10

岩手県 YOUTUBERになりたい 相内洸志 11

岩手県 Youtuberになりたい。 motaki 11

岩手県 YOUTUBERになる！！ ぴょんぴょん 11
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岩手県 アナウンサーになる！ かめりお 11

岩手県 アニメーターになる！ さやや 11

岩手県 お医者さんになりたい サーちゃん 11

岩手県 お金持ちになりたい。 おいなり 11

岩手県 カーリングでオリンピックに出るぞ めいめい 11

岩手県 空手の全国大会で優勝‼ NENE 11

岩手県 かんごしになりたい！ ましろん 11

岩手県 恐竜博士になりたい。 クワガタ 11

岩手県 雑貨デザイナーになりたい！ マカロン 11

岩手県 作家になりたい（うれる！）ユーチューバーになりたい りの 11

岩手県 小学校の先生になりたい！ さえ 11

岩手県 小説家か、イラストレーターになりたい。 エマ 11

岩手県 消防しになりたい！！ ゲン 11

岩手県 助産師になりたい ナッツ 11

岩手県 女優に、なれますように。 りっつ 11

岩手県 スクイーズがほしい♡ こはな 11

岩手県 スタイリスト スーちゃん 11

岩手県 スポーツ選手になりたい ゆうじん 11

岩手県 声優になりたい。 るっつ 11

岩手県 大工さんになりたい。 崇人 11

岩手県 大工になりたい 啓一郎 11

岩手県 大工になりたい。 こうや 11

岩手県 大工になりたい。 あっくん 11

岩手県 トリマーになりたい ゆの 11

岩手県 トリマーになりたい！ 心歌 11

岩手県 日本一周したい！！！ ？？？ 11

岩手県 農業をしたい しんちゃん 11

岩手県 パティシェになりたい まお 11

岩手県 バドミントン選手になりたい。 七美 11

岩手県 バドミントンの選手（すぽーつ）になりたい りの 11

岩手県 パン屋さんなりたい！ 愛望 11

岩手県 美容しになりたい ティノ 11

岩手県 プロゲーマーになりたい。ユーチューバーになりたい。 ひなと 11

岩手県 プロサッカー選手になりたい いぬとねこ 11

岩手県 プロ野球選手 七惺 11

岩手県 プロ野球選手になりたい。 ゆらぼう 11

岩手県 ほいくし みっつん 11

岩手県 保育士になりたい まつだせいこ 11

岩手県 保育士になりたい。 捺結 11

岩手県 本の作者になりたい AYU 11

岩手県 マーチング全国金賞 わかぞう 11

岩手県 マーチング全国金賞！ スミ 11

岩手県 マッサージ屋さんになりたい！ チェリー 11

岩手県 まんが家になりたい！ ゆな 11

岩手県 マンガ家！ まな 11

岩手県 まんが画に！ のんのこ 11

岩手県 マンガ家になりたい。 じむた 11

岩手県 みんなが笑顔になれる仕事をしたい チューバ 11

岩手県 野球選手になりたい。 新太 11

岩手県 らく農家になりたい！ 天才 11

岩手県 漁しになりたい はるき 11

岩手県 スイッチくれ ヨッシー 12

岩手県 声優 あーさん 12

岩手県 バスケの選手になりたい ロキ 12

岩手県 美容師になりたい もも太郎 12

岩手県 プロ野球せんしゅ コウタ 12

岩手県 保育士になりたい Yui 12

岩手県 保健師になりたい ゆっちゃん 12

岩手県 陸上選手になりたい！ れい 12

岩手県 漁し ゴット（神） 12

岩手県 漁しになりたいです。 Pちゃん 12

岩手県 私は、トリマーになりたい。 メイ 12

岩手県 嵐にもう一度あいたい ゆう 13

岩手県 イスラエル留学 フヘロ 13

岩手県 お城に住みたい ゴリ 13

岩手県 自分で家をたてたい みんみんぜみ 13
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岩手県 絶対音感になりたい！ とーじ 13

岩手県 ぼくの将来の夢はテニスの選手になりたいです そうのすけ 13

岩手県 インコのミックスがかえってきますように。 ミキハウス 14

岩手県 結婚する♡ みーき 14

岩手県 みんなが笑顔にイラストレーター ゆーな 14

岩手県 笑顔が絶えない生活をしたいヨー おすし 15

岩手県 外交官になる かなぶん 15

岩手県 マンガ家になりたい！ メガネザル 15

岩手県 絵が上手になりたい あおりん 16

岩手県 おーちゃんとけっこんしたい あおぽん♡ 16

岩手県 時間が欲しい くるみ 16

岩手県 勉強できるようになる！ あいり 16

岩手県 おいしいものでくいだおれたい。 あやぽん 17

岩手県 ブラックサンダーに愛される女になりたい ひじりん 17

岩手県 もう、虫歯になりませんよーに。 あこ 17

岩手県 薬剤師 ゆうや 17

岩手県 いろんなところをまわりたい まき 18

岩手県 おいしいものをたくさん食べたい。 はる 18

岩手県 およめさん！ かな 18

岩手県 デッカイエビフライが食べたい しゅうか 18

岩手県 トリマーと動物看護士になりたい。 いわ 18

岩手県 バカな人は、やだになりたい。 山田子 18

岩手県 平和に過ごしたい あゆちん 18

岩手県 ほいくえんにせんせいになりたいです はるな 18

岩手県 25才で結婚したい なっつ 19

岩手県 健康で安全に笑顔で生活 ぱい 19

岩手県 子どもを理解する保護者になりたい。 ぱい 19

岩手県 おはなやさん たまちゃん 20

岩手県 新世界の神になる けん 20

岩手県 幸せになること きりぴょん 22

岩手県 ふら～っと日本のすてきなところを旅行したい。 おと 22

岩手県 毎日うけることする ちゃんむつ 22

岩手県 マイホームを建てる いぶたん 22

岩手県 1か月連休が欲しい！ パンダ 23

岩手県 神 セジソン 25

岩手県 家族が皆、元気で過ごせますように。 秋田の斎藤 27

岩手県 いろんな場所へ旅をしたい。 さとう 28

岩手県 しぶいおじいちゃん すきぞう 30

岩手県 素敵なマイホームにすみたい！！ 385 30

岩手県 宝くじがあたりますように りか 30

岩手県 子育てを終えたら勉強をしたい みさと 31

岩手県 ハワイに住みたい なお 31

岩手県 幸せになりたい！！ KH 32

岩手県 HAWAIIに行きたいさとちゃん 永遠の33才 33

岩手県 おもちゃの広場や面白劇場をひらいてみたい！ くー 34

岩手県 家族がずっーと仲良く過ごせますように！ 亜矢 34

岩手県 キンプリに会いたいー！！ あっちゃん 34

岩手県 建機特級合格！！ 大吉 34

岩手県 のんびりすごす れい 34

岩手県 子育てと仕事を頑張って老後を楽しむ！！旅行いっぱいしたい みゆき 35

岩手県 スペースシャトルに乗りたい たかひろ 35

岩手県 宅建合格したい！ つかさ 35

岩手県 マイホーム　ハワイ旅行　買い物ざんまい 女 35

岩手県 屋久島の杉の木をみに行きたい しほ 35

岩手県 神様になりたい 神様 36

岩手県 好きなことをしてお金をもらう！ あや 36

岩手県 宝くじ当たりますように。おお金持ちになる よっしー 36

岩手県 宝くじに当たりた～い！！ じゅんこ 37

岩手県 宝くじ一等当てるぞ～！！ 仙台ラガー 38

岩手県 日本代表を育てる DREAM 38

岩手県 すてきないえをたてる まさこ 39

岩手県 外国に行ってみたい ー 40

岩手県 しずかにねられるところに行きたい まりこ 40

岩手県 社会福祉士になる！ ちはる 40

岩手県 娘達がムコ養子をもらいますように TAKUBOPPO 40

岩手県 英会話をマスターしたいTOEIC990 ブヒチーヌ 41

24



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

岩手県 ぎっくり腰が早く治って二度とならないように。 伍志伊太 41

岩手県 いろんな場所に行って美味しいものを食べたい♡ あやち 42

岩手県 オーロラを見たい！ みやもん 42

岩手県 ハワイにいきた～い かなこ 43

岩手県 死ぬまで幸せ おかあさん 44

岩手県 宝くじ高額当選 ママ 44

岩手県 鳥になりたい まさぴぃ～ 45

岩手県 あおもりしに住みたい ヒロ 46

岩手県 しごとがほしい ゆうこ 46

岩手県 みんなで仲良く元気に お父さん 46

岩手県 もでるになりたいになりたい。 好子 63

岩手県 そらをとびたい ゆっきぃ ないしょ

岩手県 世界一周 かんちゃん ヒ♡ミ♡ツ

岩手県 ５F建ての家を建てる住む タクタク ー

岩手県 おおきくなったらけえさつになりたい ゆめ ー

岩手県 男の子にスキになってほしい。 曲田ゆう心 ー

岩手県 おねえさんになれますように りお ー

岩手県 おはなやサンになりたい ふじのかりん ー

岩手県 おはなやさんになりたい ササキ　ユナ ー

岩手県 家族がいつまでも幸せに暮らせますように。 ゆきの ー

岩手県 家族なかよくいつも元気 ゆリン ー

岩手県 家族みんな元気に仲よく ひろえ ー

岩手県 家族みんな仲良くにっこり りょうしゅうママ ー

岩手県 かめんらいだーになりたい たいと ー

岩手県 カレーパンマンみたいなんとけっこんしたい さっく ー

岩手県 ぐざいになりたい りん ー

岩手県 くっきいやさん ねね ー

岩手県 ゲームいっぱいほしなー！！ ともや ー

岩手県 元気に長生き！ まさる ー

岩手県 健康美 ゆか ー

岩手県 こどもがすきなひととけっこんできますように。 えみ ー

岩手県 こどもといっしょにゆっくりすごしたい アラフォー ー

岩手県 子どもを笑顔にできる保育者になる‼ ぺーちゃん ー

岩手県 しあわせになりたい。保育士になりたい。 ぺーちゃん ー

岩手県 すたーとぅいんくるになりたい。 さくら ー

岩手県 田野畑村でねこカフェをやりたい。 はの ー

岩手県 ちょうちょになっておそらをとびたい‼ たむらみつき ー

岩手県 てすとでぜんぶひゃくてんとれますように ささきあゆむ ー

岩手県 ドレスをつくるしごとをしたい かずは ー

岩手県 ナイスなくびれボディになりたい。 あゆみ ー

岩手県 日本をリードする E,K ー

岩手県 パティシエになりたいです！ 真桜 ー

岩手県 バトンせんしになりたいです とづかちはや ー

岩手県 はれますように おとうさん ー

岩手県 ひこうきのうんてんがしたい さかいだたいせい ー

岩手県 びようしになりたい。 きずゆ ー

岩手県 婦人警官になりたい てんこ ー

岩手県 プリキュアになりたい なお ー

岩手県 プリキュアになりたいです。 ー ー

岩手県 プロヤキュウせんしゅう。キャッチャ もとなりのゆめ ー

岩手県 ミニプリンセスになりたいです すず♡ ー

岩手県 みんなといっぱいあそびたい あかね ー

岩手県 やさしい人になる ゆい ー

岩手県 ゆめはサッカー選手になることです！ゴ～ル しょういちろう ー

宮城県 イルカショーのお姉さんになりたい ぽんちゃん 3

宮城県 トーマス列車の運転手になりたいです れんとくん 3

宮城県 ドクターイエローの運転士 れんくん 3

宮城県 救急隊員 きりくん 4

宮城県 スーパーヒーローになりたい。 アッキー 4

宮城県 パティシエになりたい みみみ 4

宮城県 嵐の櫻井と結婚する。 みさき 4

宮城県 さかあのせんしゅになりたい さとう けいじろう 5

宮城県 忍者になりたい なっちゃん 5

宮城県 F1レーサー SOMA 6

宮城県 あいすくりいむやさんになりたい たかはしみお 6

宮城県 あいすやさん ゆうら 6
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宮城県 アイスやさんになりたい のあ 6

宮城県 あいすやさんになりたい。 ゆうか 6

宮城県 アイドル あおの 6

宮城県 あいどるになりたい りんか 6

宮城県 あいどるになりたい すきし さな 6

宮城県 あいどるになりたい みづき 6

宮城県 いいひとになりますように あゆと 6

宮城県 いぬのびょういんになる。 さわ 6

宮城県 うさぎのいるお家に住みたい。 ゆうか 6

宮城県 うちゅうひこうしになりたい しんや 6

宮城県 おいしゃさんになりたいです あかり 6

宮城県 おおきくなったらかんごしさんになれますように あんな 6

宮城県 おかしやさんになるたいです なつき 6

宮城県 おはなやさんになりたいです。 みなこ 6

宮城県 およげるようになりたい りんか 6

宮城県 かっこいいひいろうになりたい。 ゆうすけ 6

宮城県 学校の先生 ゆき 6

宮城県 がっこうのせんせいになりたい ゆうき 6

宮城県 可愛いお花を作る和菓子屋さん まゆひよ 6

宮城県 けいさつかんでどろぼうをつかまえたい かずや 6

宮城県 警察官になってパトロールカーをうんてんして町を皆を守りたい。 あっくん 6

宮城県 けいさつかんになりたい りんか 6

宮城県 けいさつになりたい れん 6

宮城県 けいさつになりたい。 いとうともき 6

宮城県 けががなおりたい あきほ 6

宮城県 こんごしになりたい かえ 6

宮城県 さーかせんしゅ りゅうき 6

宮城県 さいやじんになりたいです。 たいが 6

宮城県 サッカーせんしゅになりたい おやまりょうへい 6

宮城県 サッカーせんしゅになりたいです。 ゆうと 6

宮城県 しょうぼうしになりたい たいが 6

宮城県 しんかんせんのうんてんし りゅうのすけ 6

宮城県 すいぞくかんのしいくいんさんになりたい。 みさき 6

宮城県 でいずにいらんどにいきたいです さとう ひろと 6

宮城県 ばすけっとせんしゅになりたいです ひより 6

宮城県 ぱてぃしえになりたい ゆり 6

宮城県 パテシエになりたいです。 タムニュー 6

宮城県 ぱてしやになりたい とも 6

宮城県 びょういんのせんせいになりたい はるせ 6

宮城県 ぷろやきゅうせんしゅになりたいです。 てしろぎ けいのすけ 6

宮城県 べんきょうのこたえがすぐかきたい しょうじゆきね 6

宮城県 ほいくえんのせんせいになりたい かいせい 6

宮城県 保育士さんとユーチューバーになりたい らい 6

宮城県 マッサージやさんになりたい きなむらたつき 6

宮城県 や球になりたいです。 かんの しゅんぺい 6

宮城県 やきゅうせんしゅになりたいです そうた 6

宮城県 やっきうせんしゅになります あべ 6

宮城県 あさもっとはやくおきたい。 けんすけ 7

宮城県 アシスタントになりたい まおぴ 7

宮城県 あたまがよくなりたい みいか 7

宮城県 あたまがよくなりたい 中川原 健 7

宮城県 あたまがよくなりたい。 れい 7

宮城県 アナウンサーになりたい あやめ 7

宮城県 いえをつくるしごとをしたい。 そうた 7

宮城県 おいしゃさんになりたい しの 7

宮城県 お母さんと同じ看護師になりたい 笑瑠 7

宮城県 おきくなったらだいくになりたい しゅんた 7

宮城県 弟が首すわりますように。 菅原 咲希 7

宮城県 がっけんのせんせいになりたいです。 ゆいか 7

宮城県 学校の先生になりたい！ 伊織 7

宮城県 かみきりやさん 碧睦 7

宮城県 から手せんしゅになりたい。 石山ゆい 7

宮城県 くやくしょの人になりたい コンビニの店長 7

宮城県 けいさつになりたい 武尊 7

宮城県 けーきやさんになりたい ほのか 7

宮城県 ケーキやさんになりたい とがしかほ 7
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宮城県 ケーキやさんになりたい。 にな 7

宮城県 サーティーワンのていいんになりたい。 みゆ 7

宮城県 さっかあせんしゅになりたい ごとう そうた 7

宮城県 さっかーせんしゅになりたい とうや 7

宮城県 サッカーせんしゅになりたい。 はるき 7

宮城県 しいくいんになりたいです まな 7

宮城県 じゆうにすごしたい。 さとうひいな 7

宮城県 じゆうにすごしたい。 やまもとみゆ 7

宮城県 じゆうにすごす。 あんり 7

宮城県 しょうぼうしになりたいです。 はやで 7

宮城県 すいえいせんしゅになりたい あやな 7

宮城県 水えいのせんしゅになりたいです。 めい 7

宮城県 タカラトミーのしごとに入りたい！ 隆太 7

宮城県 たぴおかやさんになりたい まおぴ 7

宮城県 ダンスや、歌をじょうずになりたい。 らな 7

宮城県 どうでもいい りとう 7

宮城県 どうぶつのおいしゃさんになりたい。 えちご つばさ 7

宮城県 どうぶつびょういんのおいしゃさんになりたい だいら しんや 7

宮城県 ぱてぃしえになりたいです。 ゆりな 7

宮城県 ぱてしやになりたい。 おい川 さあや 7

宮城県 ばれーぼおるのさーぶがじょうぶになれますように まな 7

宮城県 ふたごのおわらいげい人に、なりたい！！ せいな 7

宮城県 ふつうのじんせいおくる しょう 7

宮城県 ぺっとしょっぷやさんになりたいです。 みなみ 7

宮城県 ペットトリマーになりたいです。 ゆいか 7

宮城県 ほいくえんのせんせえになりたい おいかわ なのは 7

宮城県 ほいくしょのせんせいになりたい。 みう 7

宮城県 ぼくさーになりたい けいしん 7

宮城県 ほんのてんいんさんになりたいです。 ゆいか 7

宮城県 ママがながいきしてほしい ふしみりく 7

宮城県 マンガかになりたい かほ 7

宮城県 やきゅうせんしゅ 井上湧眞 7

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい かんた 7

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい さきと 7

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい しおん 7

宮城県 やくざいしになりたい さえ 7

宮城県 ユーチューバーになりたい。 はると 7

宮城県 ゆうちゅうばあになりたいです りょうが 7

宮城県 ユーちゅーぶになりたいです。 ふうた 7

宮城県 ゆうびんやさんになりたいです りょうた 7

宮城県 ゆうめい人になりたい。 しゅうま 7

宮城県 ようちえんのせんせいになりたい！！ いろは 7

宮城県 ようちえんのせんせいになりたいです ゆいか 7

宮城県 らくてんチアリーダーになりたい かほ 7

宮城県 ろーるあいすやさんになりたい まおぴ 7

宮城県 １００人ともだちつくれますように 生成 8

宮城県 アイスやさんになりたい♥ りこ 8

宮城県 宇宙飛行士になりたい さくらい 大すけ 8

宮城県 おかあさんみたいな、ほごしせつの人になりたいです。 つむぎ 8

宮城県 お父さんみたいになりたい こうき 8

宮城県 おもちゃやになりたい こう木 8

宮城県 かぞくでりょこういきたいです。 なつき 8

宮城県 学校の先生になりたい。 ましろ 8

宮城県 かんごし ちゅんちゅん 8

宮城県 銀次みたいな野球選手になりたい ハクさん 8

宮城県 けいさつかんになりたい！！ ゆうな 8

宮城県 コックさん ゆめ 8

宮城県 サッカーせんしゅになりたいです。 じん 8

宮城県 じゆうにすごしたい！ 高橋ゆりあ 8

宮城県 小学校の先生になりたい 茉彩 8

宮城県 たぴおかやさんになりたい りの 8

宮城県 ダンスの先生になりたい！ こころ 8

宮城県 チアリーダーになりたいです もも 8

宮城県 パチシエになりたい りの 8

宮城県 びようしになりたい。 リーナ 8

宮城県 プロゲーマーになりたい。 たけお 8
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宮城県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 らいと 8

宮城県 プロ野球せん手になりたい りょうた 8

宮城県 ほいくえんになりたい りの 8

宮城県 ほいく園の先生になりたい くろさわ めい 8

宮城県 ほいくしょのせんせいになりたい。 さき 8

宮城県 冒険家になっていろいろな国に行きたい！！ ゆうはる 8

宮城県 マイクラのプロになりたいです。 りくと 8

宮城県 楽天のせん手になれますように。 こうたろう 8

宮城県 美ようしになりたい。 こはる 9

宮城県 アイドルになりたいです。 かなみ 9

宮城県 うらないし こりこ 9

宮城県 うんどうの先生 木幡陽菜 9

宮城県 お母さんになりたい ももちゃん 9

宮城県 科学者　化学者 りゅうちゃん 9

宮城県 学校の先生になりたい。 ゆきな 9

宮城県 学校の先生になりたい。 てしろぎ ゆわ 9

宮城県 かんごし あーちゃん 9

宮城県 けいさつになりたい！ 汰樹 9

宮城県 昆虫学者になることです。 しらたい 9

宮城県 サッカーせんしゅになりたいです ともき 9

宮城県 サッカーせん手になりたいです。 はるびし 9

宮城県 しあわせになりたい たみこ 9

宮城県 しあわせになりたいなりたい ゆうと 9

宮城県 しょうぼうし こうせい 9

宮城県 女優になりたい さいとう かのん 9

宮城県 大金持ちになりたい 龍之介 9

宮城県 とこやになりたい ハシル 9

宮城県 トリマーになって犬を飼いたい 瑠海 9

宮城県 美容師になりたい ゆん 9

宮城県 プロゲーマーになりたい。 ゆうせい 9

宮城県 プロ野球せん手になりたい こうディ 9

宮城県 弁護士になりたいです☆ こは 9

宮城県 マンガかになりたい！！ しずく 9

宮城県 むしはかせになりたいです。 亘 9

宮城県 やくざいしになりたい！ ひなの 9

宮城県 命を守る仕事につきたい。 のりべんとう 10

宮城県 沖縄に行きたい。海を潜って魚とかたくさん見て調べる人になりたい あおてん 10

宮城県 おじいちゃんの会社のひきつぎかオペレーターか楽天せんしゅ 心晴 10

宮城県 サッカーせんしゅになりたい。 ゆうと 10

宮城県 じゆうにすごす しずな 10

宮城県 しんぶんやになりたい そら 10

宮城県 世界たい会一位になって世界をまもりたい。一撃 りゅうちん 10

宮城県 テニス選手になりたい 蒼空 10

宮城県 ネコカフェになりたい。 しずく 10

宮城県 バスケットプレイヤーになりたい イブ 10

宮城県 プロゲーマーになりたい ゆうと 10

宮城県 プロ野球選手になりたいでぇーす しゅう猿 10

宮城県 マンガ家になりたい、、、。 齊藤 育生 10

宮城県 ようちえんの先生 バオ・ガン 10

宮城県 頭が良くなりたい みう 10

宮城県 親孝行したい はると 11

宮城県 女優になりたい れいな 11

宮城県 ソフトバンクホクスにはいりたい 涼佑 11

宮城県 りょうり人になりたいです。 海聖 11

宮城県 消防士 トモちゃん 12

宮城県 びようしになりたい 綾香 12

宮城県 プロサッカー選手になって、憧れの選手と一緒にピッチに立つ？？ aiki.osaki 12

宮城県 BE BOP　CRUEのダンサーになりたい TOMOKA 13

宮城県 みんなを笑顔にできる、トリマーになりたい。 スヌーピー 13

宮城県 動物の気持ちがわかる飼育員さんになりたい！ めいぼん 13

宮城県 車のせっけいし こうせい 14

宮城県 グラフィックデザイナー いくる 16

宮城県 パティシエになりたい たくみ 16

宮城県 デザイナーになりたい はるか 19

宮城県 「りがくりょうほうし」になりたい れいな 20

宮城県 ようちえんのせんせいになりたい りな 20
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宮城県 おとなになったらサッカーせんしゅになりたいです。 さとうそうた 2年生

宮城県 きゅうきゅうきゅうめいしになりたいです。 わたなべ大と 2年生

宮城県 けいさつかんになりたい。 わたなべゆうと 2年生

宮城県 げいまーになりたい。 おおくぼれい 2年生

宮城県 ケーキやさんになりたい。 やすだあいな 2年生

宮城県 ケーキやさんになりたいです。 さとうゆいな 2年生

宮城県 ケーキやさんになりたいです。 させみう 2年生

宮城県 サッカーせんしゅになりたいです。 おさだるあ 2年生

宮城県 小学校の先生になりたい。 菊地はる 2年生

宮城県 せかい一のトップアイドルになりたい。 たかはしるか 2年生

宮城県 パパのおしごとおてつだいたいです。 ながいしょう 2年生

宮城県 バレーボールせんしゅになりたいです。 竹川京花 2年生

宮城県 ほいくえんの先生になりたいです わたなべりあ 2年生

宮城県 ぼくのしょらいのゆめは、けいさつかんになりたいです。 福岡行人 2年生

宮城県 やおやになりたい にいのれんと 2年生

宮城県 ヤキュウせんしゅになりたい わたなべるい 2年生

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい。 おばらさとし 2年生

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい。 佐伯空禾 2年生

宮城県 やきゅうせんしゅになりたいです。 さとうたける 2年生

宮城県 わたしのしょうらいのゆめは、ほいくしです。ケーキやさんになりたいです。 えんどうるな 2年生

宮城県 わたしは、カッコイイけいさつかんになりたいです。 たかはしあさひ 2年生

宮城県 おおくまどう場の会長になりたい。 さとうよしたか 3年生

宮城県 科学者に、なりたい。 まくたたくま 3年生

宮城県 かんごしになりたい ささきえれな 3年生

宮城県 キャビンアテンダントになりたいです。 舘山うた 3年生

宮城県 くいしんぼうになりたい 横山旬 3年生

宮城県 くるまやさんになりたい 佐々木凌雅 3年生

宮城県 ケーキやさんになりい たてしたゆきの 3年生

宮城県 サッカーせんしゅになりたい。 くさかゆきや 3年生

宮城県 生物学者になりたい 伊藤駿 3年生

宮城県 とこやさんになりたいです 伊藤菜桜 3年生

宮城県 ぼくのゆめは、サッカーせんしゅです。 日下翔 3年生

宮城県 ぼくは、生物学者になりたい。 たかはしのぞみ 3年生

宮城県 やきゅうせんしになりたい 高橋克宏 3年生

宮城県 やきゅうせんしゅになりたい。 木村陽向 3年生

宮城県 リハビリをしたい。 たくほ 3年生

宮城県 ロッボトをつくるひとになりたい たんのたくみ 3年生

宮城県 わたしのしょうらいのしょくぎょうはけいさつかんになりたいです 平ゆあ 3年生

宮城県 天文学者になりたい。 大河原勇翔 4年生

宮城県 アシスタント アツ ー

宮城県 いっしょういきる。 ー ー

宮城県 いっしょう生きる　生きれるかわからない そうし ー

宮城県 おおきくなったらおおがねもちのぱてぃしえになりたいです。 みこ ー

宮城県 おおきくなったらけーきやさんになりたいです。 しょうじあやな ー

宮城県 おおきくなったらぱてぃしえになりたい みさき ー

宮城県 おおきくなったらほいくしょのせんせいになりたいです。 いしだつばさ ー

宮城県 おおくまほいくえんのせんせいになりたいです ゆさすみれ ー

宮城県 おしおらそうたむかいじゅうがともだちになてほしい ー ー

宮城県 おはなやさんになりたい ひめな ー

宮城県 外国のふしぎな生物をつかまえるハンター 齋藤空駕 ー

宮城県 がくしゃになりたい りゅうた ー

宮城県 歌手 ひいひ～ ー

宮城県 かんごくしになりたい。 ほのか ー

宮城県 かんごし みゆう ー

宮城県 きまってない そうすけ ー

宮城県 区役所で働く役場の人になりたい 佐藤麗響 ー

宮城県 けいさつかんになりたい。 おうすけ ー

宮城県 けいさつかんになりたいです。 たてしたそうた ー

宮城県 けいさつかんになりたいです。 ながとみな ー

宮城県 けいさつかんになりたいです。 きむらりお ー

宮城県 けいさつになりたいです。 そうた ー

宮城県 けーきやさん ゆいな ー

宮城県 けーきやさんほんやさんになりたい。 なかむらみゆ ー

宮城県 こっくさんになりたい なつき ー

宮城県 ざりがにやさん ー ー

宮城県 じどうかんのせんせいになりたい あゆむ ー

29



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

宮城県 じゅういさんになります。 こうすけ ー

宮城県 小学校の先生 里桜 ー

宮城県 じょゆうになりたい りほ ー

宮城県 しんかんせんのうんてんしゅ えび ー

宮城県 つりがうまくなりたいです。 ゆうせい ー

宮城県 デザイナーになりたいです。 ほのか ー

宮城県 どうぶつえんのしくいん すずきゆり ー

宮城県 止まれのおふだあたるのは きょんしい ー

宮城県 パティしえ あおの ー

宮城県 ぱてしえ いわさねね ー

宮城県 ぱてしえになりたいです。 おやまあやみ ー

宮城県 花やさんになりたい。 かたぎり あおい ー

宮城県 はんばがーのひとになりたい。 まさつぐ ー

宮城県 ぺっとやさんになりたいです。 あらいりり ー

宮城県 ぺっとやさんになりたいです。 うだかえで ー

宮城県 ぺとやさんになりたいです おおえだれな ー

宮城県 ほいくしになりたい あつみゆめ ー

宮城県 ぼくのゆめは、すいえいせんしゅです　むずかしいおよぎをしたいです。 かさはらこたろう ー

宮城県 ぼくのゆめはマイクラのゲーム 山上たいじゅ ー

宮城県 ぼくは、おおおくなたらてれびにでてかめんらいだになりたいです。 ふくだりく ー

宮城県 ぼくは、しょうぼうしになりたい。 立花悠功 ー

宮城県 ぼくは、しょうぼうしになりたいです。 我妻琉叶 ー

宮城県 ぼくは、しんかんせんのうんてんしになりたい ワだゆうま ー

宮城県 ぼくは、ゆっちゅバーなりたいてす はし元りゅうが ー

宮城県 ぼくはあたまがよくなりたい 井上稜徠 ー

宮城県 ぼくはけいさつかんになりたい おうすけ ー

宮城県 ぼくはさっかあせんしゅになりたいです。 あまのはると ー

宮城県 ほんやさん たかはしすみれ ー

宮城県 ほんやさんになりたい さいとうはるま ー

宮城県 やきゅうする そうすけ ー

宮城県 やきゅうせんしゅ たてやまりょうへい ー

宮城県 やくざいしになりたい☆♡ あやか ー

宮城県 やさしいおかあさんになりたい。 きくちゆうな ー

宮城県 ようちえんの先生になりたい ほのか ー

宮城県 ようちえんのせんせいになりたい おさないこはく ー

宮城県 わたしのゆめは、パンやさんです。 新井琴乃 ー

宮城県 わたしは、バスケットせん手になりたいです。 ひより ー

宮城県 わたしは、びょういんのかんごしさんになりたいです。 阿部陽奈乃 ー

秋田県 CAさん ひお 6

秋田県 がっこうのせんせいになりたい あっか 6

秋田県 けいさつかんになりたい。 おった 6

秋田県 けいさつになりたい。 こう 6

秋田県 こうちょうせんせいになりたい しわ 6

秋田県 さっかあせんしゅ。 たっく 6

秋田県 さっかーせんしゅになりたい そうあ 6

秋田県 さっかあせんしゅになりたいです。 ゆう 6

秋田県 しまむらのてんいんさん きさ 6

秋田県 しまむらのてんいんさん あや 6

秋田県 動物園の飼育員さんになりたい！ ほのの 6

秋田県 ばすけっとせんしゅになりたい えっちゅ 6

秋田県 ばすけっとせんしゅになりたいな まひ 6

秋田県 ぷろやきゅうせんしゅになりたい かあくん 6

秋田県 まっさあじやさんになりたい。 せっちゃん 6

秋田県 やきゅうせんしゅ あきな 6

秋田県 絵がうまくなりたい そう太マン 7

秋田県 学校の先生になりたい。 まゆっぴ 7

秋田県 かんごしになりたい。 ひなまる 7

秋田県 ケーキ屋さんになりたい。 あやっち 7

秋田県 ケーキやさんの人になりたいです。 ななち 7

秋田県 さっかーせんしゅになりたい しょう 7

秋田県 じえいたいになりたい リー 7

秋田県 じがうまくなりたい おっちゃん 7

秋田県 しょうぼうしになりたい まっさ 7

秋田県 しょうぼうしになりたい。 れん 7

秋田県 プロやきゅうせんしゅになりたい ひろ 7

秋田県 ペットショップのひとになること あかね 7
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秋田県 べんきょうをわかるようになってむずかしいもんだいもできるようになりたいです。 らいむ 7

秋田県 やきゅうせんしゅになりたい ゆう 7

秋田県 リボウㇺのへになりたい くり 7

秋田県 足が早くなりたい！ 山田山田 8

秋田県 お父さんのお店で、はたらきたい！ ゆっちゃん 8

秋田県 歌手になりたい！！ なぎ 8

秋田県 かんごしになりたい！ るあるあ 8

秋田県 かんごしになりたい。 るっちゃん 8

秋田県 きょうりゅうのはかせになりたい。 けん 8

秋田県 けんちくか。 せかいのわたなべ 8

秋田県 こうしえんとプロやきゅうせんしゅになりたいです。 さねあつき 8

秋田県 じえいたいになりたい 田んぼ 8

秋田県 字がうまくなりたい りっちゃん 8

秋田県 市役所の人になりたい！！ りんりん 8

秋田県 じゅうどうでつよいひとにまけない 優和 8

秋田県 水泳せんしゅになりたい・ みっち 8

秋田県 テニスの選手になりたい ゅうどう 8

秋田県 テレビにでたい。 千ひろ 8

秋田県 バレーせんしゅになりたい。 こっと 8

秋田県 プロのサッカーせん手になりたい しょうくん 8

秋田県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 ゆうきんたま 8

秋田県 ほいく園児のせんせいになりたい。 藤根洸星 8

秋田県 やきゅうせんしゅになりたい。 そうちゃん 8

秋田県 ロボットのはつめいかになりたい。 いぶき 8

秋田県 足がもっとはやくなりたい さと 9

秋田県 絵描きさんになりたいです シズカ 9

秋田県 科学者か図書館の司書になりたい かほちゃん 9

秋田県 かんごしさんになりたい さち 9

秋田県 キャビアンテンダントになりたい るいるい 9

秋田県 くるまをつくるひとになりたい ポッチャマ 9

秋田県 サッカーせんしゅになりたい あきと 9

秋田県 サッカー選手になりたい ZEN 9

秋田県 サッカー選手になりたい！ CRクランたいちょう 9

秋田県 サッカー選手になりたい。 マドねす 9

秋田県 サッカーせん手になりたいです。けいさつかんにもなりたいです。 孫　悟空 9

秋田県 サッカーでユベントスに入りたい おちゃわん 9

秋田県 スキーがはやくなりたい さとうけいと 9

秋田県 生物学者になりたい いし 9

秋田県 だいくになりたい ゆう 9

秋田県 テニス選手になりたい そう 9

秋田県 東京に行って、ディズニーランドの、のりものにのりたいです。 ももか 9

秋田県 バスケット選手なってお金をかせげるようになりたい ワンパンマン 9

秋田県 パティシエになりたいです。 ゆず 9

秋田県 パン屋さんになりたいです まや 9

秋田県 ぴあにすとになりたい ゆうれい 9

秋田県 美ようしになりたい R 9

秋田県 プロサッカー選手になりたい 山形SSS 9

秋田県 プロサッカー選手日本代表になりたい ベトベトン 9

秋田県 プロ野球選手になりたい スーパー少年 9

秋田県 プロ野球選手になりたい オニオンくん 9

秋田県 ユーチューバーになりたい。 なり 9

秋田県 りくじょうせんしゅになりたい OK－ささき 9

秋田県 りく上せん手になりたい。 ゆう 9

秋田県 足が速くなりたい。 しーちゃん 10

秋田県 オリンピックにでて全国大会にでてゆうしょうした。 キャプテンリョウマ 10

秋田県 カーエンジニアになりたい よしーこ 10

秋田県 かんごしさんになりたい レレナ 10

秋田県 ゲームクリエイターになりたい！ ソフトクリーム 10

秋田県 ゴルフ選手になりたい ごましお 10

秋田県 しょうぼうしになりたい ゴリラ 10

秋田県 デザイナーになりたい。 ママ 10

秋田県 どうぶつえんのひとになりたい ゆあ 10

秋田県 なおせない病きも、自分でちりょう方を見つけて、助けられるような医者になりたい。 ひい 10

秋田県 パティシエになりたい ゆず子 10

秋田県 美ようしになりたい ゆず 10

秋田県 プロ野球選手 あっつ 10
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秋田県 プロ野球選手になりたい 人間 10

秋田県 プロ野球選手になりたい すずたい 10

秋田県 ユーチューバ―になりたい！ さぁや 10

秋田県 料理がうまくなりたい めいちゃん 10

秋田県 e-sports teamのクレイジーラクーンに入りたい うゆりる 11

秋田県 お母さんみたいな人になりたい。 なっせー 11

秋田県 警察になりたい オロチ 11

秋田県 ゲームクリエイターになりたい。 ヤック 11

秋田県 幸せになりたい 素素 11

秋田県 シンガーソングライターになりたい。 とも 11

秋田県 プロ野球せんしゅになりたい 人間 11

秋田県 プロ野球せんしゅになりたい のらねこ 11

秋田県 プロ野球選手になりたい！！ ねこくん 11

秋田県 eスポーツのプロゲーマーになりたい。 まひとくん 12

秋田県 お母さんみたいな人になりたい。 はる 12

秋田県 クルーズで世界一周をしたい。 いな 12

秋田県 警察官になりたい！ ヤクザ 12

秋田県 保育士になりたい。 マニラ 12

秋田県 周りから信頼される人間！ カイト 12

秋田県 モテテ、けっこんしたい。 はるさ 12

秋田県 大人になったらドラえもんの道具を上回る道具を作りたい！ だいちゃん 13

山形県 パティシエ わかば 5

山形県 保育士 ラプンツェル 5

山形県 nintendoのスタッフになりたい！！ あいる 8

山形県 大きなレストランをたてたい！ めい 8

山形県 科学者になりたい！ かれん 8

山形県 かんごしになりたい！ ことみ 8

山形県 けいさつかんのスワットになりたい まこと 8

山形県 サッカーせんしゅになりたい りょう 8

山形県 しょうらいのゆめは、ケーキ屋さんです。 佐久間陽愛 8

山形県 バスケせんしゅになりたい とうや 8

山形県 ピアノが趣味の牧場主になって、牛や羊や豚や鶏を育てたい ちゃろぼ 8

山形県 びようしさんになりたい ゆい 8

山形県 びようしになりたい。 ももは 8

山形県 ファッションデザイナーになりたい！ ねね 8

山形県 プロ野きゅうせんしゅになりたい！ あきと 8

山形県 マンガ家になりたい にちかっち 8

山形県 およぎ方をじょうずにしてオリンピックにでたい。 あやは 9

山形県 空手の先生になりたい！ かほ 9

山形県 自えいたいになりたい！ 七ぎ 9

山形県 スケボープロになりたい ゆうは 9

山形県 猫と暮らす こっち 9

山形県 野きゅうせん手になりたい！ りゅう生 9

山形県 プロ野球選手になりたいです。 藤倉康太郎 9

山形県 プロ野球選手になりたいです。（凡人になりたくない） 工藤柊平 9

山形県 パティシエになりたい。 松田　彩花 10

山形県 保育園の先生になりたい 神林未夢 10

山形県 ゆう便局員になりたい。 関拓也 10

山形県 ようち園の先生になりたい 岡崎愛叶 10

山形県 医者になりたい 小松　世奈 11

山形県 英語を特いにして、外国に行き、外国の人助けるボランティア活動をしたい。 本間　そら 11

山形県 ケーキ屋さんになりたい 高橋　朱音 11

山形県 ゲームクリエイターになりたい 高橋抱 11

山形県 獣医になる！ まほりん 11

山形県 ハンドボール日本代表選手になりたい YUI 11

山形県 服のデザイナーになりたいです。 佐久間陽菜乃 11

山形県 べんごしになりたい 長沼　実里 11

山形県 保育士になりたい。 平　晃子 11

山形県 放射線技師になりたい。 小林千夏 11

山形県 理学りょう法しになりたい！ 高田千史 11

山形県 学校の先生 古澤心咲 12

山形県 小学校の先生 みっきー 12

山形県 星野リゾートの社員 星　麻佳 12

山形県 外交官になりたい 高田美桜 13

山形県 産科医になりたい 須藤瑞希 13

山形県 小学校の先生になりたい 村上釉瑞葉 13
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山形県 走幅跳でオリンピック日本代表！ とげぽん 13

山形県 人の役に立つ発明家になりたい。 村上太栞 13

山形県 英語をマスターしたい。 平　桜子 14

山形県 バトでこくたいにでる チャー 14

山形県 医療に携わる職業 須藤優斗 15

山形県 社会福祉士　児童福祉士になって子どもの笑顔を守りたい たぬ 15

福島県 大きくなる！！ ここの 0

福島県 ビッグでやさしい男になる みつき 0

福島県 アンパンマンに会いたい！！ みお 1

福島県 アンパンマンにあいたい。 げんた・かんた 1

福島県 アンパンマンに会えますように。 まりん 1

福島県 アンパンマンになりたい ゆず 1

福島県 あんぱんまんになりたい！！ さき 1

福島県 いつまでも元気ですごす！ れいか 1

福島県 うまにのりたいなぁ♡ こう 1

福島県 おいしいものたべてわんわんとあそびたい ゆうや 1

福島県 大きくなりたい！ たかひと 1

福島県 おおきくなる！！ すず 1

福島県 おふねにのってせかいいっしゅう あおい 1

福島県 かわいいお姉さんになりたい あいり 1

福島県 元気な大人になーる あかり 1

福島県 元気に大きくなりますように♡ しおり 1

福島県 元気に大きくなる！ こうえい 1

福島県 健康に大きくなりますように！！ 鈴木陽斗 1

福島県 しょくぱんまんになりたいな よしひと 1

福島県 しんかんせんになりたい あおと 1

福島県 スポーツ選手になりたいな☆ のぞむ 1

福島県 花屋さんになる 神田莉紗 1

福島県 やさしいかんごしになりたいおねえちゃんになる！！ ゆゆ 1

福島県 ワンワンに会いたい♡ イチカ 1

福島県 3さいになりたい はるか 2

福島県 アイスクリーム屋さんになりたいな おがさわらあかり 2

福島県 アリエルになりたい みお 2

福島県 アンパンマンにあいたい。 ゆな 2

福島県 あんぱんまんみたいに、強くやさしくなりたい ほのか♡まなや 2

福島県 アンパンマンみたくやさしくつよくなりたい！ やまと 2

福島県 ウルトラマンになりたい しょうき 2

福島県 大きくなる！ がく 2

福島県 おひめさまになりたい ゆい 2

福島県 こうちゃんが元気になって一緒に飛行機に乗りたい 悠佑 2

福島県 コックさんになっておいしいものおをつくるぞー！！ のぞむ 2

福島県 これからもっともっと楽しいことをしたり、おいしいものを食べたりできますように☆ みれい 2

福島県 ジオウになりたい！！ すずか 2

福島県 しんかんせんのうんてんしゅさんに、なりたい。 かずき 2

福島県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい こういちろう 2

福島県 たくさんのふうせんにのってりょこうがしたい はるか 2

福島県 とーますになりたいです ゆいと 2

福島県 ドラえもんにあいたい！！ しんまる 2

福島県 プリキュアのキュアコスモになりたい あかり 2

福島県 毎日ニコニコですごせますように… えま 2

福島県 ムーミンになりたい かえで 2

福島県 ラグビー選手になる ゆう 2

福島県 33さいになりたい みお 3

福島県 アイスクリーム屋さんになりたい！ りん 3

福島県 あんぱんまんになりたいです いちか 3

福島県 アンパンマンになる。 菊池光宗 3

福島県 おいしゃさんになりたいにゃ ささ 3

福島県 大きくなったらピティちゃんに（キティちゃん）なりたいです さき 3

福島県 おおきな家にすみたい。 さゆり 3

福島県 お花のようせいになりたいな 優那 3

福島県 お姫様になりたい ちかこ 3

福島県 かいとうゆうになりたいな♪ あんり 3

福島県 カメンライダーになりたい。 ゆうじん 3

福島県 仮面ライダーになりたいです！！ あきと 3

福島県 かめんらいだーになりたいな。 やまきゆうすけ 3

福島県 空手全国行く！ 佐藤栞凛 3
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福島県 きてぃちゃんになりたいです。 かえで 3

福島県 キュアコスモになりたい！！ みやび♡ 3

福島県 クボタの機械に乗りたい。 りゅうせい 3

福島県 ジオウに会いたい！ はると 3

福島県 しょうぼうしゃになりたい みれ 3

福島県 しんかんせんのうんてんしさんになりたい りくと 3

福島県 電車の運転手になれますように。 あいと 3

福島県 ハートのゆめ みう 3

福島県 はなやさんになりたい。ふうせんやさんになりたい みさき 3

福島県 はやぶさにのりたい！！ けい 3

福島県 ピカチュウになりたいです。 ここな 3

福島県 プリキュアになりたい　泣かない子になりますように ながくぼりお 3

福島県 プリキュアになりたいです。 るか 3

福島県 プリキュアミルキーになりたい！！ すずか 3

福島県 プリンセスになりたい♡ うめ 3

福島県 プリンセスになりたい♡　プリキュアになりたい♡　ケーキやさんになりたい♡ あいら 3

福島県 プロ野球選手になれますように あおい 3

福島県 みずいろになりたい いつき 3

福島県 ロボットになりたいなぁ ゆうら 3

福島県 ー ゆうた 3

福島県 ー はやかわみき 3

福島県 アイスクリームやさんになりたい みのり 4

福島県 アイスクリーム屋さんになりたいな みお 4

福島県 あんぱんまんになりたい せな 4

福島県 ウルトラマンX 生田目隆之介 4

福島県 ウルトラマンになりたいです！！！ そうた 4

福島県 おおきくなったらおかあさんになりたいです みく 4

福島県 おかしやさんになりたい！！ れんと 4

福島県 おかねもちになりたい たくみ 4

福島県 おりょうりがうまくなりたい みき 4

福島県 カメンライダーになりたい。 そうすけ 4

福島県 かめんらいだーになりたいです。 ゆうせい 4

福島県 かめんライダーになる！！ ゆうき 4

福島県 かわいくなりたい ゆい 4

福島県 キュアソレイユになりたい☆ こはる 4

福島県 きゅうれんじゃーになりたいです ゆうせい 4

福島県 けいさつかんになりたい！！ しゅんたろう 4

福島県 けいさつかんになりたい。 じんのすけ 4

福島県 けいさつかんになるぞ！！ はるか 4

福島県 ケーキ屋さんになりたい！！ ほのか 4

福島県 ケーキやさんになりたい♡ しおり 4

福島県 ごはんをつくる。 なな 4

福島県 さめになりたいです！ ナオタロウ 4

福島県 しょうぼうしになりたいです。 ゆいと 4

福島県 しんかんせんのうんてんしゅ かずき 4

福島県 シンデレラになりたい♡ ゆな 4

福島県 すぽーつかーにのりたい ひびと 4

福島県 ツインクルプリキアになりたい くまたれいな 4

福島県 にんぎょひめ さやか 4

福島県 プリキュアコスモになりたい あおい 4

福島県 プリキュアになりたい りん 4

福島県 プリキュアになりたい。 ののは 4

福島県 プリキュアになりたい♡ ゆうな 4

福島県 プリキュアにへんしんしたい かんな 4

福島県 プリンセスになりたい ななか 4

福島県 プリンセスになれますように はるか 4

福島県 ママみたいにおおきくなりたい なぎさ 4

福島県 みるきープリキュアになりたい まなつ 4

福島県 ももをつくりたい。 りょうたろう 4

福島県 あいすやさん ごとうほのか 5

福島県 青鬼と青鬼ごっこがしたい ハルト 5

福島県 いつかいぬかねこにおかえますように みはな 5

福島県 いるかのとれーなーになりたい こうしろう 5

福島県 うちゅひこうし こんどうあずみ 5

福島県 ウルトラマンオーブになりたい。 みつき 5

福島県 ウルトラマンになりたい かずし 5
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福島県 大きくなったらウルトラマンになりたいです。 たかひと 5

福島県 おひめさまになりたい♡ みお 5

福島県 おもしろいゆめをみること みなと 5

福島県 仮面ライダーアギトになりたい ひびくん 5

福島県 かめんらいだージオウになりたい はやと 5

福島県 かんごしむしになりたい いずみ 5

福島県 キュアコスモになりたいです。 かのん 5

福島県 きゅうきゅうしゃのうんてんしさんになりたい あや 5

福島県 けいさつかん しゅういちろう 5

福島県 けいさつかんになりたい ゆあな 5

福島県 けいさつかんになりたい ひなた 5

福島県 けいさつかんになりたい！！ ゆうま 5

福島県 ケーキやさんになりたいです！！ りーちゃん 5

福島県 しょうぼうしになれますように けんしん 5

福島県 助産師になりたいなぁ ゆい 5

福島県 すずめになりたい はやな 5

福島県 体操の先生になりたい こう 5

福島県 できないことをできるようになりたい ゆうと 5

福島県 トリマーかケーキ屋さん ひまこ 5

福島県 にんぎゃになりたい。 あおい 5

福島県 ぷりきゅあになりたい ももか 5

福島県 プリンセスになれますように♡ ひまり 5

福島県 プロ野球選手になりたい。 とゆう 5

福島県 ほしのけんきゅうになりたい あんな 5

福島県 マジシャンになりたいです そうた 5

福島県 ようせいにあいたい さな 5

福島県 リュウソウジャーになりたい たくみ 5

福島県 あいすくりーむやさんなりたい そら 6

福島県 アイスクリーム屋さんになりたい みー 6

福島県 あいすくりいむやさんになりたいです きほ 6

福島県 あいすやさんになりたい。 いずみ 6

福島県 あいどるになりたいです。 さがわかえで 6

福島県 いろんな楽器を弾けるようになりたい ゆりりん 6

福島県 大きくなったらきれいなドレスを作りたい♡ かな 6

福島県 おかしやさん きくちゆうき 6

福島県 お金もちになりたい。 恒介 6

福島県 かぶとになる ゆうすけ 6

福島県 かんごしさん ゆいちゃん 6

福島県 かんごしさんになりたい つばき 6

福島県 きょうりゅうをはっくつしたい そうま 6

福島県 警察官 ゆうま 6

福島県 けいさつかんになりたい うみ 6

福島県 けーきやさんになりたい あいり 6

福島県 さっかーせんしゅ たつき 6

福島県 サッカーせんしゅになりたい。 りつ 6

福島県 さっかー本日だいひょうになる ゆうま 6

福島県 しょうぼうしさんになりたい！！ いっき 6

福島県 しょうぼうしになりたい まつながあいすけ 6

福島県 しんかんせんのうんてんしゅ よしだこうき 6

福島県 男子新体操の選手になる！お兄ちゃん達と一緒に出る あき 6

福島県 とう大にいきたい 鈴木理功 6

福島県 ドクターになりたい。 しゅんた 6

福島県 はいしゃさんになりたいです。 ここ 6

福島県 ばれりいなになりたい ななみ 6

福島県 びようしさんになりたい！ ますこるな 6

福島県 べるになりたい はゆな 6

福島県 ぼくはやさしいパン屋さんになりたいです。しやくしょのしょくいんにもなりたいです。 まさちゃん 6

福島県 大きくなったらいいかいしゃの人になりたいです。 こうたろう 7

福島県 おかしやになりたい。 くれは 7

福島県 かんごしさんになりたい！！ ますこあいか 7

福島県 ケーキやさんになっていろいろなケーキをつくりたいです。 希 7

福島県 ケーキ屋さんになってウェディングケーキを作りたいです くまくらのあすか 7

福島県 けーきやさんになりたいです ゆのあ 7

福島県 さかあがりができるようになりたい みお 7

福島県 さっかーせんしゅになりたい じょうたろう 7

福島県 ドクターになりたい ののか 7
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福島県 日本をもっと安心な幸せなくににすること・ そうちゃん 7

福島県 にんじゃ りゅう 7

福島県 まほうつかいになりたい やまだそら 7

福島県 アイドルになりたい。 彩姫 8

福島県 宇宙飛行士になって月に行く！！ すみれ 8

福島県 えかきのしごとをしたい あいな 8

福島県 かしゅになりたいです。 やす田まな 8

福島県 かんごし 南山椿華 8

福島県 雲の上にのぼりたい♡ ひめな 8

福島県 サッカせんしゅになりたい。 亮太 8

福島県 男子新体操の選手になる！オリンピックを作る！ るう 8

福島県 東大に行きたい。フォートナイトプロになりたい りんたろう 8

福島県 トリマーが幼稚園の先生か飼育員 こっぴー 8

福島県 にんきな絵かきになりたい かしわ原英司 8

福島県 びようしになりたい そら 8

福島県 ほいくえんの先生になりたい。 ゆいな 8

福島県 ほいくしになれますように 葵 8

福島県 僕の夢は1時間で魚を千匹以上つる事 内藤凛音 8

福島県
保健師になります　入院のたびに、看護師さんに助けてもらったから　困ってる人や助けが必要な人を助ける人に

なります
なあ 8

福島県 空手の選手になりたい ミズゴン 9

福島県 かんごしになりたい！ リンゴ 9

福島県 クレープ屋になろうかまんが家になろうかまよっています。 たかのことは 9

福島県 けいさつ官になりたい みーちゃん 9

福島県 けいさつかんになりたい みなみ 9

福島県 サインを集める。 ゆうか 9

福島県 自転車の選手になりたい！ レモン 9

福島県 消防士 しんげきの中二病 9

福島県 消防士になりたい セイゴン 9

福島県 しょうぼうしになりたい！ コーチャン 9

福島県 しょうらいダンサーになりたい！！ 陽咲 9

福島県 水泳選手になりたいです SW 9

福島県 水ぞく館のしいくいん 鈴木咲良 9

福島県 水族館の人になりたい ななちゃん！！ 9

福島県 スヌーピーミュージアンムの店員 わかなつ 9

福島県 ディズニーのキャストになりたい！ ケーキ 9

福島県 美ようしになりたい ゆうっち 9

福島県 美ようしになりたい！ リッピ― 9

福島県 べんきょうをがんばる るいと 9

福島県 マンガ家になること！ まいまい！ 9

福島県 ユーチューバーになりたい！ くれっち 9

福島県 ユーチューバーになりたい！！ こうかん 9

福島県 ようち園の先生になりたい ゆづっち 9

福島県 わたしの夢はコロコロかわるけど、今のところは小学校の先生です。 ともちゃん 9

福島県 「獣医」になる メイP 10

福島県 アクセサリーデザイナーになりたい ひかり 10

福島県 いろいろなところに行ってみたい タータ 10

福島県 大きくなったらかんごしになりたい 夏希 10

福島県 おか子屋さんになりたい ゆいピー 10

福島県 おちついたせいかつがしたい こうき 10

福島県 お寺の後つぎをしたい。 UFO 10

福島県 歌手になりたい。 のんちゃん 10

福島県 学校の先生になりたい りーちゃん 10

福島県 カフェ店員になりたい。 るー 10

福島県 かんごしになりたい。 かんちゃん 10

福島県 けいさつかんになりたいです はるひ 10

福島県 サッカーせんしゅになりたい 福島　啓太 10

福島県 サッカー選手になりたい。 れん 10

福島県 小学校の先生になりたい。 ジュース 10

福島県 消防士になりたい。 ププモチ 10

福島県 しんたいそうで1位をとりたい。 鈴木尋斗 10

福島県 総合医になりたい！ はずき 10

福島県 男子新体操の選手になる！オリンピックを作る！ じん 10

福島県 友達とヨーロッパ旅行したい。 渡部日葵 10

福島県 トリマーになりたい 花音 10

福島県 生物学者になりたい。 ゆり 10
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福島県 バスケの選手になりたいです カリー 10

福島県 パティシエになりたい ハルハル 10

福島県 パティシエになりたい！ かなで 10

福島県 パテシエになりたいです ちー 10

福島県 バレー選手になりたい。 リッキー 10

福島県 ペットショップの店長になりたい ゆー 10

福島県 野球選手になることです。今はまだ下手だけど練習頑張ってます 悠人 10

福島県 ユーチューバーになりたい おかじ 10

福島県 ユーチューバーになりたい。 おかず 10

福島県 夢さがし あき 10

福島県 レストランの人になりたい！ じゅんか 10

福島県 NBA選手になりたい R 11

福島県 音楽に関する仕事につきたい！ マユマヨネーズ 11

福島県 キャビンアテンダントになりたい あおい 11

福島県 ゲーム開発者になりたい ツンツン 11

福島県 ゲームせい作会社の社員とユーチューバーになりたい！！！ あおおに 11

福島県 考古学者になりたい ティラノラウルス 11

福島県 サッカー選手になりたい だるまいずゴット 11

福島県 サバゲーのプロになりたい たくT 11

福島県 自分で仕事を立ち上げたい！ メロンパン 11

福島県 社長さんになりたい カレーパン 11

福島県 じゅう医になりたい ハルマン 11

福島県 すし屋になりたい！ ダンゴムシ 11

福島県 スポーツドクターになりたい！ ありんこ 11

福島県 大工さんになります らりる 11

福島県 動画とうこうしゃになりたい レイピー 11

福島県 図書館の司書 さとちん 11

福島県 プロサッカー選手になりたい マジ令和 11

福島県 プロサッカー選手になりたい（日本代表）
ガソリンスタンド（エネゴ

リクン
11

福島県 ペットトリマーになりたい！ シフォンケーキ 11

福島県 りょうり人になりたい ミンミンゼミ 11

福島県 一級建築士 N.Y 12

福島県 歌声になりたい！ U 12

福島県 うたなどをつくたりする人になりたい M.W 12

福島県 栄養師になりたい！！ あいさん 12

福島県 学校の先生になりたい！ プリチーたまちゃん 12

福島県 ゲームプログラマーになりたい 頼我 12

福島県 自然にかんする仕事につきたい バナナおじさん 12

福島県 小学校の先生になりたい！！！ あやねっぴー 12

福島県 好きなゲームの実況者になりたい！ なし陽 12

福島県 生物をたくさん救える獣医師になりたい！ ジラ軍団 12

福島県 鉄道の運転手 ワタユウ 12

福島県 東北大会幅跳び1位になる！ いかすみパスタ 12

福島県 トリマーになりたい！ おみず 12

福島県 ねこカフェの店員さんになりたい！ みかん 12

福島県 人のやくにたつ人になりたい！ M.S 12

福島県 ペットショップの店員になりたい！！ 天然おばかちゃん 12

福島県 看護師 みむ 14

福島県 幼稚園の先生になりたい りーたん 14

福島県 アリエルになれますように♡ 一花 ー

福島県 あんぱんまんになりたい！！ かえで ー

福島県 うみえいきたい。 いおり ー

福島県 おいしものいっぱいたべる こうや ー

福島県 大きくなるぞ。いっぱいたべる。 りく ー

福島県 かいごしに、なります。 中島琴美 ー

福島県 こうやくんといっしょがいい ゆうき ー

福島県 ばすうんてんしゅになりたい いちろう ー

福島県 ぷりきああ もも ー

福島県 ぼくはゲームを作るかいしゃとアニメを作るかいしゃにはいりたいです 大よう ー

福島県 みんなをまもるうるとらまんになりたい りょうま ー

福島県 れいめいに行きたい。テニスが上達しますように。 ー ー

茨城県 サッカーせんしゅになりたいです。 いっちゃん 1

茨城県 ソーセージマン たうくん 2

茨城県 おかねもち りくたん 5

茨城県 パイロットになる ゆうま 5
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茨城県 ・看護師さんとケーキ屋さん 綾菜 6

茨城県 あいすやさｎ こころ 6

茨城県 あいすやさんになりたい みれい 6

茨城県 あいすやさんになりたい あいる 6

茨城県 あいどるになりたいですあとかめらでみんなとりたい ふうちゃん 6

茨城県 うたをうたうこと るき 6

茨城県 えいごのせんせい るい 6

茨城県 かんごしさんになりたい すみっこぐらし 6

茨城県 かんごしになりたいです。 すき 6

茨城県 きょうりゅうはかせになりたい。 ゆうくん 6

茨城県 きらとぺりー かの 6

茨城県 けいきやさん きらきら 6

茨城県 けいさつ みゅうつう 6

茨城県 けいさつかん わたなべしんお 6

茨城県 けいさつかん ゆうと 6

茨城県 けいさつかん ゆうき 6

茨城県 けいさつかん あいる 6

茨城県 けいさつかんになりたい。 ふうが 6

茨城県 けいさつになりたい。 あーむ 6

茨城県 けえい れんしん 6

茨城県 ケーキショップ リコ 6

茨城県 けえきやさん いろは 6

茨城県 けえきやさん あいこ 6

茨城県 けーきやさん れな 6

茨城県 けーきやさん ゆの 6

茨城県 けーきやさん りさ 6

茨城県 けえきやさんに まのあ 6

茨城県 けえきやさんになりたいです ぼぶ 6

茨城県 さか０せんしゅになりたい。 まりお 6

茨城県 さっかあせんしゅ なつ 6

茨城県 さっかあせんしゅ おうが 6

茨城県 さっかーせんしゅ はるち 6

茨城県 さっかーせんしゅになりたい だいき 6

茨城県 サッカーせんしゅになりたい れん 6

茨城県 さっかあせんしゅになりたい。 いんこ 6

茨城県 さっかーせんしゅになりたいです てるま 6

茨城県 さっかあせんしよ ゆっせい 6

茨城県 ジュエリーデザイナー すみっこ 6

茨城県 しょうぼうしになりたい マリオ 6

茨城県 しんでれらになれますように ゆっちゃん 6

茨城県 せいゆうになりたい ゆうと 6

茨城県 せつけえしになりたい えぐぜいど 6

茨城県 でんしゃにうんてんしになりたい しろ 6

茨城県 どうなつやさんになりたい どらえもん 6

茨城県 とっぷもでる ゆうね 6

茨城県 にぃにのために頭のいいお嫁さんになりたい ひまたん 6

茨城県 ねいるやさんになりたい ゆうり 6

茨城県 ぱいろっと たくみ 6

茨城県 はかせになりたいです えいすけ 6

茨城県 ばすけになりたい ミュウ 6

茨城県 ぱてぇしえ せいら 6

茨城県 はなやさん はると 6

茨城県 ヒーローになりたい そう 6

茨城県 ひみつせんしふあんとみらじゅになりたい さき 6

茨城県 びようし。 りのん 6

茨城県 びようしのひと ゆあ 6

茨城県 ブルーインパルスのパイロットになりたい。 くん 6

茨城県 ほいくえんのせんせい りお 6

茨城県 ほいくえんのせんせい れいか 6

茨城県 ほいくえんのせんせい ゆうせい 6

茨城県 ほいくえんのせんせい けんた 6

茨城県 ほいくえんのせんせいになりたい しおいりなお 6

茨城県 ほいくしになりたい！ りい 6

茨城県 ぼうしやさん あきまさ 6

茨城県 ぼくはさっかあせんしゅをなりたいです なかむらりく 6

茨城県 まりおになりたい れっちゃん 6
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茨城県 ようちえんのせんせい はるき 6

茨城県 ようちえんのせんせいになりたい みーさん 6

茨城県 わたしはけいきやさんになりたいです いがりまい 6

茨城県 わたしはけーきやさんになりたいです。 たむらゆいな 6

茨城県 あいすやさんになりたいです ももちゃん 7

茨城県 いいことがありますように。 むらせはるか 7

茨城県 えいごの先生になりたいです。 らこ 7

茨城県 美味しいアイスやさんチョコレートをたべる かずや 7

茨城県 おいしゃさんになりたい とびたほのか 7

茨城県 お医者さんになりたい！ さくら 7

茨城県 オーストラリアでトカゲとりたい！ 虫とり名人 7

茨城県 おすしやさん ロボット 7

茨城県 おすしやさんになりたい まるお 7

茨城県 おすしやさんになりたい。 カーマ 7

茨城県 かしゅになりたい。 ウルトラマン 7

茨城県 かしゅになりたいです。 おざききら 7

茨城県 学校の先生になりたい！ クマモン 7

茨城県 かぶと虫クワガタ虫はかせ 虫はかせ 7

茨城県 かんごし ひいちゃん 7

茨城県 かんごし はーちゃん 7

茨城県 かんごし あーちゃん 7

茨城県 かんごしさん みゆちゃん 7

茨城県 かんごしさんになりたい かえちゃん 7

茨城県 かんごしさんになりだい みーちゃん 7

茨城県 かんごしさんになりたい。 はるちゃん 7

茨城県 看護師になりたい 中村はやの 7

茨城県 くつやさんになりたいです。 るかっち 7

茨城県 けいさつかん ひなた 7

茨城県 けいさつかんになって白バイにのりたい いーちゃん 7

茨城県 けいさつかんになりたい らおり 7

茨城県 けいさつかんになりたい！ すみっこ 7

茨城県 けいさつかんになりたい！！ マリオ 7

茨城県 けいさつになりたいです にいに 7

茨城県 けいさんができますように しお入のぞみ 7

茨城県 ケーキやさｎ みずきさん 7

茨城県 けえきやさん ほのか 7

茨城県 けえきやさん あいり 7

茨城県 ケーキやさん ゆめ 7

茨城県 ケーキやさんになりたい あっぴ 7

茨城県 けーきやさんになりたい あやちゃん 7

茨城県 けーきやさんになりたい ひめ 7

茨城県 ケーキやさんになりたい。 まえかわゆき 7

茨城県 けーきやさんになりたい。 えみかん 7

茨城県 けさつかんになりたいです はると 7

茨城県 けんどうで日本一になること！！ うりぼう 7

茨城県 こん虫はかせ そうちゃん 7

茨城県 紗カーせんしゅになりたい。 ひろ 7

茨城県 サッカーキャプテン しゅり 7

茨城県 サッカーせんしゅ 歩夢 7

茨城県 サッカーせんしゅになりたい ゴジータ 7

茨城県 さっかーせんしゅになりたい！ ミュウツー 7

茨城県 サッカーせんしゅになりたい！！ のすけ 7

茨城県 サッカーせんしゅになりたい。 かイか 7

茨城県 さっかあのせんしゅになりたいです。 こば 7

茨城県 シェフになりたいです。 そうすけ 7

茨城県 シャンシャンが大好きだからパンダの飼育員さんになりたいです ゆうぽん 7

茨城県 じゅうどうでゆうしょうしたい こうちゃん 7

茨城県 守備が上手なサッカー選手になりたい ひで 7

茨城県 じゅゆうになりたい だいち 7

茨城県 しょうらいのゆめは、ようちえんの先生になりたいです。！！ かとうくるみ 7

茨城県 しろばいのおねえさん。 のんちゃん 7

茨城県 すいーつやさんになりたい♡ なお 7

茨城県 すぽーつせんしゅになりたい！ はるきんぐ 7

茨城県 そうぶつのおいしゃさんになりたい まなと 7

茨城県 だいくになりたい。 けびん 7

茨城県 天気よほうのおねえさんになりたいです。 ゆめぽん 7
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茨城県 どれすやさんになりたい るぎあ 7

茨城県 はちゅうるいはかせ けいちゃん 7

茨城県 パティシエ ゆきの 7

茨城県 パンやさんになりたい。 みみ 7

茨城県 ぴあののせんせいになりたい はなまる 7

茨城県 ピザやさんになりたいです。 ゆず 7

茨城県 びょういんのせんせいになりたい すみっこ 7

茨城県 びようし はな 7

茨城県 びようしつになってみんなをえがおにしたい。 あお 7

茨城県 びようしになりたいです。 うーちゃん 7

茨城県 びようしになりたいです。 めいぴー 7

茨城県 プロテニスプレイヤー りんちゃん 7

茨城県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 丸 7

茨城県 ぷろれすらあ れんき 7

茨城県 ぷろれすらあ しおん 7

茨城県 ペットショップ こーちゃん 7

茨城県 ペットショップの店員さんになりたい なべ 7

茨城県 ほいく園の先生になれますように ちーちゃん 7

茨城県 ほいくしになりたい すみっこ 7

茨城県 ほいくしになりたい！！ まーちゃん 7

茨城県 ぼくがⅠばんなりたいのはゴジラのラドンです。 海月くん 7

茨城県 マック きーちゃん 7

茨城県 まんがか りょうご 7

茨城県 虫ショップ けいころ 7

茨城県 虫のけんきゅうしゃ ヒカキンゲームズ 7

茨城県 もすらあ ひょうが 7

茨城県 モデルになりたい あんり 7

茨城県 やきゅうせんしゅになりたい いずいかずたか 7

茨城県 わたしはきゅうきゅうしゃの人になりたい。 なっちゃん 7

茨城県 わたしはばすけせんしゅになりたいです ときりももね 7

茨城県 いしゃ かきはらゆうま 8

茨城県 犬やねこにけをきって新しいかいぬしにむかえられるようにするおしごとをしたい。 そら 8

茨城県 宇宙ひこうしになりたい！ 悠斗 8

茨城県 おはなやさんになりたい リムポン 8

茨城県 オリンピックせん手になりたい。 ねこと 8

茨城県 学校の先生になりたいです。 ここちゃん 8

茨城県 かわざいくの人になりたい。 そうにい 8

茨城県 かんごし まい 8

茨城県 かんごしになりたい！！ る～ 8

茨城県 かんごしになりたい。 ちはる 8

茨城県 かんごしになりたい。 らいと 8

茨城県 かんごしになりたいです あんこ 8

茨城県 きかんしのうんてんしゅ ゆいとさん 8

茨城県 きょだいどくぐもになりたい ちび 8

茨城県 車を作る人になりたい！！ 勇真 8

茨城県 けいさつかん さやか 8

茨城県 けいさつかんになりたい END 8

茨城県 けいさつかんになりたい！ ちな 8

茨城県 けいさつかんになりたい！！ のぶのぶっこ 8

茨城県 けいさつかんになりたい。 そういちろう 8

茨城県 けいさつかんになりたい。 るー 8

茨城県 げいのう人になりたい！ 真心 8

茨城県 げいのうじんになりたい。 フライドでかポン 8

茨城県 ケーキやさん にはちゃん 8

茨城県 けーきやさん らら 8

茨城県 ケーキやさんになりたい 平田れな 8

茨城県 ケーキやさんになりたい。 のの 8

茨城県 ケーキやさんになりたい。 まい 8

茨城県 けーきやさんになりたいです。 しあ 8

茨城県 ケーキやさんになりたいです。 つるぞえゆあ 8

茨城県 ゲームがほしい マイッキー 8

茨城県 ゲームをつくる人になりたい！ フォートナイト 8

茨城県 こうこうサッカーにでだ。 金じょうれお 8

茨城県 さいがいがおこりませんように のんのん 8

茨城県 サッカーせんしゅになりたい えな 8

茨城県 サッカーせんしゅになりたい はるか 8
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茨城県 サッカーせんしゅになりたい！ ゆうせい 8

茨城県 サッカーせんしゅになりたい。 マド７ 8

茨城県 サッカーのゴール王になりたい！⚽ 清正 8

茨城県 サッカせんしゅになりたい ソーセジみやふう 8

茨城県 じゅういさんになりたいな はるみちくん 8

茨城県 じゅういしになりたいです。 こまつざきなな 8

茨城県 じゅういになりたい。 きょうか 8

茨城県 小学校の先生になりたい。 のっちゃん 8

茨城県 しょうらいの夢は、おいしゃさんになりたいです。 大畠慧秦 8

茨城県 スケボせんしゅになりたい りゅうと 8

茨城県 スポーツがうまくなりたいです。 まえゆい 8

茨城県 せかいりょこうをしたい せかい 8

茨城県 だいくさんになりたい。 長谷川敦音 8

茨城県 つよい人になりたい 李健秋 8

茨城県 デザイナーになりたい ななみちゃん 8

茨城県 テニスせん手になりたい。 れんぴろう 8

茨城県 ドラゴンボールヒーローズゲーム世界一になりたい。 のあ 8

茨城県 バスのうんてんしゅ れんと 8

茨城県 パティシエになりたい！ ここ 8

茨城県 パンやさんになりたい！ 音 8

茨城県 ピアニストかスイエーせんしゅになりたい。 チーター 8

茨城県 ピアニストになりたい！ アニーナ 8

茨城県 ピアノの先生になりたい りあ 8

茨城県 ピアノの先生になりたいです。 中村あやね 8

茨城県 ヒーローになりたいです。 ヴェルム 8

茨城県 びようしになりたい。 ゆき 8

茨城県 びようしになりたいです。 Smile 8

茨城県 ファションデザイナーになりたい 深谷菜花 8

茨城県 ヘアメイクやさんになりたい！ 谷山かんな 8

茨城県 ペットショップやになりたい。 さや 8

茨城県 ほいく園の先生になりたい。 ユイユイ 8

茨城県 ほいくしになりたい みくりん 8

茨城県 ほいくしになりたい！ さな 8

茨城県 ホームラン王になりたい。 たく心 8

茨城県 ぼくは、しょうらいけいさつかんになりたいです。 大畠煌秦 8

茨城県 ぼくはサッカーせんしゅになりたいです りく 8

茨城県 ポケモンめいじんになりたいです。 メルタン 8

茨城県 ママとパンやさんになりたい。 きてぃいちゃん 8

茨城県 まんが家になりたいです。 はるつね 8

茨城県 ミニオンになりたい！ みずき 8

茨城県 モデルになりたい。 あーちゃん 8

茨城県 やくざいしになりたい。 もも 8

茨城県 やさしいかんごしになりたい しーちゃん 8

茨城県 ゆふいｎの森号のうんてんしさんになりたい。 りく 8

茨城県 ようちえんの先生になりたい。 ジャスミン 8

茨城県 ようちえんほいくえんの先生になりたい。 ねねちゃん 8

茨城県 ようふくやさん はると 8

茨城県 らーめんやさんになりたい がく 8

茨城県 ラグビー日本代表になりたい 渉大 8

茨城県 りょうりにんに、なりたいです。 けん 8

茨城県 りょうりにんになりたいです。 あいぼう 8

茨城県 レーサーになりたい そうる 8

茨城県 わたしのゆめはカフェやです。 あこ 8

茨城県 頭がよくなりたい メッチ 9

茨城県 アンダーテールのパピルスになりたい。 ブラックサンズ 9

茨城県 医者になりたい。 なほ 9

茨城県 インテリアコーディネーターになりたい！ りん 9

茨城県 宇宙飛行士のそうじゅうする人になりたい。 おうちゃん 9

茨城県 えいせいしになりたい。 こっちゃん 9

茨城県 王様か神様になりたい。 エンマ王様神様 9

茨城県 おかし屋さんになりたい！ れな 9

茨城県 お金持ちになりたい リオレエス 9

茨城県 沖縄にすみたい！ チャピニス 9

茨城県 おわらい名人になりたい。 こた 9

茨城県 がかになりたい ひまわり 9

茨城県 歌手 ここみ 9
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茨城県 学校の先生になりたい！ みく 9

茨城県 学校の先生になりたい！ たにさん 9

茨城県 学校の先生になりたいです。 さとう心はく 9

茨城県 カフェ。ほいくえんの先生 サッキー。サッキーマウス 9

茨城県 カメラマンになりたい。 あや 9

茨城県 空手ですごく強い人になりたい！！ リーリコ 9

茨城県 空手の選手になりたい。 れんと 9

茨城県 看護師さんになっていろいろな人、たくさんの人の役にたちたい ゆもゆも 9

茨城県 かんごしさんになりたい！ みりあ 9

茨城県 かんごしになっていろんな人の命を守りたいです。 ヒトデ 9

茨城県 かんごしになりたい あっすー 9

茨城県 かんごしになりたい ゆいね 9

茨城県 かんごしになりたい くうちゃん 9

茨城県 かんごしになりたい！ くまちゃんグミ 9

茨城県 かんごしになりたい！ ユッキーナ 9

茨城県 かんごしになりたい。 じゅりりん 9

茨城県 かんごしになりたい。 さやまる 9

茨城県 キーパー選手になりたい。 いぶみ 9

茨城県 くりすやになりたい ひなた 9

茨城県 けいさつかんになりたい 井上歩 9

茨城県 けいさつかんになりたい。 かいき 9

茨城県 げいのう人になりたい！ りおな 9

茨城県 ゲーマーになりたい。 るいん 9

茨城県 ゲーマーになる。！ ピーリ 9

茨城県 けん玉のむずかしいわざぜんぶせいこうさせたい あお 9

茨城県 けんちくしになりたい シンデレラ 9

茨城県 サーカス団に入りたい せやそらき 9

茨城県 サーカスにはいりたい せやそらき 9

茨城県 サッカー教室をひらく人になりたいです すずきわこ 9

茨城県 サッカーコーチになりたい つば神様 9

茨城県 サッカーせんしゅ くまちゃん 9

茨城県 サッカーせんしゅ はると 9

茨城県 サッカーせん手と石屋さんになりたいです。 かずま 9

茨城県 サッカー選手になりたい ひでろう 9

茨城県 サッカー選手になりたい。
わだチョンマゲラーメンて

いしょく
9

茨城県 サッカー選手になりたい。 けんごろう 9

茨城県 サッカー選手になりたい。 けんまる 9

茨城県 サッカー選手になりたい。 かいちゃん 9

茨城県 さっかーせんしゅになりたいさっかーせんしゅになりたい りょうと「 9

茨城県 サッカーせんしゅになりたいです。 いつき 9

茨城県 サッカーせんしゅになりたいです。 れお 9

茨城県 サッカーせん手になりたい 鈴木和心 9

茨城県 サッカーせん手になりたいです。 清野みお 9

茨城県 サッカーのくつのデザイナーになりたい。 すずきわこ 9

茨城県 サッカーのコーチです せやそらき 9

茨城県 シェフになりたい もも 9

茨城県 しゃちょうになりたい。 今村 9

茨城県 習字の先生になりたい。 しほ 9

茨城県 じゅう道のオリンピック選手になりたい。 のんのん 9

茨城県 小学校の先生になりたい。 ゆーぴいー 9

茨城県 女ゆうになりたい！ きいちゃん 9

茨城県 知らない人 こくぼさん 9

茨城県 スポーツせん手になりたいです。 佐藤奏麻 9

茨城県 世界一のじゅう道の選手になりたい！ ふゆと 9

茨城県 先生になりたい！ みか 9

茨城県 大工さんになりたい！ 佐藤奏麻 9

茨城県 大工になりたい ゆうゆう 9

茨城県 大工になりたい。 吉村正飛 9

茨城県 ダンスの先生 さっちー 9

茨城県 つよいゲームプレイヤーになる WWW 9

茨城県 ディズニーランドで働く人になりたいです みお 9

茨城県 デザイナーになりたい。 ちい 9

茨城県 テニスせんしゅになりたい アイコニック 9

茨城県 テニス選手になりたい！ ゆあ 9
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茨城県 テニスの選手になりたい！！ グミ 9

茨城県 電車のうんてんしになりたい。 だれか 9

茨城県 どうぶつかふぇトリマー みー 9

茨城県 図書の先生になりたい。 しほりん 9

茨城県 なでしこジャパンになりたい！ HAPRI 9

茨城県 ネイリストになりたい！ りす 9

茨城県 ねこカフェをひらひきたい！ 夢っち 9

茨城県 野きゅうせんしゅになりたい。 マドク 9

茨城県 バスケットセンシュになりたい。 りんと 9

茨城県 バスケのNBA選手になりたい！ たくと 9

茨城県 バスケのコーチ アッキーゴリラ 9

茨城県 バスケのせんしゅになりたい キングカズマ 9

茨城県 バレーのかんとくになりたい しい 9

茨城県 バレーボールせんしゅになりたい。 たけるん 9

茨城県 パンケーキやさんになりたい こむぎこトトロ 9

茨城県 ピアノの先生になりたい。 なーちゃん 9

茨城県 びようしになりたい テッド 9

茨城県 びようしになりたい ここ 9

茨城県 ファッションデザイナーになりたい みのり 9

茨城県 プロゲーマーになりたい ドリフト 9

茨城県 プロ野きゅう りょうた 9

茨城県 プロ野球選手になってかつやくしたいです。 優哉 9

茨城県 ペットショップの店いんになりたいです。 ラーユ 9

茨城県 ペットショップの人 みさき 9

茨城県 ペットショップ屋さんの店員さんになりたいです！ ゆーさん 9

茨城県 ほ育しになりたい そー 9

茨城県 ほいくしになりたい みかん 9

茨城県 ほいくしになりたい！ イーブイ 9

茨城県 ほいくしになりたい！ くるみ 9

茨城県 ほいくしになりたい！ ゆい 9

茨城県 ほいくしになりたい。 みい 9

茨城県 ほいくしになりたいです。 バスケ 9

茨城県 ほけんしになりたい さら 9

茨城県 ほけんのせんせいになれますように くろさわにちか 9

茨城県 マカロン屋さんになりたい！ ゆらり 9

茨城県 もでるさんになりたい めい 9

茨城県 ユーチューバー パリピ 9

茨城県 ユーチューバーになってみんなを笑わせたい。 ほーちゃん 9

茨城県 ユーチューバーになりたい！ ANIMARU 9

茨城県 有名じんになりたいです！！ 平野しょう 9

茨城県 ようち園の先生になりたい。 ほのちゃん 9

茨城県 りがくりょうほうしになりたい！ ぞう（ソーセージ） 9

茨城県 陸上選手になりたい。 はくじいちゃん 9

茨城県 陸上の先生になりたい みむ 9

茨城県 りずアートになりたい プリペイドカード 9

茨城県 りょうちょうになりたい れんちゃん 9

茨城県 わたしのゆめはカフェやです。 集碧衣 9

茨城県 ・看護師さんとケーキ屋さん研究員 奏翔 10

茨城県 NBA選手になりたい S.カリー 10

茨城県 NBA選手になりたい！ わかまっちゃん 10

茨城県 NBA選手になりたい！！ バスケットボール 10

茨城県 NBA選手になりたいです。 りょうこ 10

茨城県 アナウンサーになりたい あーちゃん 10

茨城県 医者になりたい しばちゃん 10

茨城県 いしゃになりたい！ ヨッシー 10

茨城県 医者になりたい～ 東京２０２０ 10

茨城県 イルカのちょうきゅうし ふっぴ 10

茨城県 宇宙飛行士になりたい！ あつのり 10

茨城県 お医者さんになりたい。 智犬 10

茨城県 オーケストラのしきしゃになりたい！ なつき 10

茨城県 お母さんになりたい。 ひめちゃん 10

茨城県 おかし屋さんになりたい！！ まお 10

茨城県 お花屋さんになりたい。 なつみ 10

茨城県 お金もちになりたい いっつん 10

茨城県 か学者になりいたいです。 植竹柊太 10

茨城県 学校の先生になりたい！ しらゆきひめ 10
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茨城県 カメのほご者になりたい ぜんいつ 10

茨城県 カメラをつくる人になりたい みらいまん 10

茨城県 かんごいしになりたい スイカ 10

茨城県 かんごしになりたい あずさ 10

茨城県 看護師になりたい！ りりたろう 10

茨城県 かんごしになりたい！ さき 10

茨城県 かんごしになりたい！ みらい 10

茨城県 キャラクターデザイナーになりたい！ ここちゃん 10

茨城県 警察官と宇宙飛行士になりたい！ ゆきほ 10

茨城県 警察官と宇宙飛行士になりたい！ ゆきほ 10

茨城県 けいさつになりたい！ くるまくん 10

茨城県 けーきやさんになりたい ゆめな 10

茨城県 ゲーム実きょう者かモデルになりたいになりたい. TDRZKA 10

茨城県 建築士になりたい！！ かえる 10

茨城県 航海士になって大きな船に乗って、漁師として自分で大きな魚を取る 釣りキチ4ペイ 10

茨城県 サッカー選手 セルヒオ・ラモス 10

茨城県 サッカー選手になってみたい ゆうき 10

茨城県 サッカー選手になりたい ちっこいの 10

茨城県 サッカー選手になりたい
クリスティスアーノ。ロナ

ウド
10

茨城県 サッカー選手になりたい ティエゴマラドーナ 10

茨城県 サッカー選手になりたい！ おうせい 10

茨城県 サッカー選手になりたい！。 荻ほおま 10

茨城県 サッカー選手になりたい。 岡部翔 10

茨城県 サッカー選手になりたい。 子ども 10

茨城県 サッカーのバルサの選手になりたい しんの 10

茨城県 さっか選手になりたいです 大澤蒼史 10

茨城県 シェフになりたい！ いっちゃん 10

茨城県 自動車の設計士になりたい！！
日産のR35大好き人

間
10

茨城県 しょうに科医になりたい！ るなっこ 10

茨城県 しょうらいのゆめは、美よう院さんになりたいです！ 加藤紗蘭 10

茨城県 しょうらいのゆめは声優になりたいです 加藤紗蘭 10

茨城県 書道の先生になりたい！ ピカチュウ 10

茨城県 女優になりたい！ 大図真子 10

茨城県 シンガーソングライターになりたい！ ゆな 10

茨城県 水泳200m個人メドレーと100mバタフライでオリンピックに出る トビウオジュニア 10

茨城県 水泳せんしゅになりたい 大野宏太 10

茨城県 水泳選手になりたい 高久翔太朗 10

茨城県 助産しになりたい！ ユッチー 10

茨城県 声優になりたい あっきー 10

茨城県 世界一のけん道の選手になりたい。 りょうが 10

茨城県 大工さんになりたい！ 花瑠 10

茨城県 大工になりたい！ ＃M.MIKU39 10

茨城県 大工になりたい。 草本悠翔 10

茨城県 大工になりたい。！！ うま 10

茨城県 ダンサーになりたい！ こーちゃん 10

茨城県 ちょうさへいだんにはいりたい リヘイ 10

茨城県 ディズニーキャストにいなりたい ほのっぺ 10

茨城県 デザイナーになりたい！！ いぶ 10

茨城県 動物の保護員になりたい。 神様 10

茨城県 とにかくいい事がありますように 村瀬百香 10

茨城県 日本のマルセロになりたい たまご 10

茨城県 ネイリストになりたい！！ じゅな 10

茨城県 ネイリストになりたい。 ＃アピーチ 10

茨城県 ネイリストになりたいー！ hasuha 10

茨城県 ねこくんになりたい。 ねもちゃん 10

茨城県 農家になりたい！！ ゴジータブルー 10

茨城県 パイロットになりたい。 南美 10

茨城県 バスケット選手になりたい！ りゅうしん 10

茨城県 パティシエになりたい けいちゃん 10

茨城県 パティシエになりたい 柚姫 10

茨城県 パティシエになりたい！ 碧依 10

茨城県 パティシエになりたい！ りんご 10

茨城県 パティシエになりたい！ じゅじゅ 10

茨城県 パティシエ－ルになりたい れっちゃん 10
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茨城県 花やさんになりたい！ くまもん 10

茨城県 ハンドボール選手 ヨッシー＆ヨッシー 10

茨城県 人をすくうびょういんの人になりたい 龍せいぐん 10

茨城県 びようしになりたい ゆーーいな 10

茨城県 びようしになりたい るな 10

茨城県 美容しになりたい！ みなみ 10

茨城県 ファッションデザイナーになりたい！ HASUNA 10

茨城県 ファッションデザイナーになりたい！！ じゅな 10

茨城県 ファッションデザイナーになりたい！！ アイス 10

茨城県 フラワーコーディネーターになりたい!! hasuha 10

茨城県 プロゲーマーになりたい かずのこ 10

茨城県 プロのバトミントンプレイヤーになりたい！ 流々歌 10

茨城県 プロバスケットボール選手になってNBAにいきたい。🏀 むらさきばら 10

茨城県 プロバスケットボールプレイヤーになりたいです。 のぶこ綾斗 10

茨城県 平和の研究者になりたい。 ゆうたろう 10

茨城県 ペットショップのトリマーになりたい！ あお 10

茨城県 べんご士になりたい 彩聖花 10

茨城県 べんご士になりたい！ そら 10

茨城県 ほいくえんの先生になりたい あっちん 10

茨城県 ほいく園の先生になりたい！ スヌーピー 10

茨城県 ほいくしになりたい もも 10

茨城県 保育士になりたい かんちゃん 10

茨城県 保育士になりたい！ しーちゃん 10

茨城県 保育しになりたい。 ぴー丸 10

茨城県 ほごネコカフェの店主になりたい！！ ゆいね 10

茨城県 まんが家になりたい まなティー 10

茨城県 まんが家になりたい！ 大図真子 10

茨城県 みんなのことをえがおにするパティシエ－ルになりたい！ まっちゃん 10

茨城県 メイク屋さんになりたい！ りーちゃん 10

茨城県 ユーチューバー（ゲーム実きょう者）になりたいです。 猫は？犬は？ 10

茨城県 ユーチューバーになりたい！ みーぷー 10

茨城県 ロボットクリエイターになりたい！！ お米 10

茨城県 BTSに会いたい みなりん 11

茨城県 JR東日本の運転士になりたい 塩浦雄希 11

茨城県 アナウンサーになりたい！！ ももかっぱ 11

茨城県 アニメーターになりたい カエル 11

茨城県 医者になりたい！！ コッキ～ 11

茨城県 宇宙飛行士になりたい！！ りゅうこ 11

茨城県 うんてんしになりたい ゆう 11

茨城県 お笑い芸人になりたい！ おにぎり 11

茨城県 神になりたい！ トルネード使い 11

茨城県 環境にやさしい車の開発 りゅうぽん 11

茨城県 かんごし 宮澤愛佳 11

茨城県 看護師さんになりたいです！ 海老澤友杏 11

茨城県 かんごしになりたい みく 11

茨城県 かんごしになりたい！ ＃Twlce2 11

茨城県 看護師になりたい！ とくトク 11

茨城県 かんごしになりたい！ なっちゃん 11

茨城県 かんごしになりたい!(^^) ゆうり 11

茨城県 看護師になりたい。 りん 11

茨城県 キバタンやモモイロインコなどの大型のオウムをかう！ とりが好きすぎる少女 11

茨城県 キャビンアテンダントになりたい！ お星 11

茨城県 キャビンアテンダントになりたい！！ Y.H 11

茨城県 キャラクターデザイナーになりたい！ 心美 11

茨城県 グランドスタッフになりたい！！ サワッチ 11

茨城県 グランドスタッフになりたい！！ みっきー 11

茨城県 警察官になりたい！ にっこさん 11

茨城県 ゲームクリエイタ になることです 11

茨城県 ゲームクリエーターになりたい！ りゅうくん 11

茨城県 作業りょうほう士になりたい！！ ゆったん 11

茨城県 サッカー選手になりたい ロナウジーニョ。中島 11

茨城県 サッカー選手になりたい！！ リンゴびょう 11

茨城県 サッカー選手になりたい！！！ 憲K.YK 11

茨城県 サッカー選手になりたい。 ブロリー 11

茨城県 じゅういしになりたい！ ゆな 11

茨城県 消防士なりたい のぶ 11
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茨城県 しょうらいの夢は、YOUTUBERです！！ 大和田結芽 11

茨城県 助産師になりたい！ ゆうあ 11

茨城県 すっげー人になりたい アッハハー 11

茨城県 スポーツインストラクターになりたい！ 結太ろう 11

茨城県 設計士になりたい 天才 11

茨城県 チューバーになりたい。 わをんくん。 11

茨城県 ちょう大がた巨人になりたい 巨神 11

茨城県 テニス選手になりたい！！ かいちゃん 11

茨城県 電気工事士になりたい！ ゆうこ 11

茨城県 動物愛護職員になりたい！ みゆ 11

茨城県 トリマーになりたい！！ あっくん 11

茨城県 ナースになりたい ちよ 11

茨城県 農業をやりたい 黒澤兵太 11

茨城県 パティシエになりたい！ ロポロ 11

茨城県 パティシエになりたい。 ルナ 11

茨城県 バレエの先生になりたいです。 あいりん 11

茨城県 百じゅうに王になりたい。 シンバ 11

茨城県 美容師になりたい ひかりん 11

茨城県 美容しになりたい！！！ アイス 11

茨城県 プロゲーマーになりたい YouTube 11

茨城県 プロゲーマーになりたい トラッキン 11

茨城県 プロサッカー選手になってワールドカップにでたい イベリ子ぶた１３せい 11

茨城県 プロバスケットボールプレイヤーになりたい。八村選手をこえたいです。 八村 11

茨城県 プロ野球選手になって憶円プレイヤーになる。⚾ モンキー 11

茨城県 プロ野球選手になりたい のぶち小学校 11

茨城県 プロ野球選手になりたい！ レオ 11

茨城県 プロ野球なる フォートナイト 11

茨城県 ペットショップのトリマーになりたい！ ひか 11

茨城県 保育しになりたい サックー 11

茨城県 保育士になりたい！ シャチ 11

茨城県 保育士になりたい！！ ゆり 11

茨城県 本屋の店員になりたい！ みずがめ 11

茨城県 マンガ家になりたい リー 11

茨城県 マンガ家になりたい！！ めがねっち 11

茨城県 盲導犬訓練士になりたい 中村ちはや 11

茨城県 野球選手になりたい！ あっくん 11

茨城県 薬剤師になりたい ゆずポン 11

茨城県 薬剤師になりたい！ はる 11

茨城県 ユーチューバーになりたい。 ジバコマ 11

茨城県 ユーチューバーになりたい。 だてまさむね 11

茨城県 陸上選手になりたい！ スパイクR 11

茨城県 料理人になりたい えいと 11

茨城県 料理人になりたい！！ ゆーご 11

茨城県 私は、デザイナーになりたい。 武類愛可 11

茨城県 わたしはひとびとの命を一つでも多く助けたいのでかんごしになりたいです。 矢迫伶 11

茨城県 YouTuberになりたい。 FMD 12

茨城県 頭の良い人になりたい はるたんコブ星人 12

茨城県 仮そうけんいんになりたい 髙橋真姫呂 12

茨城県 看護師になりたい！ りおっぴ 12

茨城県 警察官になりたい さくら 12

茨城県 サケになりたい！！ サケサケ芸人 12

茨城県 サッカーせんしゅになってフランスにいく。 ネイマール 12

茨城県 サッカー選手になりたい N,Y 12

茨城県 サッカー選手になりたい！ べったく 12

茨城県 サッカー選手になりたい！！ 鹿児島の美男 12

茨城県 自衛隊になりたい！！ ひゅうが 12

茨城県 じゅういさんになりたい！ さくら 12

茨城県 じゅういになりたい みーこ 12

茨城県 小学校教師になりたい！ ko 12

茨城県 消防士になりたい！！ 稲・柊 12

茨城県 しょうぼうしになりたしです 米川羽瑠 12

茨城県 しょうらいの夢は、音楽業をやりたいです。 菊池直音 12

茨城県 しょうらいの夢はYOUTUBERです！！ 岡部凛 12

茨城県 助産師になりたい！！ 青りんご 12

茨城県 シンガーソングライターになって、たくさんの人を音楽で元気つけたい！ 大図祥子 12

茨城県 スポーツナビゲーターになりたい♪ M&Ms’ 12
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茨城県 設計士になりたい 神 12

茨城県 大工になりたい かん太 12

茨城県 大工になりたい ヘチマ 12

茨城県 大工になりたい！！ はるっキー 12

茨城県 タイムマシーンをつくる。 人げん 12

茨城県 小さい子をあやしたい！★ けー 12

茨城県 デザイナーになりたいです。 本田穂乃香 12

茨城県 トレーナーになりたい！！ りり 12

茨城県 ネイリストになりたい！！ まこたん 12

茨城県 バレー選手になりたい！ あおりんご 12

茨城県 美術の先生になりたい！！ ソム 12

茨城県 美容師になりたい！ のの 12

茨城県 美容師になりたい！！ かのん 12

茨城県 美容師になりたいです 大和田結芽 12

茨城県 美よう師になりたいです！ 矢作杏奈 12

茨城県 ブライダルプランナーになりたい！ りんりん♪ 12

茨城県 プロゲーマーになりたい れお 12

茨城県 プロ野球選手になりたい！！ 信長２世 12

茨城県 薬ざい師と調理師のし格をとりたい。 さくらもち 12

茨城県 幼ち園の先生になりたい！！ サンフラワーレン 12

茨城県 ラテアートの職人になりたいです。 園部凛 12

茨城県 りっぱな学校の先生になりたい！ たっくん 12

茨城県 りっぱな動画配信者になりたいです。 プリーノさん 12

茨城県 りっぱなパティシエになりたい！！ スイーツ 12

茨城県 料理人になりたい ゆうせい 12

茨城県 私はディズニーのキャストさんになりたい。 若菜京 12

茨城県 空を飛びたい とりさん 13

茨城県 銀行員になる たく 15

茨城県 アイスやさんになりたい。 かなめ ー

茨城県 イラストレーターになりたい！ ー ー

茨城県 宇宙に行ってみたい アッキー ー

茨城県 うちゅひこうしになりたい！ よっしー ー

茨城県 お金がたくさんもらえるところに入社する。 アッキー ー

茨城県 おかねもちになりたい けいた ー

茨城県 オリンピックをみにいく バッキー ー

茨城県 学校の先生などになりたい！ ー ー

茨城県 カメになりたい カメさんだいオ ー

茨城県 かんごしさん ゆうな ー

茨城県 くるませっけいしになりたい 壮壮 ー

茨城県 ケーキや あおい ー

茨城県 ケーキやさん まなは ー

茨城県 月収30万以上の会社に入る チャッキー ー

茨城県 公認会計士になる！ さる ー

茨城県 コックさんになりたい かなめ ー

茨城県 サッカーおわらいげいにん。 中丸ゆうしん ー

茨城県 サッカーせんしゅ 坂本栄心 ー

茨城県 サッカーせんしゅ 大すけ ー

茨城県 サッカーせんしゅになりたい こいそあらた ー

茨城県 サッカー選手になりたい チャリさん ー

茨城県 ジョイフルりょうりをする人 しゅう ー

茨城県 しょうぼうしになりたい！ みなとんかつ ー

茨城県 しょうらいは、パティシエになりたいです。 ゆーちゃん ー

茨城県 せかいいちのたいそうせんしゅになりたい けいた ー

茨城県 せかいいちのファッションデザイナーになりたいぞ！！
あゆ（さかなのあゆじゃ

ないよ）
ー

茨城県 だいくになりたい。 さとうゆうすけ ー

茨城県 どうぶつのいしゃになりたい！ わたなべこうたろう ー

茨城県 ニュースのアナウンサー さっちゃん ー

茨城県 パティシエ なぎ ー

茨城県 パフェやさん あゆか ー

茨城県 パンや みきと ー

茨城県 パンや ゆづき ー

茨城県 パンやさん 伴あゆみ ー

茨城県 パンやさん りゅうが ー

茨城県 びようし 森ゆい ー

茨城県 ファントミラージュになりたいです。 矢迫優 ー
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茨城県 ペットショップの店員になりたい！！ 渡辺真衣 ー

茨城県 ペットしょぷ 石ばしえな ー

茨城県 ほいくしになりたい。 要 ー

茨城県 やきゅう こうが ー

茨城県 ユーチューバー そうた ー

茨城県 ユーチューバー よしや ー

茨城県 ユーチューバー 大久保そうま ー

茨城県 ユーチューバーになる！！！！！！ レミリ ー

茨城県 ユーチューバなりたい？！？！？！？！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ベーコン ー

茨城県 ようち園の先生 めも ー

茨城県 ようちえんの先生になりたい かおり ー

茨城県 ロケットランチャーがむりょうでほしい まさとら ー

茨城県 わたいのしょうらいはいっぱいべんきょうをして、びょういんのせんせいになることです ー ー

茨城県 わたしのゆめは、ほいくしです。 山里さえ ー

茨城県 わたしのゆめはまんがかです。 やまさと ー

栃木県 くもにのりたい ヒヤシンス 2

栃木県 オレンジ色のリュックでヘリコプターに乗るお医者さん むっちゃん 4

栃木県 プリキュアになりたいです。 ちいちゃん 4

栃木県 てんさいかがくしゃになりたい しょうか 5

栃木県 ドーナツ屋さん ふわ 5

栃木県 うちゅうひこうしになりたい はや 6

栃木県 おいしゃさんになりたいです。 すみれ 6

栃木県 おかねもちになる。 なおき 6

栃木県 がっこうのせんせいになりたいです。 すながりおん 6

栃木県 かめんらいだになりたい ゆう 6

栃木県 からてかになりたい。 たっぴい 6

栃木県 きょうりゅうはかせになりたい まき 6

栃木県 けいさつかんになりたい。 へっくん 6

栃木県 けーきやさんになりたい れな 6

栃木県 けーきやさんになりたい さや 6

栃木県 けえきやさんになりたい。 とち 6

栃木県 さーかせんしゅになりたい けい 6

栃木県 さっかあせんしゅになりたい かな 6

栃木県 サッカーせんしゅになりたい とみ 6

栃木県 サッカーせんしゅになりたい こう 6

栃木県 サッカーせんしゅになりたい どい 6

栃木県 サッカーせんしゅになりたい。 かんな 6

栃木県 サッカーせんしゅになりたいです あい 6

栃木県 さっかあせんしゅになりたいです。 りぶ 6

栃木県 さっかーせんしゅになりたいです。 うえすぎまさと 6

栃木県 サッカー選手になりたい。 はる 6

栃木県 さっかせんになりたい れん 6

栃木県 さんじょいのせんせいになりたい りお 6

栃木県 だんさーになりたい あみ 6

栃木県 はいしゃになりたいです。 かんな 6

栃木県 びようしになりたい あい 6

栃木県 ぺっとしょっぷになりたい かりんりん 6

栃木県 もでるになりたい み 6

栃木県 モデルになりたい もも 6

栃木県 やきゅうせんしゅになりたいです。 りよう 6

栃木県 やきゅうせんしゅになりたいです。 みなと 6

栃木県 ようふくやさんになりたい らな 6

栃木県 りくじょうせんしゅ しゆう 6

栃木県 れーしんぐどらいばーになりたいです いさ 6

栃木県 アイスやさんになりたい 森 7

栃木県 イラストレーターになりたいです。 あんず 7

栃木県 男になりたいです ちー 7

栃木県 おはなやさんになりたい。 すず 7

栃木県 かいごしになりたい あっすー 7

栃木県 学校の先生になりたい りおちゃん 7

栃木県 学校の先生になりたい。 レイちゃん 7

栃木県 かんごしになりたい ひま 7

栃木県 かんごしになりたい こば 7

栃木県 かんごしになりたい。 はる 7

栃木県 かんごしになりたい。 にー 7

栃木県 かん字をおぼえたい くどうりお 7
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栃木県 きょうりゅうにのってみたい。 そう 7

栃木県 きょうりゅうのうえにのりますこた ー 7

栃木県 けいさつかんになりたい のじり 7

栃木県 けいさつかんになりたい。 りひと 7

栃木県 ケーキやさんに、なりたい。 せり。 7

栃木県 ケーキやさんになりたい！ りんりん 7

栃木県 ケーキやさんになりたい！！！ あめ 7

栃木県 ケーキやさんになりたいです。！！！ かりんりん 7

栃木県 サッカーせん手になりたい！ うーたん 7

栃木県 サッカーせんしゅになりたい。 やぎ 7

栃木県 サッカーせんしゅになりたい。 てら 7

栃木県 サッカーせんしゅになりたいです やまね 7

栃木県 さっかーせんしゅになりたいです。 みつき 7

栃木県 じゅういになりたい。 あべゆうか 7

栃木県 すいそうがくのトランペットをやりたい！ ゆめたん 7

栃木県 すいみんぐのこうちになりたいです。 みあ 7

栃木県 せかいいちせがでかくなりたい。 わたべはるき 7

栃木県 先生になりたい！ かまのいひまり 7

栃木県 ゾイドとかつくる人になりたい さい 7

栃木県 体そうせんしゅになりたい オザキング 7

栃木県 チアリーダーになりたい あんな 7

栃木県 つりめいじんになりたい。 とも 7

栃木県 デザイナーになりたい。 さーちゃん 7

栃木県 デザイナーになりたいです。 みーちゃん 7

栃木県 テニスがつよくなりたい そう 7

栃木県 ナンスになりたい。 ひめ 7

栃木県 バイオリンの先生になりたい。 しのい 7

栃木県 バスケせんしゅになりたい かとういしん 7

栃木県 パティシエになりたい つば 7

栃木県 ピアニストになりたい！ 花 7

栃木県 ピアノでにほん一になりたい たかの 7

栃木県 びようし りんりん 7

栃木県 プロアイスホッケーせん手になりたいです いろは 7

栃木県 プロサッカーせん手になりたいです。 りょう 7

栃木県 ぺットやさんになりたい。 ここ 7

栃木県 ほいくえんのせんせいになりたい かん 7

栃木県 ほいくえんの先生になりたい。 ここみ 7

栃木県 ほんやさんになりたい りん 7

栃木県 ままといっぱいおとまりしたい。 ちいちゃん 7

栃木県 マンガかになりたい あいたん 7

栃木県 マンガ家になりたい さやちゃん 7

栃木県 やきゅうせんしゅになりたい ひき 7

栃木県 ゆうちゅうばぁになりたい きく 7

栃木県 ロードレーサアになりたい バカおくん 7

栃木県 アイスクリームやさんになりたいです まえ 8

栃木県 頭がよくなりたいです。 うた 8

栃木県 エレクトーンの先生 まいまい 8

栃木県 おお金持ち 山口 8

栃木県 お花やさんになりたい はーちゃん 8

栃木県 学校の先生になりたい。 ゆず 8

栃木県 学校の先生になりたい。 あっちゃん 8

栃木県 からてのせんしゅ けい 8

栃木県 かんごしさんになりたい かべゆい 8

栃木県 かんごしさんになりたい。 ゆず 8

栃木県 かんごしになりたい ほの 8

栃木県 かんごしになりたい。 ゆず 8

栃木県 ケーキやさんになりたいです てら 8

栃木県 ケーキやさんになりたいな かなちゃん 8

栃木県 作きょくか U－ちゃん 8

栃木県 さっかーせんしゅになりたい とら 8

栃木県 サッカーせんしゅになりたい る 8

栃木県 サッカーせんしゅになりたい うち 8

栃木県 サッカーせんしゅになりたい かけ 8

栃木県 サッカーせんしゅになりたい けん 8

栃木県 水えいせんしゅになりたい フルウシ 8

栃木県 水えいせん手になりたい！ ゆあ 8
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栃木県 スイミングの先生になりたい！ 柴遥 8

栃木県 そばやのゆうめいなプロになりたい ひげおっちゃん 8

栃木県 つりのプロになりたい ごぶさん 8

栃木県 テニスプレイヤーになる こい 8

栃木県 テニスプレイヤーになる こうき 8

栃木県 動物びょういんの人になりたい。 あいちゃん 8

栃木県 どうぶつびょういんではたらきたい！ ともか 8

栃木県 とってもしあわせな人になりたいです。 あっかー 8

栃木県 トリマーさん めいちゃん 8

栃木県 とレジャーハンターになりたいです。 ゆう 8

栃木県 はいゆうになりたい！！ るーちゃん 8

栃木県 バスケつよくなりたい あきせ 8

栃木県 パティシエになりたい ゆめちゃん 8

栃木県 花やさん なっちゃん 8

栃木県 はやくおよげるようになりたい りーちゃん 8

栃木県 はやくおよげるようになりたい。 かわ 8

栃木県 バレーボールのせん手になりたい！！ がんこちゃん 8

栃木県 パンやさんになりたい みさ 8

栃木県 びょういんのかんごしに、なりたい！！ みーちゃん 8

栃木県 びようし その 8

栃木県 びようしさん さーちゃん 8

栃木県 びようしになりたい。 おっちー 8

栃木県 ふつうの人 ゆづ 8

栃木県 プロのアイスホッケーせん手になりたい！！ ゆいちゃん 8

栃木県 プロのアイスホッケーせん手になりたいです。 いっちゃん 8

栃木県 プロ野球せんしゅ たく 8

栃木県 プロ野球せんしゅ りゅちゃん 8

栃木県 プロやきゅうせんしゅになりたい めざせこうしえん 8

栃木県 ベーカリーやさんになりたい おばなひろき 8

栃木県 ペットショップ あゆ 8

栃木県 ペットショップのてんいいん じつ 8

栃木県 ぼくのゆめはさかあうまくなりたいです とち木ともあき 8

栃木県 ポケカのせかいたいかいにでたい かいと 8

栃木県 ポケモンになりたい けいた 8

栃木県 まい日プールでおよぎたい。 ななみ 8

栃木県 ママになりたい。 あーちゃん 8

栃木県 マラソンせんしゅになりたい ゆう 8

栃木県 マンガえおかく人になりたいです。 みず 8

栃木県 まんがか たまちゃん 8

栃木県 まんがかになりたい つかだくるみ 8

栃木県 やきゅうせんしゅ こう 8

栃木県 野球せんしゅになりたい あみ 8

栃木県 やきゅうせんしゅになりたい ゆうた 8

栃木県 やきゅうせんしゅになりたい。 りゅう 8

栃木県 野球のマネジャーになりたい あいか 8

栃木県 ユーチューバーになりたい トラ 8

栃木県 ユウチューバーになりたいです ふる 8

栃木県 ユーチューバーになる たかはし 8

栃木県 ようちえんの先生になりたい。 りーちゃん 8

栃木県 F-1のしごとがしたいです！ そうた 9

栃木県 TWICEにあいたい！ あいちゃん 9

栃木県 アニメのポケモンにサッカー選手 きらりん 9

栃木県 家のてつだいする。 そうま 9

栃木県 えんげき ひーちゃん 9

栃木県 おいしゃさんになりたい。 みね 9

栃木県 オリンピックで走りはばとびで金メダルをとりたい！！ てんし 9

栃木県 科学者になりたい なおきんぐ 9

栃木県 学校の先生 まーちゃん 9

栃木県 空手のせんしゅになりたい。 てぺろん 9

栃木県 かんごしになりたい ゆーちゃん 9

栃木県 かんごしになりたい。 るー 9

栃木県 きかいをつくるひとになりたい ゆたくん 9

栃木県 ケーキ屋さんになりたい！ ちー 9

栃木県 ケーキ屋になりたい ひろ 9

栃木県 ゲーマー れい 9

栃木県 ゲームのプロになりたい。 ゴジータ 9
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栃木県 さいこう115さいまでいきたい！！ あいこ 9

栃木県 さかなクンの様なさかな博士になるか、さかなクンを守ってあげられる弁護士になりたい。 奏音 9

栃木県 サッカーせん手 しん 9

栃木県 サッカー選手になってヨーロッパにわたりたい。 トマト 9

栃木県 サッカーせんしゅになりたい いお 9

栃木県 サッカせんしゅになりたい こーき 9

栃木県 さんふ人科の先生 れおちゃん 9

栃木県 じぶんのくにをつくりたい！！ マッキー 9

栃木県 すいえいせんしゅ であら 9

栃木県 すいえいせんしゅ とち 9

栃木県 たっきゅうのプロになりたい あさくらよう 9

栃木県 トラックの運転手になりたい。 ミスター・アザラーシ 9

栃木県 なかたひでとしのようなサッカーせん手になりたい。 てつ 9

栃木県 ねこつかいになってねこカフェをひらきたい！！ ゆず 9

栃木県 パテシエールになっていろいろなおかしやケーキをつくりたい。 ももこ 9

栃木県 びようしになりたい！ あおいちゃん 9

栃木県 プロゲーマー そうすけ 9

栃木県 プロ野球選手になってホームランを打つ！ ねぐせくん 9

栃木県 プロ野球せん手になりたい。 ぐみ 9

栃木県 ペットショップの店いんさん しーちゃん 9

栃木県 ペットのしごとになりたいです ここちゃん 9

栃木県 ヘリコプターの操縦士！ まあぽん 9

栃木県 ほうしゃせんぎし ゆうくん 9

栃木県 ポケモンになりたい ゆめき 9

栃木県 ホッケーせん手になりたい。！ しょうた 9

栃木県 ユーチューバーになりたい。 グレグレ 9

栃木県 有名人になりたい！ もも 9

栃木県 Jリーグでかつやくする選手になりたい！！！ タラコせい人 10

栃木県 NHL選手になりたい！ 電気ナマズ 10

栃木県 アイスホッケー選手になりたい！ かなと 10

栃木県 医者になりたい！ きさき 10

栃木県 お金もちになりた。 めがねくん 10

栃木県 科学者になりたい！ ほの 10

栃木県 科学者になりたいです。 しゅんちゃん 10

栃木県 学校の先生になりたい！ まな 10

栃木県 かんごしになってみんなを助けたい！！！ ゆいり 10

栃木県 つりのプロになりたい ハオ 10

栃木県 金魚 ー 10

栃木県 ケーキ屋さんになりたい！ アップルパイ 10

栃木県 ゲームを作る人になりたい キャッピー 10

栃木県 サッカーせんしゅになりたい しょご 10

栃木県 社会人になりたい いずぴー 10

栃木県 社長になりたい　ゆうまTV　TBS
ちきゅうがいせいめいた

いユーマ
10

栃木県 じゅういになりたいです。 おーちゃん 10

栃木県 小説家になりたい！ サラサ 10

栃木県 新かん線のうんてんしゅになりたい。 石が飛ぶ 10

栃木県 スタイリストになりたい ゆり 10

栃木県 ぜいりしになりたい ゆうくん 10

栃木県 ダウラギリに登りたい。 kasidai 10

栃木県 デーサビスのしゃいんになりないです。 大川 10

栃木県 デザイナーになりたい。 とーちゃん 10

栃木県 動物のじゅうい みっちゃん 10

栃木県 ネイリストになりたい K.T 10

栃木県 ねこだんごのデザイナーになりたい！ にゃいんぼー 10

栃木県 バスケのせんしゅになりたい ももか 10

栃木県 はたらく な 10

栃木県 パティシエになりたい しばちゃん 10

栃木県 パティシエになりたい。 つーちゃん 10

栃木県 ピアニストになりたい りん 10

栃木県 病院の先生になりたい！ かな 10

栃木県 ファッションデザイナーになりたい みーちゃん 10

栃木県 プロアイスホッケーせん手になりたいです選手になりたい うめか 10

栃木県 プロ野球選手になりたい マイケル 10

栃木県 ペットショップになりたい ジュニー 10

栃木県 みんなにバスケを教えられるようにしたい！ わたあめブレッキー 10

51



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

栃木県 みんなのためになるような仕事 たかこう 10

栃木県 野球選手になりたい ブロリー 10

栃木県 やくざいし タッキー 10

栃木県 薬ざいしになりたいです。 のむ 10

栃木県 陸上選手になりたい！ こうちゃん 10

栃木県 あおむしの研究家になりたい。 ココちゃん 11

栃木県 インストラクターになりたい ウンチングスピア 11

栃木県 宇宙飛行士になりたい。 あおば 11

栃木県 お金持ちになりたい ゆな 11

栃木県 おすしやさん トミー 11

栃木県 かんごし かっしー 11

栃木県 かんごしさんか、研究者になりたい みー 11

栃木県 看護師になりたい ふづ 11

栃木県 車の工場で働きたい！ ケニー・アッカーマン 11

栃木県 車のデザイナーになりたい！ たいよう 11

栃木県 ゲーマーになりたい はるとんこつラーメン 11

栃木県 ゲームがほしい ー 11

栃木県 ゲーム実きょうしゃになりたい かる 11

栃木県 サッカーせんしゅになりたい ー 11

栃木県 サッカー選手になりたい！ ななと 11

栃木県 さとみとずっといっしょにいたい！！ ー 11

栃木県 サラリーマンになりたい 岩ちゃん 11

栃木県 じいちゃんと一緒に植木職人の仕事がしたい たいよう 11

栃木県 社会人になりたい バスケットボール 11

栃木県 社会人になりたい。 ビーバー 11

栃木県 助産師になりたい！ みお 11

栃木県 水泳選手 ふう 11

栃木県 水泳選しゅになりたい。 ひろと 11

栃木県 水泳に関する人になりたい！ カクレクマノミ 11

栃木県 ずっと笑顔でくらしたい。 ゆら 11

栃木県 先生になること ー 11

栃木県 たくさん思い出を作る。 まる 11

栃木県 はいしゃ ひがちゃん 11

栃木県 パティシエになりたい！ かっぱ 11

栃木県 パティシエになりたい！ N,S 11

栃木県 パティシエになる なっつ 11

栃木県 パティシエになる みつは 11

栃木県 バレーボール選手になりたい みーちゃん 11

栃木県 百人一首の名人を目ざす。！ シルクロード（N.K） 11

栃木県 びようし かべちゃん！ 11

栃木県 びようしなりたい。 あんなP 11

栃木県 プロアイスホッケー選手になりたい。
てづかはると　エレンイ

エーガー
11

栃木県 プログラマーになりたい セッコ 11

栃木県 プロゲーマーになりたい ー 11

栃木県 プロテニスプレイヤーになりたい。 イチロウ 11

栃木県 プロ野球せんしゅになりたい ブタ 11

栃木県 プロ野球選手になりたい！ しょう 11

栃木県 保育士 ひーちゃ 11

栃木県 マッサージやさんになりたい イブとタイガー 11

栃木県 まんが家になりたい とかげ 11

栃木県 マンガ家になりたいです！ みーたん 11

栃木県 ようかいと人間がへいわにくらせるよのなか
エンア大王　ふどうみょう

王
11

栃木県 料理人になりたい。 ガルガ・アッカーマン 11

栃木県 料理人を目指す。 サシャ・ブラウス 11

栃木県 ルービックキューブでギネス達成 ユーヤ 11

栃木県 いしゃ カールジーサン 12

栃木県 宇宙飛行士になりたい レッドヨッシー 12

栃木県 お花やさんになりたい！ S.H 12

栃木県 自分のお金を全額1円玉にする シューマッハ 12

栃木県 長生きしたい ギエピー！！ 12

栃木県 農家になりたい！ りんご 12

栃木県 ピアノで名曲をたくさんひけるようになること ユーア 12

栃木県 プロゲーマーになりたい 歯かけ 12

栃木県 プロゲーマーになりたい。 ペッシ 12
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栃木県 プロゲーマーになる ゆーへー 12

栃木県 プロバスケット選手になりたい！！ 杏 12

栃木県 もうどう犬訓練士になりたい！ なにわ男子 12

栃木県 base ball pryer まーくん 14

栃木県 教師 いっちー 14

栃木県 スポーツトレーナー セイイチ 14

栃木県 病院の中の仕事について人の役に立ちたい はると 14

栃木県 プロ野球選手 りゅうくん 14

栃木県 サーティーワンアイスで働きたい！ えだ 16

栃木県 げえむやさんになりたい。 かいくん ー

栃木県 でんしゃのうんてんしゅになりたい。 みれむ ー

栃木県 料理人になりたい！ Mikasa,Akkaman ー

群馬県 大きくなったらアンパンマンになる！ さくちゃん 3

群馬県 大きくなったらここたまの契約者になりたいです こぐれるな 4

群馬県 高速道路のパトカーに乗る たか 4

群馬県 お母さんみたいになりたい。 なっちゃん 5

群馬県 あいすくりいむやさんになりたい りん 6

群馬県 あいすやさんになりたい あやか 6

群馬県 あいすやさんになりたい えみ 6

群馬県 あいすやさんになりたい。 もあ 6

群馬県 あいどるになりたい ちひろ 6

群馬県 あいどるになりたい るい 6

群馬県 あいどるになりたい。 しんしょう 6

群馬県 あいどるになりたい。 いざべら 6

群馬県 あいどるになりたいな。 りた 6

群馬県 あなうんさーになりたいです みらい 6

群馬県 うとなになりたいな とうま 6

群馬県 えかきさんになりたい。 えりん 6

群馬県 えかきやさんになりたい。 れいな 6

群馬県 おいくなたらさっかあせんしゅにい けいご 6

群馬県 おいしゃさんになりたい にうべ 6

群馬県 おいしゃさんになりたい しとう 6

群馬県 おいしゃさんになりたい。 まなか 6

群馬県 おいしゃさんになれますように りんと 6

群馬県 おかしやさんになりたい！ おがさわらみお 6

群馬県 おとなになったらおすしやさんになりたい たいが 6

群馬県 おはなやさんになりたい ゆい 6

群馬県 おはなやさんになりたい。 かのん 6

群馬県 おはなやさんになれますように ゆうな 6

群馬県 おりんぴっくにでる人になりたい からさわ 6

群馬県 がっこうのせんせいになりたいです。 かわしまなのは 6

群馬県 くるまやさんになりたい さきと 6

群馬県 くるまやさんになりたい。 しょうた 6

群馬県 くるまやさんになりたいです。 うちだ　ゆいと 6

群馬県 けいきやｓんになりたい。 さな 6

群馬県 けいさつかんになりたい こうた 6

群馬県 けいさつかんになりたい すけ 6

群馬県 けいさつかんになりたい じょなす 6

群馬県 けいさつかんになりたいです！ たくま 6

群馬県 ケーキやｓんになりたいよ。 さやか 6

群馬県 ケーキやさんになたらペコちゃんのケーキやさんになりたいよ。たのしみ。 さとう　ここな 6

群馬県 けえきやさんになりたい ゆな 6

群馬県 けえきやさんになりたい ゆずき 6

群馬県 けーきやさんになりたいです まつしまみゆ 6

群馬県 けーきやさんになりたいです。 こいけ　そら 6

群馬県 こっくさんになりたい あかり 6

群馬県 さかあせんしゅになりたい はるた 6

群馬県 さっかーせんしゅ ゆとや 6

群馬県 さっかぁせんしゅになりたい。 かいお 6

群馬県 さっかあせんしゅになりたい。 いおり 6

群馬県 さっかあせんしゅになりたいです。 りき 6

群馬県 さっかーせんしゅになりたいです。 すぎさき　ともか 6

群馬県 さっかーせんしゅになりたいな。 わと 6

群馬県 さっかぁせんしゅになれますように。 るきと 6

群馬県 さっかーせんしゅになれるように こう 6

群馬県 さっかーになりたいな けいた 6
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群馬県 じゃーにずになりたい！！ かずひさ 6

群馬県 しゃしんやんになりたい。 ゆうせい 6

群馬県 せぶいれぶになりますように りのん 6

群馬県 せんせいになりたいです。 あや 6

群馬県 タピオカやさんになりたい ゆいと 6

群馬県 ちょこれいとやさんになりたい。 しゅうか 6

群馬県 てでざいなになりたいです。 はるひ 6

群馬県 テニスせんしゅになりたいです。　じゃにいずになりたいです。 せな 6

群馬県 どうぶつのおいしゃさんになりたいな。 さつき 6

群馬県 ねこがだいすきなのでたくさんのねこくらしたいです そのだ　こはる 6

群馬県 ばいくやさんになりたい。 けいいちろう 6

群馬県 ばすけっとせんしゅになりたいです。 いおり 6

群馬県 ぱてぃしえになりたいな。 ここな 6

群馬県 ぱてしえになりたいです ひかり 6

群馬県 ぱふぇやさんになりたい。 あいり 6

群馬県 浜崎あゆみみたいな歌手になりたい 湊ちゃん 6

群馬県 ばれりーなになれますように。 かわうち　ほのか 6

群馬県 ぱんのあじのかぼちゃやさんになりたい みなみきっぺい 6

群馬県 ぱんやさんになりたい。 おおのそうた 6

群馬県 ぱんやさんになりたい。 さやか 6

群馬県 ピチュウになりたい しょう 6

群馬県 ペっとしょっぷになりたい いろは 6

群馬県 ぺっとしょっぷになりたい かんな 6

群馬県 ぺっとしょっぷやさんになりたい ゆうせい 6

群馬県 ぺとしょぷになりたい♡ そうし 6

群馬県 ほいくえんのせんせいになりたい ひかり 6

群馬県 ぼくはけいさるかんになりたいです。 すぎもと　りょう 6

群馬県 ぼくはげーまーになりたいです。 いわき　ともや 6

群馬県 ぼくはゆｃぐうばになってせかいにいく もりと　こうき 6

群馬県 ぼくはユウチュウバーになりたいです。 しらはま　かいと 6

群馬県 みんなをたすけたりせいやくんよりつよいれっどどらごんのひとになりたい りょうや 6

群馬県 やおやくしょいんに なおみ 6

群馬県 やおやさんになりたいな。 さら 6

群馬県 やきゅうせんしゅになりたいよ。 いっせい 6

群馬県 ようちえんのせんせいになりたい。 ゆうり 6

群馬県 ようふくやｓんのでざいなーになりたい♡ ゆうな 6

群馬県 ようふくやさんになりたい ここな 6

群馬県 らぐびいせんしゅになりたい。 かいま 6

群馬県 るぎあになりたい そうま 6

群馬県 わたしはけーきになりたいです。 ながそね　あんな 6

群馬県
ＮＢＡのステフィンソーになれますように。ＮＢＡのればろんになれますように。ＮＢＡのカズンズになれますよう

に。
れん 7

群馬県 アイスやさんになりたい。 りんたん 7

群馬県 あいどるになりたい。 はやさか　ゆい 7

群馬県 アイドルになりたい。 サッニャン 7

群馬県 あいどるになりたいです さいとう　うた 7

群馬県 足がはやくなりたい。 ぽんた 7

群馬県 うえすたんはかば こう 7

群馬県 絵かきやさんになりたいです。 樋口　楓 7

群馬県 えきいんさんになりたいです。 ゆうき 7

群馬県 おいしゃさんになりたい。 しょうた 7

群馬県 おいしゃになりたい。 いえてい 7

群馬県 大きくなったらプロ野球選手(西武ライオンズ）になりたいです！！ こぐれあおと 7

群馬県 おかだせんせいみたいになりたい。 栗田　博一 7

群馬県 弟と妹と仲よしになりたい はるま 7

群馬県 おとなになったら、日本じゅういつか行きたい。　おとなになったらいつかゲームをつくりたい。 涯來華 7

群馬県 お花やさんになりたいです。 田部井実代 7

群馬県 金もちになりたい。 はりまめどる 7

群馬県 からてのせんしゅになりたい いちか 7

群馬県 かんごしさんになりたい うた 7

群馬県 かんごしになりたい。 ゆめ 7

群馬県 かん字マスターになりたいです。　おとなになったらげいのうじんになりたいです。 つじじりく 7

群馬県 きょうりゅうはくぶつかんのてんちょうになりたいです。 えいと 7

群馬県 けいさつかんになりたい！！ そうご 7

群馬県 けいさつかんになりたい。 きつね 7

群馬県 けいさつかんになりたいです しのだ　たかゆき 7
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群馬県 けえきやさんになりたい。 ゆな 7

群馬県 ケーキやさんになりたい。 りーたん 7

群馬県 ケーキやさんになりたい。 ひな 7

群馬県 ケーキやさんになりたいです。 ひま 7

群馬県 ケーキやになりたい いと 7

群馬県 ゲームクリエイターになりたい はしもと　はるき 7

群馬県 こまおうまくなりたい とき 7

群馬県 コンビニのてんいんさんになりたい。 ゆうじ 7

群馬県 さかせんになりたうです みかみ 7

群馬県 サッカーせんしゅになりたい。 ななっと 7

群馬県 サッカーせんしゅになりたい。 たけふさ 7

群馬県 サッカーせんしゅになりたい。 りょうじ 7

群馬県 さっかせんしゅになりたい。 ひろむ 7

群馬県 さっかせんやりました リキ 7

群馬県 しいくいんさんになりたい リ歩 7

群馬県 しんかんせんのうんてんしになりたい そうた 7

群馬県 スキーせんしゅになりたい こうた 7

群馬県 すけえとせんしゅ ふちさわ 7

群馬県 すしやになりたい いしだ 7

群馬県 スタイリストになりたい かんな 7

群馬県 せんせいになりたい。 るか 7

群馬県 せんせいになりたいな だいき 7

群馬県 せんせいになりたいな。 みにい 7

群馬県 せんせいになりたいな。 あんじゅ 7

群馬県 大工さんになりたい いたる 7

群馬県 大工になりたい。 みとら 7

群馬県 たいそうのせんせいになりたいです いわせここな 7

群馬県 たっきゅうせんしゅになりたい☆ えいた 7

群馬県 男子のパティシエ うま 7

群馬県 だんすがじょうずになりたい。 きよう 7

群馬県 デザイナーとモデルになりたいです。 前はら　めい 7

群馬県 デザイナーになりたい。 らら 7

群馬県 デザイナーになりたい。 さくら 7

群馬県 てにすせんしゅになりたい。 いせうお 7

群馬県 でんしゃのしゃしょうになりたい。 しゅんり 7

群馬県 どっちぼールがつよくなれますように しんの 7

群馬県 ナースさんになりたい。 ゆめりん 7

群馬県 にやｓんになりたい いつき 7

群馬県 にんしゃになれますように せいや 7

群馬県 ネイリストになりたい あおい 7

群馬県 はいしゃさんいなりたい♡ はな 7

群馬県 パティシエになりたい りお 7

群馬県 バドミントンせんしゅになりたいです。 權田裕斗 7

群馬県 ぱふぇやさんになりたい。 にこぴん 7

群馬県 ぱんやさんになりたい ことね 7

群馬県 ぱんやさんになりたい ねね 7

群馬県 ピアニストになりたい。 みお 7

群馬県
ピアニストになれますように。ピアノの先生になれますように。おいしゃさんになれますように。うたがじょうずになれま

すように。
ー 7

群馬県 びようし わか 7

群馬県 ファッションデザイナーになりたい。 ゆり 7

群馬県 ペっとしょっぷになりたい ゆな 7

群馬県 ペットショップの店員さんになりたい。 はし本ゆうな 7

群馬県 ペットショップのひとになりたい。 つやぴ 7

群馬県 ぺっとやさんになりたいな。 ひなこ 7

群馬県 ほいく園のせんせいになりたいです。 ながさわこう 7

群馬県 ぼうしやになりたいです。 あいら 7

群馬県 ほうせきやさん ううたん 7

群馬県 ぼくは、けいさつかんになりたいです。 いわせれん 7

群馬県 ぼくは、さっかーをしたいです。 よこでだいき 7

群馬県 ぼくは、ユウチューバーになりたいです・ かわしま　たくみ 7

群馬県 ぼくはさっかーをしたいです。 たみんほあん 7

群馬県 ぼくはゆーちゅーばーになってせかいとうこうしたい いっせい 7

群馬県 ポケモンマスターニナリタイデス シンドウワタル 7

群馬県 ほっともっと ゆず 7

群馬県 マジックになりたいです なんば 7
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群馬県 まんがかになりたいです すとうはやと 7

群馬県 もでるになりたいです。 はむぎ　まりか 7

群馬県 やきゅうせんしゅになりたい。 わたなべより 7

群馬県 やきゅうせんしゅになります。あしがはやくなりたいです。 そうし 7

群馬県 やくざいしになりたい。 ともはる 7

群馬県 ユーチューバーになりたいです。 みやたこてつ 7

群馬県 ユーチューバーになりたいです。 和田ふうま 7

群馬県 ようち園のせんせいになりたい。 ゆら 7

群馬県 ラグビーセンシュになりたいです。 たつみ 7

群馬県 ロボットはかせになりたい いおり 7

群馬県 ロボットはかせになりたい。 クラウスレナルド 7

群馬県 わがししょくにんになって、きれいなおはなのおまんじゅうをつくってみんなにおいしくたべてもらいたいです。 ふうか 7

群馬県 わたしのゆめはようちえんのせんせいになりたいです。 ほしかわゆり 7

群馬県 わたしは、ファッションデザイナーになりたい いすあ 7

群馬県 わたしは、ユーチューバーになりたいです。私の夢をかなえてください 平井 7

群馬県 わたしはけいきやさんになりたいです。 むらたなな 7

群馬県 わたしはデザイナーになりたいです 川しま　さな 7

群馬県
わやしの、しょうらいは、アイドルになりたいです。なんでかというといろいろなことばとかからだがやわらかくなるからで

す。
あお 7

群馬県 ー けんぞ 7

群馬県 ー かめおかみ 7

群馬県 アイスやさんになりたい 樹利亜 8

群馬県 あしが早くなりたいです。 えも 8

群馬県 アナウンサーになりたい。 あまい 8

群馬県 い者になりたい。 あもん 8

群馬県 いしゃになりたい。 かいけん 8

群馬県 いつまでもけんこうにくらしたい。 赤井　涼真 8

群馬県 絵かきになりたい たいよう 8

群馬県 おいしゃさんになりたい けんた 8

群馬県 おいしゃさんになりたい ここは 8

群馬県 おいしゃさんになりたい ひな 8

群馬県 おすしやさんになりたいです。 くみか 8

群馬県 おとうとのようちえんの先生になりたいです おかざき　きゅうま 8

群馬県 科学者になりたいです。 そら 8

群馬県 歌手になりたい。 りんご 8

群馬県 学校の先生になりたい そら 8

群馬県 かんごしになりたい みら 8

群馬県 かんごしになりたい えみか 8

群馬県
きょうりゅうのほねをはっくつしてきょうりゅうのなんていうしゅるいのきょうりゅうの名前かていうしらべる人になりたいで

す。
れい 8

群馬県 けいさつかんになりたいです。 みお 8

群馬県 けいさつかんになりたいです。 なごみ 8

群馬県 ケーキやさんになりたい いくみ 8

群馬県 ケーキやさんになりたい ゆい 8

群馬県 ケーキやさんのぱてしゆになれますように あいか 8

群馬県 ゲーセンの店いん とあ 8

群馬県 ゲームきやさんになりたい。 リュウド 8

群馬県 ゲームクリエイターになりたい。 はるき 8

群馬県 ゲームせんになりたいです。 かずお 8

群馬県 ゲームのマスターになりたいです。 げんき 8

群馬県 サッカーがじょうずになってる人 かいき 8

群馬県 サッカーせん手になりたい ゆう 8

群馬県 サッカーせんしゅになりたい れい 8

群馬県 サッカーせんしゅになりたい 秋山　いつき 8

群馬県 サッカーせん手になりたい。 そうびー 8

群馬県 サッカーせんしゅになりたい。 がりがぶ 8

群馬県 さっかーせんしゅになりたいです。 カワル 8

群馬県 作家になんりたいです まお 8

群馬県 じゅう道せんしゅになりたい こう大 8

群馬県 しゅっさんをするおいしゃさんになりたい。 みーちゃん 8

群馬県 小学校の先生になりたい。 ももか 8

群馬県 しょうぼうし こう 8

群馬県 水ぞくかんのしいくいんになりたいです。 れん 8

群馬県 先生になりたい ころいえ 8

群馬県 先生になりたい。 ゆき 8

群馬県 ぞんびといっしょにあそべるように。 か 8
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群馬県 だいくさんになりたい。 まさと 8

群馬県 つりしになりたいです。 たいし 8

群馬県 つりめいじんになりたい。 りゅうせい 8

群馬県 デザイナーになりたい りこ 8

群馬県 デザイナーになりたい。 かのん 8

群馬県 天才男になりたいです。 ゆうき 8

群馬県 ドッジボールうまくなりますように。 とっしい 8

群馬県 ドッチボールのせんしゅになりたい。 こうや 8

群馬県 ナースになれますように もな 8

群馬県 なんでもできるかがくしゃになりたいです 髙橋慶伊 8

群馬県 ネイリストとけっこんしきじょうではたらきたいです。 小川　あいり 8

群馬県 パートカさんになりたい ひろゆき 8

群馬県 はかせになりたい。 はるき 8

群馬県 バスケットせん手のプロになりたい。 はやて 8

群馬県 はつめいかになりたい。 はるみち 8

群馬県 パティシエになりたい。 たまみ 8

群馬県 パティシエになりたい。 ののか 8

群馬県 パトカーのうんてんしゅさんになりたい さくや 8

群馬県 バドミントンせん手になりたい し音 8

群馬県 バトミントンのせんしゅになりたい。 りりな 8

群馬県 ひかきんみたいなユーチューバーになる たんたん 8

群馬県 びょういんのかんごしになりたいです ゆの 8

群馬県 びようしさんになりたい。 もも 8

群馬県 プロデザイナーになりたい みき 8

群馬県 プロ野球選手になりたい ゆう 8

群馬県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 えいと 8

群馬県 ペットショップの店員さんになりたい。 みかもとるの 8

群馬県 ペットショップの店員さんになりたいです。 西田　ソソ 8

群馬県 ペットショップ屋さんになりたい。 すみれ 8

群馬県 ほいく園のせんせいになりたい るな 8

群馬県 ほいく園の先生になりたい ここみ 8

群馬県 ほいくしになりたいです。 りお 8

群馬県 ぼくは、たいそうのせんせいになりたい こう太 8

群馬県 ぼくははいゆうになりたいです かたやま　にこ 8

群馬県 本をいっぱいよむひとになりたい はやし 8

群馬県 マジシャンになりたい。 あいり 8

群馬県 まんが家になりたいです。 ゆうと 8

群馬県 マンガかになりたいです いぶき 8

群馬県 まんがかになりたいです。 由佳 8

群馬県 やきゅうせんしゅになりたい あおと 8

群馬県 ユーチューバーになりたい かなで 8

群馬県 ユーチューバーになりたい。 れん 8

群馬県 ユーチューバーになりたいです。 ふくはら　ゆうま 8

群馬県 ユーチューブでうんどうとじっけんといろんなことをしたいな。 立木裕 8

群馬県 ラグビーせん手になりたいです。 あおい 8

群馬県 歴史がくしゃになりたいです しょうた 8

群馬県 ロボットはかせになりたいです。 としひで 8

群馬県 わたしのゆめはほいくしになりたいです。 重田いみり 8

群馬県 わたしは、大くになりたいです。 みい 8

群馬県 わたしは、パティシエになりたいです。 いいずか　ゆ月 8

群馬県 わたしは、花やさんがたいすきです、わたし花がたいすきです。 むらもと　かれん 8

群馬県 ＣＡさんになりたい。 りりか 9

群馬県 アイドルになりたい　国民的 かんな 9

群馬県 いしゃになりたい ちとん 9

群馬県 いしゃになりたいです。(きゅうめい) 姫 9

群馬県 いろいろな人のやくにたつことをいっぱいやりたい。 ゆうあ 9

群馬県 お金持ちになりたいです！ だにくん 9

群馬県 おにごっこにせんしゅになりたい るりな 9

群馬県 お花屋さんになりたい はる 9

群馬県 カウンセラーの人になりたい りょうな 9

群馬県 カフェのオーナーになりたいです。 あり 9

群馬県 かぶきやくしゃになりたい。 新井泰成 9

群馬県 かんごしさんになりたい ひとみ 9

群馬県 かんごしになりたい。 ゆい 9

群馬県 気象予報士になりたいです・ りな子 9

群馬県 救命医になりたいです。 花 9
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群馬県 車をつくる人になりたい れお 9

群馬県 車をつくる人になりたい はるや 9

群馬県 けい馬のじょっきい りょう 9

群馬県 けいさつかんになりたいです！ 木下　さえ 9

群馬県 けい察官になりたいです。 みゆ 9

群馬県 ケーキ屋(パティシエ)になりたい！ れん 9

群馬県 ケーキ屋さんとおパン屋さんになりたいです 梨糸 9

群馬県 ケーキやさんになりたい ふうか 9

群馬県 ケーキ屋さんになりたい。 まお 9

群馬県 ケーキ屋さんになりたいです！ しえ 9

群馬県 ゲームが持いな人になりたい 山田　ジュリアン 9

群馬県 サッカーせん手になりたい けいと 9

群馬県 サッカーせんしゅになりたい ゆう 9

群馬県 サッカー選手になりたい 綾部 9

群馬県 サッカーせんしゅになりたい あつし 9

群馬県 サッカーせんしゅになりたい きょうすけ 9

群馬県 サッカー選手になりたい！(レアル・マドリードに入りたい) はるき 9

群馬県 サッカーせんしゅになりたい。 みさき 9

群馬県 サッカーにほんだいひょうにせんしゅになりたい。 しょう 9

群馬県 サッカーのコーチになりたい。 りくと 9

群馬県 ジャイアンツチームのプロ野球せんしゅになりたいです。 キー 9

群馬県 じゅういさんになりたい ゆみ 9

群馬県 じゅういさんになりたいです。 しゅんた 9

群馬県 柔道選手になりたい のあ 9

群馬県 じょさんしになりたい なな 9

群馬県 すししょくにんになりたい。 たける 9

群馬県 スバルのデザインになりたい しおん 9

群馬県 先生になりたい 松本ちえみ 9

群馬県 たんていになりたい。 いぶき 9

群馬県 ディズニーキャスターかプロゲーマーになりたいです。 そらさくら 9

群馬県 ディズニーランドのパレードの人になりたいです！ ＨＩＭＡ 9

群馬県 デザイナー みう 9

群馬県 テニスせん手になりたい。 いっさ 9

群馬県 動物園のしょく員さんになりたい。 ひより 9

群馬県 ナサのかんせいとうの人になりたい けいた 9

群馬県 ニンテンドーの会社の社長になりたいです。 ミつい 9

群馬県 バスケせんしゅになりたい。 ねね 9

群馬県 バスケット選手になりたい ゆうま 9

群馬県 バスケットせんしゅになりたい けいじ 9

群馬県 バスケットせんしゅになりたいです。 しんじ 9

群馬県 バスケプロせんしゅになりたい はく 9

群馬県 パティシエになりたい 紗知 9

群馬県 パティシエになりたい！ りお 9

群馬県 ぱてぃしえになりたい！ まのピカ 9

群馬県 パティシエになりたいです。 りいか 9

群馬県 バドミントン選手になりたいです。 けいた 9

群馬県 パン屋さんになりたい。 かほ 9

群馬県 美容師になりたい。 わかな 9

群馬県 プロゲーマー 竜吾 9

群馬県 プロゲーマーになりたい。 りく 9

群馬県 プロゲーマーになる！！ ししゅんき 9

群馬県 プロサッカー先手いなりたい ともき 9

群馬県 プロ野球選手になりたい ー 9

群馬県 プロ野球選手になりたい ひろと 9

群馬県 プロ野球選手になりたい。 かわいたいせえび 9

群馬県 プロレスラーになりたい。 けんた 9

群馬県 ヘアメーキャップアーティストになりたい かりんとう 9

群馬県 ペットショップの店員になりたい！！ みか 9

群馬県 弁護士になりたい。 みらい 9

群馬県 べんごしになりたいです。 おうが 9

群馬県 保育園ではたらきたいです！！ 飯塚　乃愛 9

群馬県 保育士になりたい 優奈 9

群馬県 保育しになりたいです。 加のん 9

群馬県 保育士になりたいです。 りっちゃん 9

群馬県 ぼくは大人になったらゲームセンターではたらきたいです 島山　悠真 9

群馬県 ぼくは水族館の飼育員になりたいです。 根岸涼 9
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群馬県 ぼくはラグビー日本だいひょうになりたい。 こうりん 9

群馬県 本屋さんになりたいです！ みく 9

群馬県 本屋さんになりたいです。 りみ 9

群馬県 メジャーリガになりたい！ チップスター 9

群馬県 もけいやになりたい こうたろう 9

群馬県 ユーチューバーになりたい。 ＭＡＩＫＩＩ 9

群馬県 ユチュバーになりたいです。 じんぽん 9

群馬県 ようちえんのせんせいになりたい。 じゅり 9

群馬県 ようち園のせんせいになりたい。 すみれ 9

群馬県 ラグビー選手になりたい さくたろう 9

群馬県 りく上選手になりたい！ りょうた 9

群馬県 りくじょうのせんしゅになりたい ながと 9

群馬県 料理人になる 小林拓史 9

群馬県 わｔしのしょうらいのゆめは、カフェの店員になることです。 友唯夏 9

群馬県 私の夢は、文房具屋になってみんなに文ぼう具をうりたいです。 あおい 9

群馬県 私の夢はカフェのシェフです 岩城　理桜 9

群馬県 わたしは、体そうせんしゅになりたいです。 みお 9

群馬県 わたしは、しょうらい、ほいくえんの、先生になりたいです。 石おか　りり 9

群馬県 わたしはしょうらいかんごしになりたいです。 さいとうゆうき 9

群馬県 「キャビンアテンダント」になりたい」 みっちゃん 10

群馬県 Bリーグの選手になりたい！！！！！！！！！ そーちゃん 10

群馬県 ＹＯＵ　ＴＵＢＥＲになりたい りょうゆ 10

群馬県 医者になりたい！ りっちゃん 10

群馬県 ウウェディングプランナーになりたい。 すっぴょん 10

群馬県 おいしい広場ではたらきたいです。 ユチシー 10

群馬県 絵画になりたい！！ ガッカーかくぞう 10

群馬県 学校の先生になりたい！！ うさぴょん 10

群馬県 体そうせんしゅになる！ まりん 10

群馬県 かんごしになりたい！！ 少女H 10

群馬県 かんごしになりたい！！ さな 10

群馬県 救急救命士になりたい。 かの 10

群馬県 くらずしのとこ ぴーまんおじさん 10

群馬県 くらずしのとこ店員 りゅうき 10

群馬県 けいさつかんになりたい サントスアナツララ 10

群馬県 けいさつかんになりたい こうちゃん 10

群馬県 けいさつかんになりたい ほの 10

群馬県 ケーキ屋さんかパティシエになりたい！ あけちゃん 10

群馬県 ゲームクリエイターになりたい。 たいが 10

群馬県 ゲームクリエイターになりたいです。 ゆうら 10

群馬県 けんちく士になりたい！！ れえの 10

群馬県 県庁職員になりたい 少年H 10

群馬県 サッカーせんしゅになりたい かずき 10

群馬県 サッカーせんしゅになりたいです！ けいすけ 10

群馬県 社会人になりたい せいごう 10

群馬県 じゅういさんになりたい。 えみ 10

群馬県 じょさんしになりたい みう 10

群馬県 白バイのうんてんしゅになりたい まさと 10

群馬県 水泳選手になりたい ゆりあ 10

群馬県 世界1のダンサーになりたい！！ ゆきンサー 10

群馬県 そうりだいじんになりたい さえき 10

群馬県 タカラトミーではたらきたい。 そうた 10

群馬県 どらまにでてみたい じょし 10

群馬県 ネコカフェの店員になりたい おとちゃん 10

群馬県 俳句がもっとうまくなりたい さわ 10

群馬県 歯医者になりたい！ ユユコーン 10

群馬県 バスケの選手になりたい はると 10

群馬県 バトミントの選手になりたい りーたん 10

群馬県 バドミントンの選手になりたい あやね 10

群馬県 バンドを組みたい。 関根スター 10

群馬県 びようしになりたい。 にこるん 10

群馬県 美容しになりたいです。 のあ 10

群馬県 フラワーデザイナーになりたい るな 10

群馬県 プログラマーになりたい。 かつたけ 10

群馬県 プロゲーマーになりたい しょうた 10

群馬県 プロゲーマーになる スティッチー 10

群馬県 プロゴルファーになりたい！！ ゴルちゃん 10

59



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

群馬県 プロダンサーになりたい かのん 10

群馬県 プロテニスプレイヤー 秋元れい 10

群馬県 プロのサッカーせんしゅになりたい。 ショアチ 10

群馬県 プロ野球選手になりたい れん 10

群馬県 プロ野球選手になりたい。 覚太郎 10

群馬県 プロ野球選手になりたい。 しんちゃん 10

群馬県 ペットしょぷのひとになりたい はると 10

群馬県 弁護士になりたい そら 10

群馬県 保育しになりたい ゆめ 10

群馬県 保育しになりたい。 かな 10

群馬県 ぼくはサッカー日本だいひょうになることです。 しょうま 10

群馬県 ぼくはしょうらいユーチューバーになりさいせい回数一万回数になってゆうめいになりたいです。 須永一輝 10

群馬県 ほけんの先生になりたい。 かほ 10

群馬県 めっちゃきん肉つけたい こて 10

群馬県 ユーチューバーになりたい 森戸　りゅうき 10

群馬県 ユーチューバーになりたい！！！！
天才わろたたけ子ちゃ

ん
10

群馬県 落語家 明間しおめでとう 10

群馬県 ロボット開登者んいなりたい！ 心哉 10

群馬県 Ｊリーガーになりたい！ るぅーかい 11

群馬県 NISSANのカーアドバイザー かな 11

群馬県 ZOZO２代目社長になりたい！！もしくは社員！！
35才どくしんローンは

35年のこっている！
11

群馬県 頭が良くなってプロ野球になりたいです。 りっくん 11

群馬県 アニメーターになりたい あれん 11

群馬県 医者になりたい かいちゃん 11

群馬県 イラストレーターになりたい！！ りな 11

群馬県 イラストレーターになりたい！！ めぐ 11

群馬県 イルカの調教師になって、みんなを笑顔にしたい！！ 長澤姫菜 11

群馬県 ウエディングプランナーになりたい☺ まお 11

群馬県 エネルギー会社になりたい。 ヒロシ 11

群馬県 お金のもうかる仕事に就く。 けみや 11

群馬県 お金持ちになりたい！！ やぎちん 11

群馬県 お金持ちになりたい！！ rotosama 11

群馬県 思いやりを持って生活できるようになりたい マッサー 11

群馬県 女の子の赤ちゃんを産む！ じゅな 11

群馬県 カーレーサーになりたい。 柿沼俊 11

群馬県 外国に住んで仕事をしてみたい！ 弱賛成 11

群馬県 介護士になってみんなを守りたい ほのか 11

群馬県 会しゃ員になりたい りく 11

群馬県 歌手になりたい 藪ジュリア 11

群馬県 歌手になりたい！！ 遠田　ゆな 11

群馬県 学校の先生にないたい。 なおこ 11

群馬県 学校の先生になりたい 磨旺 11

群馬県 活躍できる人になりたい！ Mana 11

群馬県 金達人になりたい たちと 11

群馬県 神様みたいになってみたい！ 吉野　心結 11

群馬県 カメラマンになりたい たく 11

群馬県 かんごしになって人の命をたすけたい いっちゃん 11

群馬県 かんごしになりたい ひめ 11

群馬県 看護師になりたい！ 二酸化炭素 11

群馬県 看護師になりたい！ くるちゃん 11

群馬県 かんごしになりたい。 みさ 11

群馬県 北九州空港で働きたい たかP 11

群馬県 キャビンアテンダントになりたい！ まや 11

群馬県 救急救命士なりたい！ マイマイ 11

群馬県 車作りの人になりたい みくる 11

群馬県 警察犬訓練士になりたいです。 あーちゃん 11

群馬県 ケーキ屋、お花屋、できればTWICEみたいなK-POPアイドル ゆったん 11

群馬県 ゲームクリエイターになりたい。 katsuyuki 11

群馬県 ゲームを作る人になりたい まさ 11

群馬県 健康に80才まで生きたい りょうご 11

群馬県 高校の先生になりたい！！ もか 11

群馬県 コンビニではたらく かんちゃん 11

群馬県 コンピュータープログラマーになりたい！！ あゆむ 11

群馬県 最強プロバスケットボール選手になりたい。 じゅんじゅん 11
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群馬県 最年少のクライダーになりたい スズとり 11

群馬県 サッカー選手になりたい りょうた 11

群馬県 サッカー選手になりたい ゆうと 11

群馬県 サッカー選手になりたい。 あきと 11

群馬県 サッカー選手になる 杏仁 11

群馬県 サッカーのチームドクター 希 11

群馬県 サッカー選手になりたい！ ムーくん 11

群馬県 サッカー選手になりたい！ あるティー 11

群馬県 侍ジャパンの4番として世界一になりたい。 アルカリ性 11

群馬県 自衛隊になりたい！ あすちゃん 11

群馬県 歯科衛産師なりたい！ ゆーたん 11

群馬県 司書になりたい ひーくん 11

群馬県 社長になりたい ごう 11

群馬県 じゅういさんになりたい！ マイッキー 11

群馬県 じゅういに（動物のお医者さん）なりたい！ そっらー 11

群馬県 じゅう医になりたい。 酸性 11

群馬県 塾の先生になりたい！！ てば 11

群馬県 小学校の先生になりたい あっちゃん 11

群馬県 小説家になりたい。！ きーちゃん 11

群馬県 小児科の医師になって子どもの病気をなおす。 ふなめい 11

群馬県 小児科の医者になりたい。 伊達好き 11

群馬県 将来の日本を造る一人になりたい No:108 11

群馬県 しょう来の夢は、ほいくしになりたいです。 新井　真菜 11

群馬県 じょ産しさんになりたい りっちゃん 11

群馬県 助産師になりたい いめ 11

群馬県 助産師になりたい！ まりん 11

群馬県 助産師になりたい！ こじま 11

群馬県 書道家になりたい るーりーサマ 11

群馬県 人材仲介業者になる。 KyOn 11

群馬県 水泳選手になりたい 那樹 11

群馬県 水泳選手になりたい かずき 11

群馬県 水族館で働く人になりたい マリ 11

群馬県 水族館の飼育員になりたい ほのか 11

群馬県 すいちゅうにもぐってめずらしいさかなをつかまえる ニコニコ 11

群馬県 スイミングを教えるコーチになりたい！ たけ 11

群馬県 助産しになりたい りな 11

群馬県 正社員になりたい。 アンドレス 11

群馬県 ぜーったい！ディズニーのダンサーになる！ kona! 11

群馬県 世界一すごいマンガ家になりたい。 キュウイ 11

群馬県 世界一のピザ職人になりたい りょう 11

群馬県 絶対王者の体操選手になりたい！！ 西野 11

群馬県 先生になりたい！ みーくん 11

群馬県 大工さん らいまる 11

群馬県 大工さんになりたい ぜんいち 11

群馬県 大工になりたい コバヒマ 11

群馬県 太鼓チームのプロ ゆっぴ 11

群馬県 大この「達人」になりたい きいら 11

群馬県 体力が多くて足が速い人 せん 11

群馬県 卓球選手になりたい！！ コーヒーモカ 11

群馬県 たっきゅう選手になりたい。 ひさと 11

群馬県 誰かの役にたつ仕事がしたい！！ てっつ～ 11

群馬県 だれよりも優しいナースになりたい まーちゃん 11

群馬県 ダンサーになりたい！！ ここちゃん 11

群馬県 ダンサーになりたい。 莉乃亜 11

群馬県 ダンスの先生になりたい！ ゆな 11

群馬県 調理師になりたい！ ゆうじん 11

群馬県 つり人になる 翔也 11

群馬県 ディズニーダンサーになりたい。 芽衣 11

群馬県 ディズニーのキャストさんになりたい ひな 11

群馬県 ディズニーのダンサーになりたい かりん 11

群馬県 デザイナーになりたい あい 11

群馬県 デザイナーになりたい！ かほ 11

群馬県 テニス選手 はなちゃん 11

群馬県 電車を設計したい FM65 11

群馬県 天然石を調べる人になりたい COM 11

群馬県 とうふくのショップ店員になりたい。 るか 11
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群馬県 動物愛護者になりたい！ りっちゃん 11

群馬県 動物園の飼育員さんになりたい かえで 11

群馬県 動物園の飼育員になりたい 相京 11

群馬県 トリマーになりたい yuki 11

群馬県 トリマーになりたい！ くぼ 11

群馬県 ドルフィントレーナーになりたい 琉靖 11

群馬県 内科のお医者さんになって、たくさんの人を助けたい！ Yui 11

群馬県 習い事の先生（ピアノ）になりたい。 かれん・かれれ 11

群馬県 日本一の体操選手になりたい トマト 11

群馬県 日本代表のリベロになりたい クエン酸 11

群馬県 日本で一番の馬の調教師になりたい！！！ おまめ 11

群馬県 ニンテンドーの社員になることです。 スリール 11

群馬県 俳優になりたい！ GR 11

群馬県 バスケ選手になりたい！！ スラムダンクくん！！！ 11

群馬県 バスケット選手になりたい まいにゃん 11

群馬県 バスケット選手になりたい！ カリー 11

群馬県 バスケットマンになりたい ひな子 11

群馬県 パティシエールになりたい！ ここな 11

群馬県 パティシエになりたい 姫果 11

群馬県 パティシエになりたい！ まなちゃん 11

群馬県 パティシエになりたい！ りーちゃん 11

群馬県 パティシエになりたい！ みく 11

群馬県 バレーボール選手になりたい！ にっしー 11

群馬県 バレーボール日本代表になりたい。 あおい 11

群馬県 バレーボールを教えるひとになりたい。 南海 11

群馬県 パン屋さんになりたい！ しの 11

群馬県 パン屋になりたい りゅうや 11

群馬県 ピアニスト　ピアノの先生 さきん 11

群馬県 人を元気にできるような仕事をする さやちゃん 11

群馬県 びようしになりたい みゆ 11

群馬県 美容師になりたい えば 11

群馬県 美容師になりたい！ わーちゃん 11

群馬県 びようしになりたい！ あす 11

群馬県 ふうぶつのしょくいんになりたい りゅうき 11

群馬県 ブライダルヘアメイクになりたい さく 11

群馬県 プログラマーになりたい はるはる 11

群馬県 プログラマーになる！ LED大魔王 11

群馬県 プログラミングをする人 しゅっちゃん 11

群馬県 プロげーになる りょうや 11

群馬県 プロゲーマー らいちゃん 11

群馬県 プロゲーマーになりたい。 海斗 11

群馬県 プロゴルフ選手になりたい！ ゆーちゃん 11

群馬県 プロサッカー選手になりたい つーたん 11

群馬県 プロサッカー選手になりたい ミッキー 11

群馬県 プロサッカー選手のミッドフィルダーの右になりたい 悠路 11

群馬県 プロ野球選手になりたい 佐藤喬聖 11

群馬県 プロ野球選手になりたい 武蔵 11

群馬県 プロ野球選手になりたい ゆとりん 11

群馬県 プロ野球選手になりたい れんれん 11

群馬県 プロ野球選手になりたい しゅご 11

群馬県 プロ野球選手になりたい りょうちゃん 11

群馬県 プロ野球選手になりたい りょう子 11

群馬県 プロ野球選手になりたい！ 友 11

群馬県 プロ野球選手になりたい！！ きんた 11

群馬県 プロ野球選手になりたい。 おがちゃん 11

群馬県 プロ野球選手になりたいです。 ありのままの天才 11

群馬県 ペンギンの飼育員になりたい！ ひなた 11

群馬県 べんごしになりたい！ ジャーイ 11

群馬県 保育士になりたい もも 11

群馬県 保育士になりたい！ ゆなな 11

群馬県 保育士になりたい！ のん 11

群馬県 保育しや保育園ようち園の仕事 こっちゃ 11

群馬県 ボウリング選手になりたい ブンブン 11

群馬県 ボウリングの選手になりたい！ てんしん 11

群馬県 ほごどうぶつカフェをつくりたいです。 みーちゃん 11

群馬県 ホテリになりたい ここ 11
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群馬県 ホテルで働きたい！ ゆっか 11

群馬県 マッサージをする人になりたいです。 ここあ 11

群馬県 マンガ家になりたい！！ うーたん 11

群馬県 マンガ家になりたい。 心咲 11

群馬県 ミジンコになりたい 翼 11

群馬県 ミュージカルで主役になりたい！ キャノ 11

群馬県 守中合格してアイフォン買ってもらいたい！ レミちゃん 11

群馬県 野球がうまくなりたい ボリボリ 11

群馬県 野球選手になりたい！ いのー 11

群馬県 薬ざいしになりたい るっきー 11

群馬県 薬ざい師になりたい！ フィティ 11

群馬県 薬ざい師やお医者さんに薬の情報などを伝える仕事 かっちゃ 11

群馬県 山のガイドさんになりたい！！ やまちゃん 11

群馬県 ユーチューバーになりたい 輝 11

群馬県 ユーチューバーのかしゅになりたい。 Hikari 11

群馬県 ラーメン屋になりたい きゅうり兄弟 11

群馬県 ラグビー選手になりたい やまと 11

群馬県 理学りょう法師になりたい！ ゆみみん 11

群馬県 陸上選手になりたい おぐっち 11

群馬県 陸上せんしゅになりたい。 志帆 11

群馬県 漁師　ゲームをつくる けいちゃん 11

群馬県 料理職人になりたい たかちゃん 11

群馬県 料理人になりたい 中山　駈 11

群馬県 ロボット会社の社長になってたくさんの人の生活を支えてあげたり子供の夢になるような物を作って有名になる。
自称アサルトライフル愛

好家
11

群馬県 私の夢は、科学者になることです！ おもち 11

群馬県 私は助産師になりたい！私はすてきなおよめさんになりたい！ ちきちー 11

群馬県 100ｍの陸上アスリートで9秒だいを出したいそして世界一としてぶたいにでたい！！
ばくそくサニーブラウン

ジュニア
12

群馬県 アナウンサーになりたい。 りーちゃん 12

群馬県 一番安全な電車の運転士になりたい。 天然 12

群馬県 一万円のひとになりたい るい 12

群馬県 お琴の先生になるー！ あんり 12

群馬県 科学者になりたい。 サルコ 12

群馬県 家族と仲良くくらす たいちゃん 12

群馬県 学校の先生になりたい ななみ 12

群馬県 学校の先生になりたい！ みーたん 12

群馬県 キャビンアテンダントになりたい なな 12

群馬県 キャビンアテンダントになりたい。 あや 12

群馬県 救急救命士になりたい！ もも 12

群馬県 給料の多い公務員になりたい。 あおい 12

群馬県 グーグルで働きたい。 りく 12

群馬県 けいさつかんになりたい なおこ 12

群馬県 芸能界にはいりたい せいな 12

群馬県 ケーキ屋さんになりたい まりんちゃん 12

群馬県 ゲームクリエイターになりたい。」 こうすけ 12

群馬県 ゲーム実きょう者になりたい ひろ 12

群馬県 欅坂４６のメンバーになりたい 萌愛 12

群馬県 建築士 KIT 12

群馬県 剣道の選手になる！ コウチャン 12

群馬県 工場関係の会社で働きたい のり 12

群馬県 子どもがほしい はーちゃん 12

群馬県 サッカー選手になりたい ともひろ 12

群馬県 サッカー選手になる！ かず 12

群馬県 サッカー選手になりたい！ みっくん 12

群馬県 幸せな人になりたい！ なっちゃん 12

群馬県 じゅういさんになりたい！ りお 12

群馬県 じゅういしになりたい！ るな 12

群馬県 獣医になりたい。 ナッツー 12

群馬県 受験に合格する すず 12

群馬県 水泳選手になりたい けんちゃん 12

群馬県 スタイリストになりたい。 ゆうちゃん 12

群馬県 せいびしになりたい 陽太 12

群馬県 世界一の寿司職人になる ゆいこ 12

群馬県 世界で一番のプロ野球選手になりたい。 おうちゃん 12

群馬県 世界で輝く女子のプロラグビー選手になりたい！ うっち～ 12
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群馬県 大学に合格する りこ 12

群馬県 卓球せんしゅになりたい。 大井 12

群馬県 ダンスのインストラクターになりたいです。 ひいちゃん 12

群馬県 小さい子たちとあそびたい！ はーちゃん 12

群馬県 小さな命をすくいたい！ りー 12

群馬県 ディレクターになりたいです！ ヒーヨ 12

群馬県 動物の飼育員になりたい とっちゃん 12

群馬県 トリマーになりたい! こなな 12

群馬県 何でも知っている教師になりたい！ もえ 12

群馬県 なんでもできる人になりたい 琉司 12

群馬県 箱根駅伝で走る選手になりたい。 あゆむ 12

群馬県 バスケ選手になりたい 凌馬 12

群馬県 バスケット選手になりたい！！ るか 12

群馬県 パソコン関係の仕事 けいご 12

群馬県 発明家になりたい。 たくま 12

群馬県 パティシエになりたい サックー 12

群馬県 ハンドボールチームのサポーター いっちゃん 12

群馬県 人に優しくなりたい！ yuuki 12

群馬県 人に優しくなりたい！ You 12

群馬県 人の役になれ仕事をしたい。 こうまくん 12

群馬県 びようし いろはす 12

群馬県 美容師になりたい アオイ 12

群馬県 ファッションデザイナー さわ 12

群馬県 ファッションデザイナーになりたい。 櫻井　椛 12

群馬県 ブライダルプランナーになりたい！！ ゆうみ 12

群馬県 フライトドクターになりたい さや 12

群馬県 プログラマー 山田 12

群馬県 プログラマになりたい。 岡本思音 12

群馬県 プロゲーマーになりたい けんぞう 12

群馬県 プロサッカーせんしゅとプロゲーマーになりたい。 TT 12

群馬県 プロサッカーせんしゅになりたい Rit 12

群馬県 プロ野球選手になりたい HAYATE 12

群馬県 プロ野球選手になりたいです！ イワッキー 12

群馬県 弁護士になりたい！ ミッシーマン 12

群馬県 保育士になりたい！ ホノ 12

群馬県 保育士になりたい！！ かな 12

群馬県 法医学者になりたい！ うら 12

群馬県 保けん室の先生になりたい！ m.s 12

群馬県 ホテルで働く人になりたい！ ロザリント 12

群馬県 まん画家 ヲタとっしぃー 12

群馬県 もう獣の飼育をやりたい！ マイコラス 12

群馬県 八百屋になりますたいです。 ようちゃん 12

群馬県 野球せんしゅになりたい だんご 12

群馬県 ユーチューバーになりたい！！！ ミッカー 12

群馬県 ユーチューバーになりたい。 樹弥 12

群馬県 ユーチューバーになりたい。 羚 12

群馬県 りくじょう選手になりたい kyo 12

群馬県 料理士になって店を開きたい 亀さん 12

群馬県 私の将来の夢は、図書館の司書になることです。 優華 12

群馬県 私の夢は海獣医師です。 ニコ 12

群馬県 美容師になりたい あいか 13

群馬県 海外留学した経験を生かして、英語を一笑懸命学び、海外の空港で仕事をする!!! Seika,S 14

群馬県 おかねもちになってにほんじゅうにいきたい。　ポケモンの本をえがきたい 青木　碧 ー

群馬県 弟 やま ー

群馬県 母さんが元気になる。 がぶりえり ー

群馬県 コンビのていいんさんになりたいです 橋本　大雅 ー

群馬県 スケート選手 れいちゃん ー

群馬県 大統領になりたい。 ゆゆピーさん ー

群馬県 どうぶつえんではたらく人になりたいです。 よこ山みと ー

群馬県 バレーボール選手になりたい。 りな ー

群馬県 ひこうきになりたい ー ー

群馬県 びょういんのせんせいになりたいな。 りんか ー

群馬県 ぼくは、店員になりたいです。 関根む月 ー

群馬県 野玖選手になりたい 悠友 ー

群馬県 ユーチューバーになりたい。 しょう ー

群馬県 力士になりたい。 K・S ー

64



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

群馬県 ー ー ー

埼玉県 アンパンマンと会いたい みのりんきゅん 1

埼玉県 水族館の人になりたい。 まーちゃん 2

埼玉県 パパが好きなサッカー選手かじーじの好きな野球選手になりたい 琉依0518 2

埼玉県 あいすくりーむ りこ 3

埼玉県 アンパンマンになりたい くろごめりほ 3

埼玉県 ウェスタンリバー鉄道の運転手 あやこ 3

埼玉県 ウェスタンリバー鉄道の運転手。 あやこ 3

埼玉県 サッカーになりたい なっちゃん 3

埼玉県 ショベルカーと消防車を作るんだー！ あらぼう 3

埼玉県 市をささえるこうほうをかきたいです。りっぱなおとなになる♡ ちゅん 3

埼玉県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい けいた 3

埼玉県 ソフィアになりたい はんな 3

埼玉県 びようしつ ゆき 3

埼玉県 プリキュア青 たまき 3

埼玉県 おいしゃさん こうき 4

埼玉県 おはなやさんになりたい やえ 4

埼玉県 おはなやさんになりたい。 ゆほ 4

埼玉県 仮面ライダージオウになりたい ヒロ 4

埼玉県 きゃびんあてんだんとになりたいです すずちゃん 4

埼玉県 ケーキ屋さんになりたいな かなちゃん 4

埼玉県 ケーキやさんになりたいな こと 4

埼玉県 ケーキ屋さんになること りりちゃん 4

埼玉県 ちゃんちゃんこほしい ゆうき 4

埼玉県 どらいぶになりたい たいが 4

埼玉県 びようしさんになりたいな そうすけ 4

埼玉県 プリキュアやエルサやアリエルみたいなかわいい女の子になりたい なみ 4

埼玉県 ぼくの夢はカブトムシを捕まえることです。 りきまる 4

埼玉県 りっぱな大人になる。ケーキやさんになる!! すずちゃん 4

埼玉県 ウルトラマンタイガになりたい キミ 5

埼玉県 きゃびんあてんだんと ちなつ 5

埼玉県 ケーキやさんになりたい しの 5

埼玉県 しちょうになりたい そうじゅ 5

埼玉県 ジョニーデップ かいと 5

埼玉県 大富豪になりた～い！ しんのすけ 5

埼玉県 ダンスもおどれるおいしゃさんになりたい ぺニコたん 5

埼玉県 虹の上を歩きたい てんてん 5

埼玉県 びょういんがくしゃになりたい ちさ 5

埼玉県 ようちえん りな 5

埼玉県 幼稚園の先生　ヤマハの先生 ここちゃん 5

埼玉県 あいかつすーたーずになりたい。 りか 6

埼玉県 あいすくりいむやさんになりたい。 りな 6

埼玉県 アイスクリームやさんになりたいです。 さあや 6

埼玉県 あいすやさん りゅうのすけ 6

埼玉県 アイスやさんになりたい。 みひろ 6

埼玉県 アイドルになりタイ まーちゃん 6

埼玉県 アイドルになりたい！ ゆうか 6

埼玉県 あたまがいいひとになりたいです。 しょう 6

埼玉県 医者になりたい きたはらちい 6

埼玉県 うみにいきたい みさき 6

埼玉県 おいしゃさんになりたい ともか 6

埼玉県 おいしゃさんになりたい！ ほのんきー 6

埼玉県 おいしゃさんになりたいです。 まな 6

埼玉県 おおがねもちになりたい。 はると 6

埼玉県 おかねもちになりたい みおり 6

埼玉県 おかねもちになりたい。 きみや 6

埼玉県 おはなやさんになりたい ことみ 6

埼玉県 おはなやさんになりたい すずき　さら 6

埼玉県 おはなやさんになりたい。 しき 6

埼玉県 おはなやさんになりたいな ゆの 6

埼玉県 おはなやさんになれますように。 りーたん 6

埼玉県 おわらいげいにんになりたい おくとぱす 6

埼玉県 かぞくがしあわせにくらせますように りゅうのすけ 6

埼玉県 がっこうのせんせいに、なりたい。 なごや　ゆな 6

埼玉県 がっこうのせんせいになりたい。 みき 6

埼玉県 かめんらいだーじーおーになりたい あらた 6
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埼玉県 かめんらいだあになりたいです。 そうま 6

埼玉県 かめんらいだーになりたいです。 けんた 6

埼玉県 からてせんしゅになりたい しんいち 6

埼玉県 かんごしさんになりたい！ ひとみん 6

埼玉県 きゅうきゅうしになりたい。 ようた 6

埼玉県 空港のお仕事をしてパイロットとして世界中を飛び回りたいです 弘淳 6

埼玉県 クレープやさんになれますように。 さゆちゃん 6

埼玉県 くれぷやさんになりたい ショウコ 6

埼玉県 けい らいくん 6

埼玉県 けいきやさん まどか 6

埼玉県 けいきやさんになりたい わたなべ　ことね 6

埼玉県 けいさつかんになりたい かの 6

埼玉県 けいさつかんになりたい ひまりん 6

埼玉県 けいさつかんになりたい。 こっちゃん 6

埼玉県 けいちやさんになりたい りこいくちゃん 6

埼玉県 けえきやさんに、なりたい。 もりちゃん 6

埼玉県 けえきやさんになりたい えびはら　ひなみ 6

埼玉県 けーきやさんになりたい ささね 6

埼玉県 ケーキやさんになりたい！ りーちゃん 6

埼玉県 けーきやさんになりたい。 こっちゃん 6

埼玉県 けーきやさんになる ゆな 6

埼玉県 さかなのくわしいひとになりたいです。 かんな 6

埼玉県 作詞家になってたくさん歌をつくりたいです。 すず 6

埼玉県 さっかーあせんしゅになりたい つばさ 6

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい くまちゃん 6

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい きっぺい 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい ふなやま　せな 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい かない　はるや 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい そうた 6

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい！ ひなたん 6

埼玉県 さっかぁせんしゅになりたい。 ゆーくん 6

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい。 かいぢん 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 はると 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 るい 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 こうせい 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 かなと 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 たける 6

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 たいくん 6

埼玉県 さっかーせんしゅになりたいです。 りゅういち 6

埼玉県 サッカーせんしゅになります。 きょういち 6

埼玉県 さっかあせんしょになりたい。 きづき 6

埼玉県 さっかせんしゆになりたいっ かすか 6

埼玉県 しょうぼうし とおやま　こうし 6

埼玉県 しんかんせんのうんてんしゅになりたいです。 なつき 6

埼玉県 すいえいせんしゅになりたい。 りゅう 6

埼玉県 すいえいせんしゅになりたい。 りんちゃん 6

埼玉県 スイミングせんしゅになりたい りゅうや 6

埼玉県 すけえとせんしゅ しいちゃん 6

埼玉県 スケートせんしゅになれますように。 さきちゃん 6

埼玉県 すけぼう りゅうせい 6

埼玉県 ぞうさんになりたい ゆうき 6

埼玉県 だんすせんしゅになりたい。 さぁちゃん 6

埼玉県 チアガールになりたい りん 6

埼玉県 デザイナーになって服をつくりたいです ひめさま 6

埼玉県 てにすせんしゅになりたい あおいちゃん 6

埼玉県 でんしゃのうんてんしゅになりたい りくさと 6

埼玉県 どうぶつえんのひとになりたい まーくん 6

埼玉県 はいしゃさんになりたいです。 こくぼ　あゆね 6

埼玉県 ぱいろっとになりたい！ あやず 6

埼玉県 はしるせんしゅになりたい。 いしいくん 6

埼玉県 ばすけっとのめいじんになりたい わたなべ　そうた 6

埼玉県 ぱてぃしえになりたい しほり 6

埼玉県 はやくおばーちゃんのいえにいってウォッチがほしい ゆうさく 6

埼玉県 ひばりようちえんのせんせいになりたいです。 まきちゃん 6

埼玉県 びょういんのかんごしさんになってみたい。 まなみ 6

埼玉県 びようしさんになりたい。 みゆ 6
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埼玉県 びようしさんになりたい。 ゆいか 6

埼玉県 びようしになりたい。 はな 6

埼玉県 びよーしつ もり　きよらちゃん 6

埼玉県 ぷりんせすになりたい。 みう 6

埼玉県 ぶれすれっとをつくってうるひとになりたい。 るーちゃん 6

埼玉県 ぷろげえまあになりたい やまだ　そら 6

埼玉県 ペットショップの店員さん リリー 6

埼玉県 ぺっとしょっぷやさんになりたい。 あいり 6

埼玉県 ぺっとをかえますように ののか 6

埼玉県 べんきょうをがんばりたい タクミクン 6

埼玉県 ほいくえんのせんせいになりたい。 あい 6

埼玉県 ほいくえんのせんせいになりたい。 ゆな 6

埼玉県 ほいくしになりたい！ りのあちゃん 6

埼玉県 ほいくしになりたい。 くろごめさき 6

埼玉県 ほうせきやさんになりたい。 かほ 6

埼玉県 ぼくの夢はパパみたいなお父さんになることです ゆずたんたん 6

埼玉県 ポケモントレーナーになりたい。 こうたろう 6

埼玉県 ポケモンのでんせつになりたいな。 にいな 6

埼玉県 まじょになりたい かほ 6

埼玉県 まれいたそに会いたい 山本修吾 6

埼玉県 みんながおいしいと食べてくれるパン屋さんになりたいです。 ゆいっち 6

埼玉県 みんながしあわせになれますように！！！ なかざわ 6

埼玉県 みんなとなかよくなりたい。 あさくん 6

埼玉県 みんなに夢と安全をお届けするイケメンポリス きっきー 6

埼玉県 むかでになりたい いつき 6

埼玉県 もでるになりたいです。 デボラ 6

埼玉県 やきゅうせんしゅになりたい。 さおくん 6

埼玉県 やきゅうせんしゅになりたい。 あいり 6

埼玉県 ゆうちゅうばーになりたい こう 6

埼玉県 ゆうちゅうばーになりたい きょうすけ 6

埼玉県 ようちえんのせんせいになりたい にこ 6

埼玉県 ようちえんのせんせいになりたい。 ひなり 6

埼玉県 るるがはやくおおきくなりますように 妃杏 6

埼玉県 るるがびょうきにかかりませんように ひな 6

埼玉県 れじのていんになりたいです。 みーちゃん 6

埼玉県 れんとくんとけっこんできますように 妃杏 6

埼玉県 3かいだてのエレベーターがあるいえをたてたい みーチャン 7

埼玉県 あいすやさんになりたい あやめ 7

埼玉県 アイドルになりたい！ 十花 7

埼玉県 アイドルになりたいです。 みすず 7

埼玉県 足がはやくなっていろんなことがしたい。 げんき 7

埼玉県 いしゃなりたい ゆな 7

埼玉県 いしゃになりたい みわ 7

埼玉県 いるかにのるひとになりたい あおちゃん 7

埼玉県 歌って踊れるアイドルになって、世界中を探検する！ ぼたぼた 7

埼玉県 うたをじょうずになりたい いちか 7

埼玉県 えいがかんとくになりたい。 たかとら 7

埼玉県 絵がうまくなりますように こはる 7

埼玉県 絵かきになりたい ののこ 7

埼玉県 えをかくかいしゃの人になりたい りさ 7

埼玉県 おいしゃさん こ太ろう 7

埼玉県 おいしゃさんになりたい せな 7

埼玉県 おいしゃさんになりたい。 れん 7

埼玉県 大きくなったら、けーきやさんになりたい！ みゆき 7

埼玉県 大金もちになりたい ゆ月 7

埼玉県 お金もちになりたい きしチョパス 7

埼玉県 おかねを、つくる人になりたい あすか 7

埼玉県 おそぼやさんになりたい みなと 7

埼玉県 お花やさんになりたい ゆいちゃん 7

埼玉県 おはなやさんになりたい たまき 7

埼玉県 お花やさんになりたい。 こはるち 7

埼玉県 おはなやさんになりたいです そらの 7

埼玉県 おまわりさんになりたい。 しばった 7

埼玉県 おみせやになりたい らん 7

埼玉県 おもちゃやさんになりたい。 しゅう大 7

埼玉県 かいしゃいんになりたい そよか 7
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埼玉県 かがくしゃになりたい はると 7

埼玉県 かしゅになりたい 心春 7

埼玉県 かぞくがあんぜんにくらせて学校の先生になりたいです。 えびちゃん 7

埼玉県 学校先生になりたい Asumi 7

埼玉県 がっこうのせんせいになりたいです。 ゆず 7

埼玉県 かっこよくなりたい ゆうごう 7

埼玉県 かみきる りゅうすけ 7

埼玉県 かめんライダーになりたい しおり 7

埼玉県 眼科のお医者さんになりたい。 Kon 7

埼玉県 かんごしさんになりたい はるか 7

埼玉県 かんごしさんになりない。 みらの 7

埼玉県 かんごしになりたい みーちゃん 7

埼玉県 キュアコスモになりたい。 しおん 7

埼玉県 ぎんこういん大金持ちになってお金がない人にあげます。 かなと 7

埼玉県 くすりやさんなりたい さくま　こうせい 7

埼玉県 けいさつかになりたい ころも 7

埼玉県 けいさつかんになりたい たまき 7

埼玉県 けいさつかんになりたい そうま 7

埼玉県 けいさつかんになりたい！ こうちゃん 7

埼玉県 けいさつかんになりたい！ ゆず夏 7

埼玉県 けいさつかんになりたい。 マリウス 7

埼玉県 警察官になりたいな ゆうちゃん 7

埼玉県 けいさつになりたいです。 こっちゃん 7

埼玉県 げいじゅつかになれますように。 こうしろう 7

埼玉県 げいにんになりたい ささきまる 7

埼玉県 げいむせんたになりたい くどう　ひろと 7

埼玉県 ケーキやさん ここな 7

埼玉県 けえきやさんになりたい はな 7

埼玉県 けーきやさんになりたい ゆな 7

埼玉県 ケーキやさんになりたい りこ 7

埼玉県 ケーキやさんになりたい。 み音 7

埼玉県 ケーキやさんになること。 りんか 7

埼玉県 ケーキやさんになれますように！ 中村さん 7

埼玉県 ケーキをつくりたい あさの 7

埼玉県 ケーキを作る人になりたい。 つむぎ 7

埼玉県 けんちくデザイナーになりたい かいと 7

埼玉県 こうこ学しゃになりたい そうし 7

埼玉県 こどものかんがしになりたい みのり 7

埼玉県 こどものかんごしさん。 ここ 7

埼玉県 さかなはかせになる なおひろ 7

埼玉県 サッカーがじょうずになりたい。 ともくん 7

埼玉県 さっかあせんしゅ ひろ 7

埼玉県 サッカーせんしゅ。 しゅんすけ 7

埼玉県 さっかぁせんしゅになりたい ほしの 7

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい よしみね 7

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい まお 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい かなで 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい ふくだゆづき 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい はるき 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい あつし 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい はると 7

埼玉県 さつかあせんしゅになりたい さいとう　きいち 7

埼玉県 さっかぁせんしゅになりたい。 るかくん 7

埼玉県 さっかぁせんしゅになりたい。 とわくん 7

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい。 えみか 7

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 こうた 7

埼玉県 さっかーせんしゅになりたい。 よしと 7

埼玉県 サッカーのコーチ ゆうまちゃん 7

埼玉県 じがきれいになりたい。 ひまちゃん 7

埼玉県 じぶんにぴったりなしごとがみつかりますように。 せきやかな 7

埼玉県 じゅうとうせんしゅ ひかる 7

埼玉県 しょうらいプールのしごとをしたいです。 アレホアユミ 7

埼玉県 しょうらいみんなをたのしませることをしたい。 こまいみはる 7

埼玉県 じょさんしさんになりたい しおり 7

埼玉県 じょさんしさんになりたい ふどう　ゆいは 7

埼玉県 しんかんせんのしゃしょうになりたい。 しんいちろう 7
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埼玉県 しんたいそうせんしゅになりたい しあ 7

埼玉県 水えいさんしゅになりたい。 ゆずと 7

埼玉県 スケートのプロになりたい なお 7

埼玉県 スヌーピーになりたい まり 7

埼玉県 スポーツせんしゅになりたい。 しょう 7

埼玉県 スポーツせん手になりたいです そうじき 7

埼玉県 だいくになりたい そうすけ 7

埼玉県 たからもちになりたい。 しゅんすい 7

埼玉県 ダンサー、になりたい。 いちか 7

埼玉県 だんさーになりたい。 りの 7

埼玉県 ダンサーになれますように みう 7

埼玉県 ディズニーシーのていいんさんになりたい。 ゆりな 7

埼玉県 デザイナー はな子 7

埼玉県 デザイナー、アイドル、モデルになりたい。 しーちゃん 7

埼玉県 でざいなあになりたい！ まお 7

埼玉県 デザイナーをしてみたい さな 7

埼玉県 でざいなになりたい こんどう　うめ 7

埼玉県 でんしゃのうんてんしになりたい ほんまっち 7

埼玉県 でんしゃのうんてんしゅさんになりたい こうき 7

埼玉県 どうぶつあれるぎーをなおして犬をかいたい。 かなた 7

埼玉県 どうぶつえんのしいくいんになりたい なおみ 7

埼玉県 どうぶつのおいしゃさん ゆみみん 7

埼玉県 どうぶつのおいしゃさん ゆみみん 7

埼玉県 どうぶつのおいしゃさんになりたいです。 よしざわゆいな 7

埼玉県 どーなつやさんになりたい さつき 7

埼玉県 どおぶつのおいしゃさんになりたい さくら 7

埼玉県 図書かんししょになりたい。 ゆらっち 7

埼玉県 図書の先生になりたいです。 そら 7

埼玉県 トラックのうんてんしゅになりたい。 はし本 7

埼玉県 ニンジャになりたい いっちゃん 7

埼玉県 にんじゃになりたいです。 けいと 7

埼玉県 はいしゃさんのかんごふになたい。 さっちゃん 7

埼玉県 パイロットになれますように。 上はらひなた 7

埼玉県 バスケットせんしゅになりたい あきり 7

埼玉県 ばすのうんてんしゅになりたいです。 さゆうが 7

埼玉県 パティシエ みゆう 7

埼玉県 パティシエになりたい なるみ 7

埼玉県 パティシエになりたい りみ 7

埼玉県 パティシエになりたい みゆう 7

埼玉県 ぱてぃしえになりたい。 みゆ 7

埼玉県 パティシエになりたい。 ふうか 7

埼玉県 パティシエになりたい。 みゅう 7

埼玉県 はなやさんになりたい あやの 7

埼玉県 パフェやさん まや 7

埼玉県 バレーボールせんしゅになりたい りっちゃん 7

埼玉県 バレリーナになりたい まおにゃん 7

埼玉県 パンダのしいくいんになりたい なな 7

埼玉県 ぱんやさんになりたい じん 7

埼玉県 ピアニストになりたい はやせ 7

埼玉県 びようしさんになりたい。 あいちゃん 7

埼玉県 びようしになりたい めぐみ 7

埼玉県 ふぁっしょんでざいなあになりたい たまき 7

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい りお 7

埼玉県 フィギュアスケートせんしゅになりたい みはる 7

埼玉県 ぷうるがじょうになりたいです。 かれん 7

埼玉県 プールでとおくまでおよげますように。 せきねそう太 7

埼玉県 プールのせんしゅになりたい。 みさき 7

埼玉県 ふくやさんになりたい。ぼうしやさんになりたい。 すっくん 7

埼玉県 プロゲーマーになりたいです。 山口ち 7

埼玉県 ペットショップのてんいんさんになりたい みお 7

埼玉県 ペットショップやさん まほ 7

埼玉県 ペットやさんになりたい。 なっちゃん 7

埼玉県 ほいくえんの先生になりたい かなぴー 7

埼玉県 ほいくし・ようちえんの先生になりたい ゆずちゃん 7

埼玉県 ほいくしになりたい ゆあ 7

埼玉県 ぽけもんになりたい かい 7
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埼玉県 ポケモンマスターになりたい たくみ 7

埼玉県 本のさっかになりたい るな 7

埼玉県 本物のガンダムをつくりたい そうすけ 7

埼玉県 本をたくさんよみたい。 こうき 7

埼玉県 マジシャンになりたい なおと 7

埼玉県 マッサージやさんになりたい。 桜子 7

埼玉県 ままとゆびわやさんをしておかねをあつめたいです。 ゆめ 7

埼玉県 ママみたいなやさしいおかあさんになりたい かほ 7

埼玉県 まんがかになりたい。 かどみさちゃん 7

埼玉県 みんなをえがおにしたい な月 7

埼玉県 むさしの線のうんてん手になりたい こうしろう 7

埼玉県 モデルになりたい まなちゃん 7

埼玉県 やきゅうおうえんだんになりたい つばくろう 7

埼玉県 やきゅうせんしゅになりたい。 かいと 7

埼玉県 野球選手になりたいです みっち 7

埼玉県 やきゅうのせんしゅになりたい そうま 7

埼玉県 ゆうちゅうばあになりたい ゆきひろ 7

埼玉県 ようち園の先生。 結女 7

埼玉県 ようちえんの先生になりたい ゆあぴー 7

埼玉県 ようふくやさんになりたい るか 7

埼玉県 りょうりしたい ももか 7

埼玉県 りょうりにんになりたい れんと 7

埼玉県 りょうりにんになりたい。 まな 7

埼玉県 レーサになりたい ゆうひ 7

埼玉県 レストランのてんいんさんになりたいです。 だいち 7

埼玉県 ロボットをつくるひとになりたい。 あつゆき 7

埼玉県 NEOがほしい はるか 8

埼玉県 あいすくりいむやさん こまざき　ななと 8

埼玉県 アイドルになりたい ともか 8

埼玉県 アルペンスキーヤーになる ほずみ 8

埼玉県 イケメンになる かい 8

埼玉県 犬にかかわるしごとがしたいです。 えな 8

埼玉県 犬をかいたい ひなた 8

埼玉県 宇宙一のバレリーナになる！ バレリーナオ 8

埼玉県 うちゅうに行けるようになりたいです。 たけのこ 8

埼玉県 えいごの先生になりたい れい 8

埼玉県 絵かきになりたい かりたん 8

埼玉県 えを、かく人になりたい。 ゆうと 8

埼玉県 おいしゃさんになりたい ももピー 8

埼玉県 大きくなったらしんかんせんにうんてんしたい。 ゆう音 8

埼玉県 お母さんと同じ保育士になりたいです さな37 8

埼玉県 オセロせんしゅになりたい みっちゃん 8

埼玉県 お花やさんになりたい ゆな 8

埼玉県 お店やさんになる。 えっちゃん 8

埼玉県 オリンピクの水泳せん手になりたい。 ゆづちゃん 8

埼玉県 オリンピックせんしゅになりたい はっ鳥 8

埼玉県 オリンピックのりく上せんしゅになりたい りんちゃん 8

埼玉県 おわらいげいにんいなりたい やま 8

埼玉県 女ゆうになる！ みーこ 8

埼玉県 かがくしゃになりたい はるき 8

埼玉県 かしゅになりたい。 ゆーる 8

埼玉県 学校の先生になりたい ストロベリー 8

埼玉県 学校の先生になりたい まーちゃん 8

埼玉県 金もち あっきー 8

埼玉県 カメラマンになりたい あかり 8

埼玉県 かんごしになりたい りの 8

埼玉県 かんごしになりたい。 つーちゃん 8

埼玉県 かんごしになりたい。 あい 8

埼玉県 木の家にすんでテニスせんしゅになる。 かずし 8

埼玉県 きょうりゅうはくぶつかんのかがくしゃ。 かずあき 8

埼玉県 きょうりゅうはっくつするひとになりたい くらのすけ 8

埼玉県 木をはこぶひとになりたい ひなた 8

埼玉県 けいさつかんになりたい たす 8

埼玉県 けいさつしょになれますように しまらい 8

埼玉県 げいじゅつかになる みっちゃん 8

埼玉県 ケーキもあるカフェベーカリーでお母さんはパン、わたしはケーキを焼く みお 8
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埼玉県 ケーキやさんになりたい るー 8

埼玉県 ケーキやさんになりたい ひなこ 8

埼玉県 ケーキやさんになりたい。 ゆうすけ 8

埼玉県 ケーキ屋さんになりたい。 結菜 8

埼玉県 ケーキ屋さんになりたいです。 あやか 8

埼玉県 ケーキ屋さんになる。 カっちゃん 8

埼玉県 ゲーマーみたいになりたい ゆいたん 8

埼玉県 ゲームクリエイターになりたい たいやき 8

埼玉県 ゲームやさんになりたい。 かんた 8

埼玉県 ゲームをつくる人になりたい くわじー 8

埼玉県 こん虫はかせになりたい。 なゆた 8

埼玉県 さいばんちょうになること！ しおりん 8

埼玉県 さっかーせんしゅ りくと 8

埼玉県 サッカーせんしゅ こうたろう 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい むらたか 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい ハリちゃん 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい かな 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい つばさ 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい そら 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい ゆずと 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 そうたろう 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 ちいちゃん 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 はやと 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 いつき 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 奏汰 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 大ちゃん 8

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。かしゅになりたい。 さいとう 8

埼玉県 サッカーせんしゅになる いけちゃん 8

埼玉県 サッカーせんしゅになる ゆうり 8

埼玉県 サッカーせんしゅになる。 ゆいぴい 8

埼玉県 サッカせんしゅになること あるま 8

埼玉県 じさんしになりたい。 あんじゅ 8

埼玉県 自分でもバドミントンが上手だと思っているので、世界一のバドミントンせん手になりたい。 あやみー 8

埼玉県 しゃてき名人 こうこう 8

埼玉県 習字の先生になる！ か子りん 8

埼玉県 スイーツ屋さんになる ゆあ 8

埼玉県 水泳せんしゅになりたい さき 8

埼玉県 水泳せんしゅになりたい さら 8

埼玉県 スイミングコーチになりたい ふみか 8

埼玉県 数学者になる たいちゃん 8

埼玉県 スケボーせん手になりたい。 こう 8

埼玉県 すたばではたらきたい さゆか 8

埼玉県 スパイになりたいです。 こうた 8

埼玉県 せいゆうになりたい さっちゃん 8

埼玉県 せかいーしゅうしたい。 さっかー 8

埼玉県 世界一のファッションデザイナーになりたい れも 8

埼玉県 世界おもしろいユーチューバーになりたい ぐちお 8

埼玉県 ぜんこく大会にでられますように こうき 8

埼玉県 先生になりたい かせえ 8

埼玉県 ソロ歌手になる みおん 8

埼玉県 だいくさんになりたい。 しょうわ 8

埼玉県 大くさんになる。 一かより 8

埼玉県 たいそうせん手になりたい。 凛央 8

埼玉県 ダンサーになりたい こはる 8

埼玉県 ダンスが上手になりたい はな 8

埼玉県 ダンスの先生になれますように。 まなみ 8

埼玉県 ディズニーシーのおみせではたらく人になりたい あーちゃん 8

埼玉県 ディズニーの人になる。 さとる 8

埼玉県 ティックトッカーになりたい ゆっちゃん 8

埼玉県 デザイナーになりたいです。 れれ♡ 8

埼玉県 テニスのせんしゅになりたい あきと 8

埼玉県 テレビにでること かのん 8

埼玉県 てんさいになりたい りくと 8

埼玉県 東京大学にはいりたいです コーエイ 8

埼玉県 とうだい王になりたい 柊 8

埼玉県 動物園のしいくがかりなりたい。 そうま 8
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埼玉県 動物カフェとユーチューバーになりたい りー 8

埼玉県 どうぶつにかかわるしごとをしたいです。 花音 8

埼玉県 どうぶつのしいくがかり。 けんと 8

埼玉県 動物びょういんの先生になりたい。 かな 8

埼玉県 とえしんじゅくせんのうんてんしゅになりたい ゆうと 8

埼玉県 友だちとせかい一しゅうしたい。 ユイピ 8

埼玉県 日本のサッカーせんしゅになること。 こっく 8

埼玉県 にんじゃになりたい。 はると 8

埼玉県 ニンテンドースイッチソフトをたくさん買えますように くにたけ 8

埼玉県 ネコカフェやさんになりたい。 きさ 8

埼玉県 はしるのがはやくなりたい。 ひでき 8

埼玉県 バスケットせんしゅになる！ あらごろう 8

埼玉県 はつめいかになりたい 海 8

埼玉県 パティシエになりたい るり 8

埼玉県 パティシエになりたい あおい 8

埼玉県 パティシエになりたい。 ひまり 8

埼玉県 パティシエになりたい。 ちな 8

埼玉県 バドミントンせんしゅになりたい になちゃん 8

埼玉県 パパのみせではたらきたいです。 こう 8

埼玉県 原宿の店のていいんになりたい。 りーちゃん 8

埼玉県 バレリーナになりたい。 にゃにゃ 8

埼玉県 パンダの飼育員になりたいです。 愛 8

埼玉県 パン屋さんの人になる！ とも 8

埼玉県 パン屋さんの人になる。 まい 8

埼玉県 ピアニストになって金もちになってツリーハウスにすむこと。 かれん 8

埼玉県 ピアニストになりたい りお 8

埼玉県 ピアニストになる。 あっきー 8

埼玉県 ピアノの先生になりたい ゆい 8

埼玉県 ピアノの先生になりたい。 さとい 8

埼玉県 人おたすけるスーパードクターになりたい。 石ちゃん 8

埼玉県 人をたすけるやさしくする女の人になりたい のんのん 8

埼玉県 びようしにないたい。 れん 8

埼玉県 びようしになりたい めい 8

埼玉県 びようしになりたいです。 ゆずき 8

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい あまたん 8

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい！ わさび 8

埼玉県 プロ空手せんしゅになりたい ひかるっち 8

埼玉県 プロミラミグを、やる人になりたい しゅん太郎 8

埼玉県 プロやきゅうせんしゅになりたい たつや 8

埼玉県 ペットショップスタッフになりたい このか 8

埼玉県 ペットショップの人になりたい。 ありさ 8

埼玉県 ペットやさんのてんいんさんになりたい。 きょうちゃん 8

埼玉県 べんごしになりたい。 まい 8

埼玉県 ほいくえんの先生になりたい。 りえ 8

埼玉県 ほいくしになりたい。 なな 8

埼玉県 ほいくしになる。 ゆめ 8

埼玉県 本やさんになること。 さな 8

埼玉県 ママとおなじかんごしになりたい！！ 心花 8

埼玉県 マンガかになりたい。 あいばら 8

埼玉県 マンガかになりたいです。 ひろぴー 8

埼玉県 マンガかになる☆ みず 8

埼玉県 もうりゅうけんになりたい たいやき 8

埼玉県 モテモテになること。 かねつぐ 8

埼玉県 モデルになること ゆずぽん 8

埼玉県 やくざいしになりたい はるちゃん 8

埼玉県 やくざいしになりたい すずラン 8

埼玉県 ユウチューウバーになりたい よっしー 8

埼玉県 ユーチューバーになりたい こたろう 8

埼玉県 ユーチューブとデザイナーとがそりんすたんどとケーキやさんとマックやさんになりたい。 みい 8

埼玉県 有名なバレリーナになりたい。 ひまりん 8

埼玉県 ようち園の先生になりたい ゆっちゃん 8

埼玉県 ようち園の先生になる。 ひおな 8

埼玉県 ラーメン屋になりたい。 石井 8

埼玉県 ラキュイッソンのパティシエになりたい！ さくちゃん 8

埼玉県 りくじょうせん手になりたい ゆいな 8

埼玉県 りょうしになる。 かいら 8
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埼玉県 リレーのせんしゅになりたい すず 8

埼玉県 わたしはおようふくリフォーム店の人になりたい！ 上園紗矢 8

埼玉県 大リーガーになりたい！ いっちー 8

埼玉県 ・生き物を助ける仕事をしたい。　・ほ育しになりたい。 寧々 9

埼玉県 ・画家　・イラスレーター　・声優　・飼育員 藍子 9

埼玉県 ・かがくしゃ　・女ゆうさん まい 9

埼玉県 ・科学者　・こうこ学者 海里 9

埼玉県 ・新かん線の運転し　・医者　・モーリーのていいん　・アスリート ゆうま 9

埼玉県 ・バレリーナ　・小説家　・ピアニスト かほる 9

埼玉県 ・レアルマドリードにスカウトされてかつやくをしたい。・日本代表で左さいどでしあいにでたい。 のあ 9

埼玉県 CAになりたい ここ 9

埼玉県 CAになりたい ゆい 9

埼玉県 NBAになって名をのこしたい とうまっち 9

埼玉県 アイドルになりたい (秋ば)りお 9

埼玉県 アイドルになる！ あきちゃん 9

埼玉県 頭のいい大学に入りたい。 一爽 9

埼玉県 アナウンサーになりたい！ かったん 9

埼玉県 いえをつくる人になりたいです。 まーくん 9

埼玉県 医者になりたいです。 きたはらめい 9

埼玉県 イラストレーターになってキャラクターを作ってみたい！ 村田絢音 9

埼玉県 うちゅうひこうしになりたい らら 9

埼玉県 みんなを守るけいさつかんになりたいです！！ 神山愛美 9

埼玉県 絵描き みさとのなっちゃん 9

埼玉県 エピックゲームズに入ってゲームを作る 陽向 9

埼玉県 えんぎは役者になりたい！ はるま 9

埼玉県 おいしゃさんになりたい りり 9

埼玉県 おいしゃさんになりたい 上村愛実 9

埼玉県 お医者さんになりたい。 ひまりん 9

埼玉県 大金持ちになる ドラゴンボールくん 9

埼玉県 大きくなったらプリキュアになって悪人をやっつける Neomix 9

埼玉県 オーケストラに入ること 柚 9

埼玉県 億万ちょう者になりたい 涼 9

埼玉県 お父さんと同じように消防士になりたい。 直輝 9

埼玉県 お父さんみたいなプログラムを作る人になりたい。 悠太 9

埼玉県 お父さんみたいになりたい！ 優希斗 9

埼玉県 おはなやさんになりたい すずか 9

埼玉県 おはなやさんになりたい いちか 9

埼玉県 おもちゃの会社ではたらく。 たいちゃん 9

埼玉県 おわらいげいにんになってエムワンに出る こうた 9

埼玉県 科学者になりたい。(有名な) ともき 9

埼玉県 科学者になりたいです。 井上こう太 9

埼玉県 歌手になりたい！ ゆめか 9

埼玉県 かしゅになる。 たいが 9

埼玉県 学校の先生になりたい。 ひより 9

埼玉県 カフェの店いんになりたい ほなみん 9

埼玉県 カフェ屋さんをけいえいしたい。 みんと 9

埼玉県 かんごし かおり 9

埼玉県 かんごしさんになる いそもも 9

埼玉県 かんごしになりたい みな 9

埼玉県 かんごしになりたい！ 美玖 9

埼玉県 キャビンアテンダントになりたい とあ 9

埼玉県 けいさつかんになりたい 京ちゃん 9

埼玉県 けいさつ官になりたい！ 蒼冬 9

埼玉県 けいさつかんになりたい！ 諒哉 9

埼玉県 けいさつかんになる ひろと 9

埼玉県 けいさつになりたい ひとっきー 9

埼玉県 けいさつになりたい。 一哉 9

埼玉県 ケーキ屋さんになりたい。 れな 9

埼玉県 ゲームクリエイターになる たかとも 9

埼玉県 けんちくか ときたつ 9

埼玉県 サッカーがうまくなる！ ひろピー 9

埼玉県 サっカーセんしゅ アロン 9

埼玉県 サッカーせんしゅ 仁希 9

埼玉県 サッカーせん手 かずき 9

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい あお 9

埼玉県 サッカー選手になりたい はるひろんぐぱすた 9
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埼玉県 サッカー選手になりたい そうま 9

埼玉県 サッカー選手になりたい。 レモンマン 9

埼玉県 サッカー選手になりたい。 いぶき 9

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい。 れお 9

埼玉県 サッカー選手になる！ こっちゃん 9

埼玉県 サッカーせんしゅになること りんた 9

埼玉県 サッカー選手のゴールキーパーになりたい 朔斗 9

埼玉県 サッカー日本代表になる あお子 9

埼玉県 さっかになりたいです。 森そうた 9

埼玉県 しあわせになりたい。 まお 9

埼玉県 しいくいんになりたい 優輝 9

埼玉県 じゅういさんになりたい！ ゆづき 9

埼玉県 じゅういになってたくさんの動物の命を助けたい。 そな 9

埼玉県 じゅういになってたくさんの動物をたすけたい！ はなか 9

埼玉県 習字の先生になりたい！ 芽衣 9

埼玉県 自由に空へとんでいけるようになりたい。 アイリス 9

埼玉県 手話で話す人 桃奈 9

埼玉県 しょう来のゆめはしんかん線と電車を直す人になりたいです。 稲垣 9

埼玉県 消火器型悪性リンパ腫を治せる獣医師 僕は榮太 9

埼玉県 小学校の担任の先生（教師）になりたい。 べんちゃん 9

埼玉県 じょうずにはなせる人になりたい ぐー 9

埼玉県 しょうらいパティシエになりたいです。 アレホダイスケ 9

埼玉県 じょさんしになりたい いつき 9

埼玉県 じょさんしになりたい！ 美羽 9

埼玉県 じろう車に乗りたい はると 9

埼玉県 シンガーソングライターになる あんり 9

埼玉県 水泳選手と陸上選手になりたいです あかねちゃん 9

埼玉県 水泳選手になって、世界記録をきることです。 りな 9

埼玉県 助産しになりたい りーたん 9

埼玉県 世界一のサッカーせんしゅ いっさ 9

埼玉県 世界一の野球選手 まさひろ 9

埼玉県 世界じゅうのまずしい人をたすけたい。 花凛 9

埼玉県 タンサ―になりたいしかしゅになりたいです。 プリンセス 9

埼玉県 チアダンスが、もっとうまくなりたい。 みう 9

埼玉県 月へ行きたい あらた 9

埼玉県 ディズニーのジャスミンになりたい。 ゆずっち 9

埼玉県 デザイナー るな 9

埼玉県 デザイナー（ゲームデザイナー）になりたい。 朋恵 9

埼玉県 テニス世界大会で優勝する けいじ 9

埼玉県 テニスせん手になりたい 成喜 9

埼玉県 電車のうんてんしになりたい。 おにぎりまる 9

埼玉県 動物のおいしゃさんになる。 うー 9

埼玉県 日本をよくする国会議員になりたい モトヤ 9

埼玉県 日本だいひょう水泳せんしゅ(オリンピックせんしゅ) なっとうTT 9

埼玉県 にんてんどうのゲームプログラマーになる 友惺 9

埼玉県 ネコカフェの店員になりたいです ルキア・ネコミミ 9

埼玉県 農家になりたい 楓菜 9

埼玉県 農業家になりたい 瞭佑 9

埼玉県 バスケのせん手になりたい。 隆誠 9

埼玉県 はちゅうるいの医者 ゆうき 9

埼玉県 パティシエ 心陽 9

埼玉県 パティシエになって自分の店をたてたい ももか 9

埼玉県 パティシエになりたい りっちゃん 9

埼玉県 パティシエになりたい！ 愛 9

埼玉県 パティシエになりたい！ さゆ 9

埼玉県 パティシエになりたい。 (おまつ) 9

埼玉県 バトミントンせんしゅになる！！ ちほ 9

埼玉県 バレリーナになりたい ひロンドンパリ 9

埼玉県 ハンドボールのプロキーパーか、ゲームでプロゲーマーになる。 ヨッシー 9

埼玉県 ハンドボールプロ選手になりたい (トラコ)サルドリブル 9

埼玉県 ピアニストになってたくさんの人に、音楽をとどけたい めーちゃん 9

埼玉県 ピアノの先生になりたい！ 優里 9

埼玉県 美容師になりたい。 光夏里 9

埼玉県 プログラマー ゆーちゃん 9

埼玉県 プロゲーマーになりたい もっちー 9

埼玉県 プロサッカー選手になって10番になってかつやくする 大晴 9
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埼玉県 プロ野きゅうせん手になりたい はる 9

埼玉県 プロ野球選手かユーチューバー 隼人 9

埼玉県 ペットショップの店いんになりたい まーたん 9

埼玉県 ペットショップの人になりたい！ ゆなっち 9

埼玉県 ペットショップやさんになりたい。 悟大 9

埼玉県 ほいく園の先生になりたい。 梓 9

埼玉県 ほいくしになりたい！ 桃愛 9

埼玉県 ほいくしになりたい。 咲空 9

埼玉県 ぼくは野球選手になりたいです。 樹人 9

埼玉県 ホテルの人になりたい？ さら 9

埼玉県 まんが家になりたい。 いちか 9

埼玉県 マンガ家になりたいです。 けこうす 9

埼玉県 マンカかになりたい！ (こう気) 9

埼玉県 まんがかになりたい！！！ ゆうと 9

埼玉県 まんがかになる！ バンビ 9

埼玉県 メジャーの選手になって活躍する！日本代表になってWBCで優勝する！！ アッキー 9

埼玉県 モデルになりたい はーちゃん 9

埼玉県 やきゅうせんしゅになりたいです。 崇仁 9

埼玉県 野球選手になる まみよし 9

埼玉県 やくざいしになりたい つカピー 9

埼玉県 やさしい、いい大人になりたい！ のん 9

埼玉県 やさしいおとなになりたい。 しいな 9

埼玉県 やさしい人になる ゆり 9

埼玉県 やさしい人になる ちさこ 9

埼玉県 ユーチューバーになりたい がく 9

埼玉県 ゆうびん局の人になりたい よう 9

埼玉県 ゆめわなにかつくって子をよろこばすこと ゆうき 9

埼玉県 ようちえんの先生になりたい 玲奈 9

埼玉県 ようち園の先生になる！ きょうちゃん 9

埼玉県 理科の先生になりたい！ 愛夏 9

埼玉県 陸上選手になりたい！ しげ 9

埼玉県 りく上のオリンピックせんしゅになりたい 萌々 9

埼玉県 陸上のオリンピック選手になりたい。 悠市郎 9

埼玉県 りょう理を作る人になりたい！ ほのか 9

埼玉県 レゴのほんしゃにはいりたい フッキー 9

埼玉県 ロボットを、作る仕事をしている人に、なりたい。 てるあき 9

埼玉県 医者になりたいです。 WAKANYAN 9

埼玉県 大金持ちになりたい 有磨 9

埼玉県 ・サッカー選手　・さらりーまん ゆうき 10

埼玉県 ・サッカー選手　・し育委員　・科学者　・大工 しょう 10

埼玉県 ・ジャニーズの好きな人にあいたい　・スタイリスト あゆ 10

埼玉県 100さいになりたい 柊翔 10

埼玉県 200キロのボールを投げたい 恒喜 10

埼玉県 SDGｓで世界を未来を変える人になりたい！ だうだ 10

埼玉県 Youtuberになりたい あちゃん 10

埼玉県 Youtuberになりたい(またはプロゲーマー) コバニャン 10

埼玉県 YouTubeになりたい 靖裕 10

埼玉県 アーティストになりたい。 ひっかー 10

埼玉県 足が速くなりたい ちひろ 10

埼玉県 アニメーターになる！ オーちゃん 10

埼玉県 アニメを書く人になりたい アオ 10

埼玉県 医者になりたい りゅイージ 10

埼玉県 医者になりたい！ なほ 10

埼玉県 医者になりたい． しんよう 10

埼玉県 医者になりたい。 美璃 10

埼玉県 一軍のプロ野球選手になりたい！ 龍利 10

埼玉県 一級建築士になりたーい！！ かいじゅうちゃん 10

埼玉県 一級建築士になりたい。 佳 10

埼玉県 犬・猫の殺しょ分をなくすために、犬や猫をすくいたい。 ななこ 10

埼玉県 イラストレーターになりたい ゆう 10

埼玉県 イラストレーターになりたい！ こっちゃん 10

埼玉県 イラストレーターになりたい！ 心愛 10

埼玉県 イラストレーターになりたい！ 優花 10

埼玉県 イラストレーターになりたい！！ 優香 10

埼玉県 インテリアデザイナーになりたい！ せり 10

埼玉県 宇宙飛行士なりたい！ ももか 10
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埼玉県 宇宙飛行士になりたい！ わっちゃん 10

埼玉県 英語の先生になりたい！ ゆき 10

埼玉県 絵かきさんかまんが家になりたい！ ほな 10

埼玉県 エレクトーンの先生になりたい！ なるちゃん 10

埼玉県 おいしゃさんになりたい はな 10

埼玉県 大きい会社のしゃいんになる もん太 10

埼玉県 億万長者になりたい 奏太郎 10

埼玉県 大人になっても健康でいたい！ ゆき 10

埼玉県 お花屋さんになりたい ゆな 10

埼玉県 お花屋さんになりたい！ 聡美 10

埼玉県 折り紙の本かきたい （自称）生物博士 10

埼玉県 音楽歌手になりたい ひろき 10

埼玉県 科学者になりたい 健司 10

埼玉県 科学者になりたい！！ おのちゃん 10

埼玉県 画家になりたい！ はる 10

埼玉県 学芸員になりたい りこ 10

埼玉県 火山学者になりたい TY 10

埼玉県 かぞくがしやわせになってほしい かきざきはると 10

埼玉県 学校の先生 皆川 10

埼玉県 学校の先生 ゆうしん 10

埼玉県 学校の先生になりたい かれん 10

埼玉県 学校の先生になりたい！ みつ葉 10

埼玉県 学校の先生になりたい！ のどか 10

埼玉県 学校の先生になりたい。 ゆいゆい 10

埼玉県 金持ちになりたい Aなり 10

埼玉県 金持ちになりたい かんた 10

埼玉県 カフェのてんいんになりたい。 ミュウツー 10

埼玉県 神になりたい 虎之介 10

埼玉県 空手かになりたい。 りゅうき 10

埼玉県 韓国語しゃべりたい！ テヒョン 10

埼玉県 かんごし きはる 10

埼玉県 かんごしさんになりたい！ Hama 10

埼玉県 かんごしになりたい ゆーたん 10

埼玉県 かんごしになりたい！ あすか 10

埼玉県 かんごしになりたい！ 愛 10

埼玉県 看護師になりたい！ ふみ 10

埼玉県 かんごしになりたい！ さや 10

埼玉県 管理栄養士になりたい！ 美咲 10

埼玉県 汽車の運転手になりたいです。 はやた 10

埼玉県 キャビンアテンダント！！になりたい かったん 10

埼玉県 教し・じゅくこうしになりたい。 みく 10

埼玉県 金もちになりたい 晴樹 10

埼玉県 国の仕事になりたい。 まう 10

埼玉県 警察官になって皆の安全を守りたい アッハー 10

埼玉県 けいさつかんになりたい みっちー 10

埼玉県 けいさつかんになりたい りく 10

埼玉県 けい察官になりたい かっしー 10

埼玉県 警察犬訓練士になりたいです。 春と空 10

埼玉県 けい察になって町や人を助けたい かずな 10

埼玉県 けいさつになりたい そら 10

埼玉県 けいさつになりたい！ ふうか 10

埼玉県 けいさつ官になりたい。 洋孝 10

埼玉県 げいのう人になってかつやくしたい！ しおん 10

埼玉県 けい輪選手になりたい！ 僚星 10

埼玉県 ゲームクリエイターになりたい！ しゅうま 10

埼玉県 ゲームクリエーターになってやったこともないゲーム作るぞ とみな 10

埼玉県 ゲームクリエーターになりたい！！ うちゅう 10

埼玉県 ゲームマスターになりたい マー君 10

埼玉県 建築家 ゆっぴー 10

埼玉県 建築家になりたい プリン 10

埼玉県 建築士1級になりたい！ ヨッシー 10

埼玉県 建築士になりたい しば 10

埼玉県 けんちくしになりたい！ みう 10

埼玉県 健築士になりたい！ りく 10

埼玉県 建築士になりたい！ はやせ 10

埼玉県 けんちくデザイナーになりたい。 かんちゃん 10
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埼玉県 ごうかな家 ゴリラ 10

埼玉県 考古学者になっていろんないせきへ行きたい。 ゆっきー 10

埼玉県 声ゆうになりたい！ Runa 10

埼玉県 こせいぶつ学者になりたい ハヤ人 10

埼玉県 子供だけの夢の国を作る えのもっちゃん 10

埼玉県 こまっている人を助ける！ 麻理菜 10

埼玉県 ゴルフ選手になりたい！ ももか 10

埼玉県 サーフィンをやりたい あんこもち 10

埼玉県 サッカーせんしゅ 颯太 10

埼玉県 サッカー選手　ユウチューバー りきこ 10

埼玉県 サッカー選手にないたい しゆうや 10

埼玉県 サッカー選手になって日本代表になる。 くわ 10

埼玉県 サッカー選手になりたい 遼一 10

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい 810号 10

埼玉県 サッカー選手になりたい はるあ 10

埼玉県 サッカー選手になりたい りょうま 10

埼玉県 サッカー選手になりたい なつい 10

埼玉県 サッカー選手になりたい そういちろう 10

埼玉県 サッカー選手になりたい ゆいと 10

埼玉県 サッカー選手になりたい！ ゆうと 10

埼玉県 サッカー選手になりたい！ 露阿 10

埼玉県 サッカー選手になりたい！ カラフルボーイ 10

埼玉県 サッカー選手になりたい！ れく 10

埼玉県 サッカー選手になりたい！ とわ 10

埼玉県 サッカー選手になりたい。 エンドゥー 10

埼玉県 サッカー選手になりたい。 いぶ 10

埼玉県 サッカー選手になりたいです
しょう7777ラッキーセブ

ン
10

埼玉県 自衛隊になりたい！！ たくのすけ 10

埼玉県 写真家になりたい！！ ゆかり 10

埼玉県 じゅう医 サト 10

埼玉県 小学校の先生になりたい！ Koha 10

埼玉県 小説家になりたい あや 10

埼玉県 小児科の看護師さんになりたい 千歳アメ 10

埼玉県 消防士になりたい 祐貴 10

埼玉県 ショコラティエになりたい 莉央 10

埼玉県 助産士になりたい！ なひ 10

埼玉県 書道の先生になりたい！ なっつ 10

埼玉県 水泳選手 洸太郎 10

埼玉県 水泳選手オリンピック代表　プログラマー ゆうちゃん 10

埼玉県 水泳選手になりたい！ しゅう 10

埼玉県 水泳選手になりたい。 ゆめ 10

埼玉県 水泳選手になりたい。 みさき 10

埼玉県 数学者になりたい 柊平 10

埼玉県 すごくなりたい けいと 10

埼玉県 スポーツ ー 10

埼玉県 スポーツ選手になりたい しょういけ 10

埼玉県 世界で活躍する「GK」になる ゆうと 10

埼玉県 世界でゆう名な所にいってみたい 陽健 10

埼玉県 世界のみんなの人に役に立つお仕事をやりたい りお 10

埼玉県 世界ベスト10に入るすごい料理人になりたい！ 智明 10

埼玉県 そろばんの先生になりたい。 まっちゃ 10

埼玉県 大金もちになる はるちゃん 10

埼玉県 大工さんになりたい スターふじさん 10

埼玉県 大工になりたい！ りゅうむ 10

埼玉県 タレントになりたい！ 星っこ 10

埼玉県 ダンサーになりたい ななちゃん 10

埼玉県 ダンサーになりたい！ ほの 10

埼玉県 ダンスの先生になりたい！ みさき 10

埼玉県 調理師になりたい！！ あおい 10

埼玉県 作る人になりたい！ れんたろう 10

埼玉県 ディズニーキャストになりたい らいむ 10

埼玉県 ディズニーのキャストになりたい。 まったん 10

埼玉県 ディズニーのダンサーになりたい．とくに大きいブタイでおどりたいです． せっきー 10

埼玉県 ディズニーランドではたらく人になりたい！ 姫菜 10

埼玉県 デザイナー(ファッション・インテリア)になりたい！ まゆ 10
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埼玉県 デザイナーになりたい！ 莉菜 10

埼玉県 デザイナーになりたい。 ぐんまちゃん 10

埼玉県 テニスせんしゅになりたい はや 10

埼玉県 テニス選手になりたい。 菜月 10

埼玉県 テニスプレイヤーになりたい！ のぶ 10

埼玉県 テニスプレイヤーになりたい！ 天馬 10

埼玉県 トウキョウディズニーランドまたはシーのキャスト たけ 10

埼玉県 動物病院の先生になりたい！ ほなかん 10

埼玉県 動物を飼いたい まいまい 10

埼玉県 東方キャラのコスプレがしたい。 ふじちゃん 10

埼玉県 ドックカフェの店員さんになりたい！ 千桜 10

埼玉県 ドックトレーナーになりたい。 凛 10

埼玉県 友達とサッカー日本代表になりたい 智輝 10

埼玉県 長生きしたい 人間 10

埼玉県 長生きしたい りゅーくん 10

埼玉県 にざかなクンになる！さかなクンみたいなさかな博士になりたい。 とき 10

埼玉県 ネイルリストさん ゆい 10

埼玉県 農業家になりたい 一陽 10

埼玉県 ハーゲンダッツの工場ではたらくこと はじ 10

埼玉県 パイロットになりたい けいちゃん 10

埼玉県 バスケット選手になりたい！ とおい 10

埼玉県 パティシエールになりたい ゆず 10

埼玉県 パティシエールになりたい！ 七海 10

埼玉県 パティシエールになりたい。 サラミ 10

埼玉県 パティシエになりたい。 つっちー 10

埼玉県 パティシエになりたい。 kotori 10

埼玉県 バレーボールせんしゅになりたい りんちゃん 10

埼玉県 バレリーナになりたい！ 芽彩 10

埼玉県 パン屋になりたい！！ かなちょ 10

埼玉県 ピアニストになりたい！！ なお 10

埼玉県 ビーズ作りの動物を１人で作りたい。 寛子 10

埼玉県 ヒップホップとブレイクのダンサーになる。 よっち 10

埼玉県 びようしになりたい しゅうか 10

埼玉県 美容師になりたい 美咲 10

埼玉県 ファッションステイリストになりたい！！ みきみき 10

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい ツバメ 10

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい なご 10

埼玉県 ファッションデザイナーになりたい！ みさ 10

埼玉県 服のデザイナーになりたい！ まなか 10

埼玉県 ふつうの人生をおくりたい 太陽 10

埼玉県 プロゲーマーになりたい まっすー 10

埼玉県 プロゲーマになりたい 山田　しゅうま 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたい ひろき 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたい！ 拓未 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたい！ 瑛大 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたい！(ナデシコ) かんな 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたい。 ユキ 10

埼玉県 プロサッカー選手になりたいです。 えいちゃん 10

埼玉県 プロのチアリーダーになりたい。 ゆい 10

埼玉県 プロ野球選手になって山田哲人とキャッチボールしたい あきひと 10

埼玉県 プロ野球せんしゅになりたい とうま 10

埼玉県 プロ野球選手になりたい！ 悠斗 10

埼玉県 プロ野球選手になりたい。 くろと 10

埼玉県 プロ野球選手になりたい。 悠真 10

埼玉県 プロ野球選手になりたいです。 瑠星 10

埼玉県 へいぼんにすごしたい やまP 10

埼玉県 ペットショップスタッフになりたい！ さよせんべい 10

埼玉県 ペットショップのスタッフになりたい！ はるか 10

埼玉県 ペットショップのテイン。ペットのショウヒン。 るい 10

埼玉県 弁ご士 名無し君 10

埼玉県 保育園の先生になりたい！ さくら 10

埼玉県 ほいくえんの先生になりたいです。 うさみほのか 10

埼玉県 ほいくしになりたい わか 10

埼玉県 保育士になりたい！ なずな 10

埼玉県 ポケモンをこの世に生命体として作る りょう大 10

埼玉県 まだきまっていません。 いおぷー 10
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埼玉県 マンガ家になりたい はっち 10

埼玉県 マンガ家になりたい 美月 10

埼玉県 マンガ家になりたい！ 瑞月 10

埼玉県 マンガ家になりたい！ yuiyui 10

埼玉県 まんが家になりたい！ 優月 10

埼玉県 マンガカになりたい！！ ひーちゃん 10

埼玉県 まんがかになりたい。 もも子 10

埼玉県 モデルになりたい！ はーちゃん 10

埼玉県 野球選手になりたい 佐さ 10

埼玉県 野球選手になりたい！ いつき 10

埼玉県 野球選手になりたい セナ 10

埼玉県 野球でメジャーにいきたい。 あつき 10

埼玉県 薬ざい師になりたい！ ななみ 10

埼玉県 薬剤師になりたい！ ゆめの 10

埼玉県 薬ざいしになりたい！！ さき 10

埼玉県 やさしい大人になりたい あおい 10

埼玉県 ユーチューバーになりたい ななちゃん 10

埼玉県 ユーチューバーになりたい！ 夢乃 10

埼玉県 ユーチューバ―になりたい！ しょうま 10

埼玉県 ユーチューバーになりたい！！ ももこ 10

埼玉県 ユーチューバーになりたい！！！ お 10

埼玉県 ユーチューバ―になりたいです 山ちゃん(じーこ) 10

埼玉県 有名人になりたい！ 隼人 10

埼玉県 ゆかになりたい ら 10

埼玉県 ようちえんの先生になりたい ひなの 10

埼玉県 ようち園の先生になりたい！ 陽琉 10

埼玉県 幼稚園の先生になりたいな ゆずゆず 10

埼玉県 ラグビー選手になりたい！ けい 10

埼玉県 ランボルギーニを買う！ 楓 10

埼玉県 陸上選手 だいちゃん 10

埼玉県 りょうしになりたい せかい 10

埼玉県 料理研究家になりたい！ 雷紀 10

埼玉県 料りしになりたい！ 宮朋ろう 10

埼玉県 料理人になりたい 琉ノ介 10

埼玉県 料理人になりたい！ ねてる子 10

埼玉県 料理人になりたい！ 隼哉 10

埼玉県 大好きなディズニーで新しい夢の場所をつくる ももきち 10

埼玉県 「医師」になりたい。 優奈 11

埼玉県 101才まで生きられるように かりな 11

埼玉県 Bリーグチームのマネージャー（日本代表も）千葉か東京かとち木になりたい 福田明夏莉 11

埼玉県 JRの運転士になりたい はま 11

埼玉県 Jリーガーになりたい N・M 11

埼玉県 TAXI運転手になりたい 荒金貯 11

埼玉県 TikTokで人気のダンサーになりたい 悠里 11

埼玉県 アイドルになりたい！ えれな 11

埼玉県 頭のいい大学に行く！ マッキー 11

埼玉県 アナウンサーになりたい りゅう 11

埼玉県 アニメーターになりたい ゆらりんこ 11

埼玉県 あんていにしゅうにゅうがえられる会社につくこと。 さや 11

埼玉県 生きたい 拓巳 11

埼玉県 囲碁のアマの１位になること てっちゃん 11

埼玉県 医しになりたい。 あおい 11

埼玉県 医者（かんごし）になりたい。 ゆっちゃん 11

埼玉県 医者になりたい 洸音 11

埼玉県 医者になりたい 暖乃子 11

埼玉県 医者になりたい かいと 11

埼玉県 医者になりたい！ 昊晃 11

埼玉県 医者になりたい！ にっしー 11

埼玉県 医者になりたい（血液内科） ふったー 11

埼玉県 イラストレーターになりたい！ コトネ 11

埼玉県 イラストレーターになりたい！ ももこ 11

埼玉県 ウエディングプランナーになりたい。 ゆりな 11

埼玉県 歌しゅになりたい！ 玲桜 11

埼玉県 宇宙飛行士・ユニセフになりたい みこみこ 11

埼玉県 栄養管理士になりたい。 ゆうか 11

埼玉県 えかきになりたい とわちゃん 11
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埼玉県 お医者さんになりたい！！ りこ 11

埼玉県 大金持ちになりたい さくや 11

埼玉県 オーナーシェフになりたい しよか 11

埼玉県 お金持ちになりたい フリーターたろう 11

埼玉県 億万ちょう者になりたい。 はる 11

埼玉県 お花屋さんになりたい まひろ 11

埼玉県 面白いユーチューバーか料理人になる けんすけ 11

埼玉県 親が喜ぶ人になりたい S.K 11

埼玉県 お金もちになりたい 夏目 11

埼玉県 ガーデナーになりたい 沖田 11

埼玉県 会社員になりたい ユウ 11

埼玉県 科学者になりたい SKH 11

埼玉県 家具職人になりたい まほ 11

埼玉県 家族と幸せに暮らす こころ 11

埼玉県 学校の先生になりたい！ なっちゃん 11

埼玉県 カメラマンになりたい！！ はるな 11

埼玉県 考え中です！ らなニャン 11

埼玉県 かんごしか薬ざいしになりたい！ 吉成絢 11

埼玉県 かん護師になりたい ひまり 11

埼玉県 看護師になりたい！ かのん 11

埼玉県 かんごしになりたい！ 陽葵 11

埼玉県 看護師になりたい！ あやの 11

埼玉県 看護師になりたい あかり 11

埼玉県 機械などを扱う会社に入りたい。！ 伊勢海老 11

埼玉県 気象予報士になりたい Rina 11

埼玉県 教師（塾） せいんくん 11

埼玉県 けいさつ 晃 11

埼玉県 けいさつ官になりたい 坂入 11

埼玉県 警察官になりたい 結衣 11

埼玉県 警察官になりたい！ しおり 11

埼玉県 けいさつかんになりたい！ 優希 11

埼玉県 けいさつかんになりたい！！ スーパーマルさん 11

埼玉県 警察官になりたい！！ SYUUJI 11

埼玉県 警察官になりたいです。そして、悪い人をつかまえて、平和な国にしたいです✌ みー子 11

埼玉県 けいさつになりたい！ 樹 11

埼玉県 芸能人になりたい！ あた 11

埼玉県 けい約したい あずな 11

埼玉県 けーきやさんになりたい ななみ 11

埼玉県 ケーキ屋さんを開きたい 碧音 11

埼玉県 ゲーム開発者 翼 11

埼玉県 ゲームクリエイターになりたい！ 眞生 11

埼玉県 建築しになりたい るい 11

埼玉県 けんちくしになりたい！ おとまさ 11

埼玉県 考古学者になりたい。 くはっち 11

埼玉県 公務員になりたい！ 原 11

埼玉県 コックになりたい！ 哲平 11

埼玉県 コンピューターを使う仕事 そうま 11

埼玉県 サッカー関係の仕事 きこ 11

埼玉県 サッカー選手 Tいせい 11

埼玉県 サッカー選手 みづき 11

埼玉県 サッカー選手になつて海外にはばたきたい。 川ちゃん 11

埼玉県 サッカー選手になりたい ふうき 11

埼玉県 サッカー選手になりたい そうた 11

埼玉県 サッカー選手になりたい ゼリー 11

埼玉県 サッカー選手になりたい 龍成 11

埼玉県 サッカーせんしゅになりたい かま 11

埼玉県 サッカー選手になりたい りゅうせい 11

埼玉県 サッカー選手になりたい！ 楓7 11

埼玉県 サッカー選手になりたい！ K.A 11

埼玉県 サッカー選手になりたい。 あおい 11

埼玉県 サッカー選手になりたい。！ 赤ソックス 11

埼玉県 サッカー選手になりたい。目指している選手はモハメドサラ―選手です。 りゅう 11

埼玉県 サッカー選手になりたい ちはる 11

埼玉県 サッカー選手になる 大竹 11

埼玉県 サッカ選しゅになりたい。 ひなちょ 11

埼玉県 サラリーマンになりたい 中西 11
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埼玉県 サラリーマンになりたいです。 荒巻 11

埼玉県 飼育員にさんになりたい！ ヨッシー 11

埼玉県 自えい隊になりたい あくツムツム 11

埼玉県 ジェイリーグでかつやくするサッカーせんしゅ こうき 11

埼玉県 シェフになりたい！ ジュージュー 11

埼玉県 歯科衛生士になりたいです。 荒井珠凛 11

埼玉県 しゃいんになる　レッツのおうえんだん しんち 11

埼玉県 社会人になりたい。 つるはし 11

埼玉県 社長になりたい KenP 11

埼玉県 じゅう医さんになりたい！ HiMARi 11

埼玉県 じゅう医になりたい。ダンサーになりたい。 ここな 11

埼玉県 習字の先生になりたい あかね 11

埼玉県 じょう医師になりたい！ タジマ 11

埼玉県 じょういになりたい！！ 夏妃 11

埼玉県 小学校の先生になりたい！ 花凛 11

埼玉県 将棋のプロ棋士なりたい！！ マスタード 11

埼玉県 しょう来児童センターに何かをきふしたい。 あち 11

埼玉県 食品メーカーにしゅう職したい！ ゆうちゃん 11

埼玉県 女優さんのお仕事もできるモデルさん nikoonisa 11

埼玉県 女優になりたい！（モデル） りさ 11

埼玉県 水族館の飼育員になりたい ゆーくん 11

埼玉県 スポーツ関係の仕事 ゆうあ 11

埼玉県 スポーツ選手になりたい！ ゆうき 11

埼玉県 せい社員になりたい Tなか 11

埼玉県 石油王になりたい ゆうた 11

埼玉県 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアンみたいな作家になりたい！ アーム 11

埼玉県 大工になりたい！ 叶和 11

埼玉県 大仏になりたい 大仏ちゃん 11

埼玉県 たかじょうになりたい ほの香 11

埼玉県 宝くじの1等を当てる 今野 11

埼玉県 楽しい大人になりたい 安部亘 11

埼玉県 珠算の先生になりたい！！！ カリ 11

埼玉県 だれかの心を変えられる大人になりたい。 ぐっち～ 11

埼玉県 だれもかんがえたことないような、おおきな新しいことをやりたい はづき 11

埼玉県 調理師になりたいです。 暖髙 11

埼玉県 調理人になりたい 中飯千尋 11

埼玉県 通訳案内士になりたい！ ゆいね 11

埼玉県 ディズニーキャストになりたい ひなこ 11

埼玉県 ディズニーではたらきたい。 こうき 11

埼玉県 ディズニーランドで、はたらきたい しゅんや 11

埼玉県 デカイ会社の社長になりたい！！ ー 11

埼玉県 デザイナーになりたい 優奈 11

埼玉県 デザイナーになりたい！ かどさん 11

埼玉県 デザイナーになりたい！ なの 11

埼玉県 デザイナーになりたい！ ゆう 11

埼玉県 デザイナーになりたい。 ひか 11

埼玉県 デザイナーになりたい。 きむらかすみ 11

埼玉県 鉄道会社ではたらいて、そこで社会人野球をしたい。 しんご 11

埼玉県 鉄道関係の仕事につきたい。 栄 11

埼玉県 テレビ関係の仕事に就きたい 冴緒子 11

埼玉県 天気予報しになりたい 萠伽 11

埼玉県 電車の運転手になりたい 彗士 11

埼玉県 電車の運転手になりたい 悠太朗 11

埼玉県 電車の運転をしてみたい 山タン 11

埼玉県 動物園の飼育員 ぽんこ 11

埼玉県 動物園の飼育員になりたい！ 美紅 11

埼玉県 動物関係の仕事をしたい。 あっキー 11

埼玉県 動物の保護施設をつくりドッグトレーナーになりたい。 巽 11

埼玉県 動物のしいくいんになりたい。 くるみ 11

埼玉県 動物病院のかんごしがしたい ゆい 11

埼玉県 どうぶつをいっぱいかいたい～～ こうちゃん 11

埼玉県 トリーマーになりたい！ みはる 11

埼玉県 トリマーになりたい！ 倖 11

埼玉県 トリマーになりたい！ ゆな 11

埼玉県 ネイリストになりたい！ ゆな 11

埼玉県 パイロットになりたい しん 11
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埼玉県 パイロットになりたい みーくん 11

埼玉県 バスケが強くなるように 悠人 11

埼玉県 バスケット選手になりたい 白 11

埼玉県 バスケボールせんしゅになりたい きよし 11

埼玉県 パティシエールになりたい！ めぐみ 11

埼玉県 パティシェになっておいしいケーキを作りたい 希碧 11

埼玉県 パティシェになりたい！ 未乃莉 11

埼玉県 パティシェになりたい。 葵 11

埼玉県 パティシエになりたい。 ユウナ 11

埼玉県 バドミントン選手になること 越川 11

埼玉県 バトンがうまくなりたい 千尋 11

埼玉県 バレエダンサーになりたい！ せり 11

埼玉県 ハンドボール選手になりたい ゆず 11

埼玉県 パン屋さんになりたい！！ ゆい 11

埼玉県 パン屋の店員になりたい！ さとちゃん 11

埼玉県 ピアノの先生になりたい I.M. 11

埼玉県 ピアノのちょうりつしか、イラストレーターになりたい みーたん 11

埼玉県 ピクサーに入りたい！ せな 11

埼玉県 人助けができるような人になりたい。 ゆっきー 11

埼玉県 人を助ける医者になりたい。 こっちゃん 11

埼玉県 美容関係の仕事がしたい！ ゆず 11

埼玉県 美容師になりたい ゆり 11

埼玉県 美容しになりたい！ あやね 11

埼玉県 美容師になりたい！ あおちゃん 11

埼玉県 美容師になりたい。 咲智子 11

埼玉県 美容師になりたいです 空姫 11

埼玉県 普通の会社員になりたい！ 彩乃 11

埼玉県 普通の社会人になりたい TA 11

埼玉県 フライトナースになりたい！ 咲輝 11

埼玉県 プロゲーマーになりたい tyhg 11

埼玉県 プロサッカー選手になりたい！ 遼馬 11

埼玉県 プロサッカー選手になりたい。 ジョージ 11

埼玉県 プロサッカー選手になりたいです！ スプリング力 11

埼玉県 プロサッカー選手になること じい田 11

埼玉県 プロテニスプレイアーになりたい 颯翔 11

埼玉県 プロの漫画家になりたい。 みさと 11

埼玉県 プロバスケットボール選手になりたい！ わか 11

埼玉県 プロバスケットボール選手や、アメリカのNBA選手になりたい。 籠球滉太 11

埼玉県 プロ野球選手になりたい 相田です 11

埼玉県 プロ野球選手になりたい！ 大翔 11

埼玉県 プロ野球選手になりたい。 寛史 11

埼玉県 プロ野球選手になること 瑛 11

埼玉県 プロ野球の審判になる 小林 11

埼玉県 平和にくらしたい 大翔 11

埼玉県 ペットショップの表で働く人になりたい！！ ゆう 11

埼玉県 弁護士 NK 11

埼玉県 弁護し　兆おく長者　神様　栄に行くこと 福井大翔 11

埼玉県 弁護士になりたい 嬉莉 11

埼玉県 弁護士になりたい！ 真優 11

埼玉県 弁護士になりたい！ いお 11

埼玉県 保育士になりたい！ ねね 11

埼玉県 保育士になりたい！ みゆ 11

埼玉県 保育士になる！ ゆい 11

埼玉県 冒けん家！ 白トド 11

埼玉県 冒険家になりたい！ NANO 11

埼玉県 ポケモンのゲームを作る人 こた 11

埼玉県 みんなでギネスをとりたい 猫好き 11

埼玉県 みんなの役に立つ大人になりたい！！！！！！！！！！ 都築 11

埼玉県 虫を研究したい。 りょう 11

埼玉県 メジャーリーガーになりたい！ ふっか 11

埼玉県 木材屋さんになりたい 健太郎 11

埼玉県 モデルになりたい！！！ ヒカリ 11

埼玉県 やきにくがたべたい りゅう 11

埼玉県 やくざいし 穂布花 11

埼玉県 薬ざい師になりたい みほ 11

埼玉県 薬剤しになりたい ゆう 11
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埼玉県 薬剤師になりたい ゆっくりれいむ 11

埼玉県 薬剤師になりたい 等葉 11

埼玉県 薬剤師になりたい ゆい 11

埼玉県 薬剤師になりたい！ みーちゃん 11

埼玉県 薬剤師になりたい！！ 未来 11

埼玉県 薬剤師になりたい！！ あやめ 11

埼玉県 役に立つ人になりたい。 みのり 11

埼玉県 優しくてたよれる人になりたい。 帆夏 11

埼玉県 遊園地の接客業を行きたい！！ さくらねこ 11

埼玉県 ユーチューバー フレンドトースト 11

埼玉県 ユーチューバー あなごさん(はげ) 11

埼玉県 ユーチューバ―になりたいな！ ひろと 11

埼玉県 ゆうふくな人になりたい 美優 11

埼玉県 有名な美容師になりたい！ 莉來 11

埼玉県 ようち園の先生になりたい 琴音 11

埼玉県 ラグビーせんしゅになりたい ゆう 11

埼玉県 陸上選手になりたい リック 11

埼玉県 陸上選手になりたい！ ざわみ 11

埼玉県 陸上の世界一せんしゅになりたいです。 ももか 11

埼玉県 漁師に「なりたい 神is樹3号 11

埼玉県 漁しになりたい！ 諒治 11

埼玉県 料理人になりたい。 スターミー 11

埼玉県 りんしょうしんりしになりたい。 リサ 11

埼玉県 歴史博士になりたい こうけん 11

埼玉県 鷲宮神社の人 やっーすー 11

埼玉県 歌手になりたい ゆいき 11

埼玉県 芝児童センターの先生になる。卓球大会優勝する すずとも 11

埼玉県 電車のうんてん士になりたい こうくん 11

埼玉県 『声優』になりたい！！ おギャー 12

埼玉県 ☆看護師☆になりたい みう 12

埼玉県 NBAドラフト一じゅん目指名でGSW入団！！ 96ちゃん 12

埼玉県 赤白でうたうシンガーソングライターになりたい。 ゆかぽん 12

埼玉県 アナウンサーになりたい！ ゆーき 12

埼玉県 アメリカ留学をしたい！ かえで 12

埼玉県 医者 陽太 12

埼玉県 医者になりたい ふつうー 12

埼玉県 医者になりたい！ ちこ 12

埼玉県 いな学に行ってチアリーダーになりたい。 あいか 12

埼玉県 イラストレーターかまんが家になりたい。 天乃 12

埼玉県 イラストレーターになりたい ひろと 12

埼玉県 宇宙飛行士になりたい くら 12

埼玉県 浦和レッズに入り将来はバルセロナのチームでプレーすること。 ちゃーチャン 12

埼玉県 絵がうまくなってデザイナーになりたい。 怜那 12

埼玉県 絵本作家になりたい。 ユッキー 12

埼玉県 絵をかく職業につきたい かな 12

埼玉県 おいしいものをいっぱいたべて自分が好きなものをたくさんたべたい まお 12

埼玉県 おかねもちのユーチューバー 隼太 12

埼玉県 お父さんになりたい。 りく 12

埼玉県 オリジナルになる もこもこのもこう 12

埼玉県 音楽の先生になりたい！ さく 12

埼玉県 お笑い芸人になりたい れん 12

埼玉県 海軍に入って海軍しょうこうになる！それと、大金もちになりたい。 獅風 12

埼玉県 外交官になりたい 優人 12

埼玉県 会社員になりたい。 二宮 12

埼玉県 歌手・声優になりたい かんちゃん 12

埼玉県 学校の先生になりたい！ K 12

埼玉県 神になりたい 神颯真 12

埼玉県 からあげを食べたい アンナ 12

埼玉県 かんごしになりたい！ りんな 12

埼玉県 看護師になりたい。 蒼空 12

埼玉県 車の店長 ひらたん 12

埼玉県 警察官になりたい シュークリーム 12

埼玉県 警察官になりたい。 菜々美 12

埼玉県 ゲノムについてのけんきゅうがしたい！ テン 12

埼玉県 建築家になりたい まっつー 12

埼玉県 建築家になりたい！ まっつー 12
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埼玉県 建築士になりたい。 りょうた 12

埼玉県 建築士になりたい。 大和 12

埼玉県 こうぐう警察になりたい まりあ 12

埼玉県 公務員になりたい よねさんHITUGI 12

埼玉県 声ゆうになりたいです。 小林衣蕗 12

埼玉県 サッカー選手になりたい！ りんご 12

埼玉県 サッカー選手になりたい！！ あおと 12

埼玉県 サッカー選手になる 郁斗 12

埼玉県 サムライギタリストになる！ りーくん・・・です！ 12

埼玉県 飼育員になりたい ゆの 12

埼玉県 自衛官になりたい ごぼう 12

埼玉県 司書になりたい！ ゆうか 12

埼玉県 時代を変える大人になりたい！！ なおてぃ～ 12

埼玉県 獣医師になりたい 陽 12

埼玉県 柔道をやっているので、それを生かしたい。沢山の人の命を救いたいです。 ひなの 12

埼玉県 受験で合格する アンポン 12

埼玉県 助産師になりたい あやちゃん 12

埼玉県 スポーツ選手になりたい(何でもいい) N.T. 12

埼玉県 正社員 高山 12

埼玉県 世界中の人と友達になりたい！ たいようしんめんま 12

埼玉県 卒業までに英語が話せるようになりたい ももか 12

埼玉県 大会社の社長になりたい！ 清水茶毛呂 12

埼玉県 大学に行きたい ニノさん 12

埼玉県 大工になりたいです　あけちみつひで 莉玖 12

埼玉県 体操選手になりたい あいな 12

埼玉県 たくさんの子どもたちを元気にできる保育士になりたい！！毎日みんなが楽しく過ごせるようにがんばりたい。 柚月 12

埼玉県 だれにたいしてもやさしい人になりたい はると 12

埼玉県 ダンサーになりたい。 詩歩 12

埼玉県 小さい子たちにダンスを教える先生になりたい。 青柳莉奈 12

埼玉県 調理師になりたい さな 12

埼玉県 ディズニーランドで働きたい！ ゆりえ 12

埼玉県 電車の車しょうになりたい ひなひな 12

埼玉県 トレーラにのりたいです。 はると 12

埼玉県 長生き りつ 12

埼玉県 俳優 竹 12

埼玉県 バスケットボール選手になりたい。 ワッタンコブタンタンメン 12

埼玉県 バスケの選手になりたい。 航太 12

埼玉県 パティシエールになりたい！ せー子 12

埼玉県 パティシェになりたい！ かの 12

埼玉県 パティシエになりたい☆ Natuski 12

埼玉県 ハリボーの会社の社長になりたい 山出 12

埼玉県 バレーボール選手になりたい りあん 12

埼玉県 バレリーナになりたい。 ゆりん 12

埼玉県 人に直接役に立つことをしたい ゆかこ 12

埼玉県 美容関係の仕事につきたい！ ぶどう 12

埼玉県 美容師になりたい 原ちゃん 12

埼玉県 フライトドクターになりたい！ しゅんと 12

埼玉県 プロサッカー選手になりたい。 しょうき 12

埼玉県 プロソフト手にスプレイヤー 大貴 12

埼玉県 プロの美容師になりたい まー 12

埼玉県 プロ野球選手 遼太朗 12

埼玉県 プロ野球選手になりたい たいき 12

埼玉県 プロ野球選手になり、日本を代表する選手になりたい 大ちゃん 12

埼玉県 プロ野球選手になりたい。 りょーこ 12

埼玉県 ヘアメイクさんになりたい もも 12

埼玉県 弁護士になりたい けーたん 12

埼玉県 保育士になりたい 萌沙 12

埼玉県 保育士になりたい 陽菜 12

埼玉県 保育士になりたい。 まほ 12

埼玉県 保育士になりたい。 あやの 12

埼玉県 ポケモンバトルでもっと強くなってみんなに勝ちたい！！目指せチャンピオン！！！ ひな 12

埼玉県 巫女さんになりたい！ まこと 12

埼玉県 みんなの憧れファッションリーダーでもある歌って踊れるダンサー あややん 12

埼玉県 みんなの力になれる大人になりたい いすか 12

埼玉県 メジャーリーガーになりたい。 のっぴー 12

埼玉県 モデルになりたい こころん 12
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埼玉県 薬ざい師になりたい！！ みかん 12

埼玉県 優しい人になりたい 智花 12

埼玉県 優しくてだれとでも仲よくなれる大人になりたい あおい 12

埼玉県 料理人になりたい！ ゆあ 12

埼玉県 料理人になりたい しゅんすけ 12

埼玉県 レーシングドライバー・プロキックボクサー たぬきち 12

埼玉県 レスキューたいに1000%なる！！？ 北林 12

埼玉県 私の夢は命に関わる仕事をしたい。私は看護師になりたい。いろいろな命を救ってあげたい。 ももな 12

埼玉県 司書になりたい！ 明日香 13

埼玉県 ジャニーズのマネージャーになりたい さっちゃん 13

埼玉県 自由に楽しく生きたい。有名人になりたい。 けんちゃん 13

埼玉県 書店員になりたい。 あいら 13

埼玉県 長野県警山岳遭難救助隊になって楽しい登山をしてもらいたい wingbrigh 13

埼玉県 白馬の王子様に出会いたい！ メルヘン・エッグ 13

埼玉県 副部長として部を支え、部長を手助けできる存在になる！ さやか 13

埼玉県 皆を元気に、笑顔に出来るドルフィントレーナー Ai 13

埼玉県 サエの字になりたい 女神 14

埼玉県 好きな事を好きなだけやりたい みお 14

埼玉県 飛びたい　飛びたあああああああああい Queen 14

埼玉県 ボウリング選手になること。楽しく面白く生きる！ たなちゃん 14

埼玉県 僕は動物園の飼育員になるよ。 ホッチャン 14

埼玉県 自由に生きたい　だれにもしばられずに MK 14

埼玉県 人のためになる仕事をしたい みさき 14

埼玉県 自由に生きる やる気なっしー 15

埼玉県 楽しく生きる！！ かのん 16

埼玉県 保育系の仕事につきたい ツユハ 16

埼玉県 すきなことをすきなだけやりたい 自由人 17

埼玉県 おいしいものをたくさん食べる　音楽産業の発展を目指す アミ 18

埼玉県 広王の家臣になりたい ウォズ 18

埼玉県 IT系の会社に就職しながら小説をかく。デビュー出来たら、いつかは映画化やドラマ化されて大好きな俳優さんに 櫻葉ゆう 19

埼玉県 にほんをうらからぎゅうじる なおや 22

埼玉県 Jリーグに出たい 中遥 ー

埼玉県 アイスクリームやさんとケーキやさんになりたいな ー ー

埼玉県 アイスクリームやさんになりたい。 みほ ー

埼玉県 アイドルになりたい。 木村美央 ー

埼玉県 家を建てたい ー ー

埼玉県 いしゃとシンデレラになりたい せいのはる ー

埼玉県 医者になりたい 中村 ー

埼玉県 いばらき県を人気ランク最下位からだっしゅつさせたい。 寛子 ー

埼玉県 宇宙旅行に行ってみたい！ のもゆ ー

埼玉県 おおがねもちになりたい きど　けんご ー

埼玉県 おおがねもちになりたい きよあき ー

埼玉県 大きくなったら東京に住んでいろいろなことをしたい M ー

埼玉県 おおきくなったらほいくえんのせんせいになりたい。 りの ー

埼玉県 大人になりたい あおい ー

埼玉県 お休みの日もあるよ ー ー

埼玉県 かめんらいだーになる らいき ー

埼玉県 キレイな場所をカメラでとってしにはる人。 加藤　くるみ ー

埼玉県 けーきやさんになりたい ふみえ ー

埼玉県 ゴジラのおもちゃをつくれるように。 まさむね ー

埼玉県 コンビニのパートになりたい（マックのうけわたしもOK） 1027YUSaYa ー

埼玉県 さーかあせんしょ おざき　ふみや ー

埼玉県 サッカー選手になれますように 菊地莉翔 ー

埼玉県 サッカー選手 りゅうきくん ー

埼玉県 サッカーせん手になりたい こう ー

埼玉県 さっかあせんしゅになりたい。 りゅうた ー

埼玉県 実況者　色々なゲームをしてお金をもらいたい のろゴン ー

埼玉県 じどうかんしょくいんになりたい かりんとう ー

埼玉県 じょおうになりたい らん ー

埼玉県 女子プロ野球の選手になりたい！ 凛華 ー

埼玉県 ジョッキーになりたい 海穏 ー

埼玉県 女優になりたい ー ー

埼玉県 新体そうのせんしゅになりたいです。 みーちゃん ー

埼玉県 すきなひととけっこん ー ー

埼玉県 せぶんいれぶんではたらきたい 畑田　享祐 ー

埼玉県 せんせいになりたい いのうえ　たける ー
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埼玉県 デザイナーになりたい きなこもち ー

埼玉県 テニスせん取になる。 にしっぴー ー

埼玉県 天才になりたい（頭の） 斉藤健太朗 ー

埼玉県 動物をすくう人になりたい。 心音 ー

埼玉県 日本一周の旅にいきたい きょうじ ー

埼玉県 はやく ー ー

埼玉県 バレーボールせんしゅ さっちゃん ー

埼玉県 パンやさんになりたい ゆういちろう ー

埼玉県 パン屋さんになりたい！ 里奈 ー

埼玉県 ファントミラージュになりたい かほ ー

埼玉県 ぷにぷにのシールを買いたい。 星SaYa ー

埼玉県 プリキヤ ー ー

埼玉県 プロサッカーせんしゅ しみ ー

埼玉県 プロ野球選手になりたい。 けん ー

埼玉県 べるになりたい ゆい ー

埼玉県 マッサージヤになりたい！ さいとうなのか ー

埼玉県 むっきむきになりたい 谷津 ー

埼玉県 ももたてすになりたい ー ー

埼玉県 遊園地を作りたい S・H ー

埼玉県 よしだたくみとあそべますように きゅうじろう ー

埼玉県 るるが ー ー

埼玉県 ー みのり ー

埼玉県 ー まりな ー

千葉県 仮面ライダージオウになりたいです。 ちかげ 3

千葉県 サンタさんになりたい！プレゼントをみんなにあげたい！ ゆうすけ 3

千葉県 パパにいなりたい りゅうま 3

千葉県 My mummy. I wanna be may mum. I wanna teach English like her! ULURU 4

千葉県 アイス屋さん ゆあゆあ 4

千葉県 ちょうちょになりたい ことちゃん 4

千葉県 でんしゃのうんてんしゅになりたい！ みなちゃん 4

千葉県 美容師になって家族の髪を切ってあげたい ようちゃん 4

千葉県 プリキュアになりたいです りあ 4

千葉県 アリエルになって1人で泳いでみたい！ こころ556 5

千葉県 仮面ライダービルドになりたい。 松下蒼太 5

千葉県 かんごしになれますように じゅり 5

千葉県 けーきやさん こまちゃん 5

千葉県 スーパーマンになりたい やまと 5

千葉県 ベジータになりたい！！ 栁沢来悟 5

千葉県 ランドセルを作ってたくさんの人に喜んでもらいたい アオP 5

千葉県 JAXAで働いてブラックホールの謎を解く じょう 6

千葉県 おとおさんしごと よしのけんたろう 6

千葉県 クレープ屋さんになりたいです。 さゆき 6

千葉県 さっかーせしゅになりたい はるき 6

千葉県 サッカー選手 ユウキ 6

千葉県 サッカー選手 ユウキ 6

千葉県 しょうぼうしになりたい そーめん 6

千葉県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい そうすけ 6

千葉県 水族館の仕事がしたい。 しずぽん 6

千葉県 たっきゅうせんしゅになりたい れい 6

千葉県 つよくなりたい にしみやはると 6

千葉県 動物の看護師さん しーちゃん 6

千葉県 バスケのせんしゅになりたい。 ぬまくらそう 6

千葉県 はなやさんになりたい はなか 6

千葉県 はなやさんになりたい ゆの 6

千葉県 ファッションデザイナー さゆり 6

千葉県 ペットショップの店員さん みゆみゆ 6

千葉県 物知り博士になりたい！！ おうた 6

千葉県 レゴブロックのひとになりたい りっか 6

千葉県 美味しいケーキが作れるケーキ屋さんになりたいです いちご 7

千葉県 おもちゃやになりたい のあ 7

千葉県 恰好いいパイロットになりたい！ はるくん 7

千葉県 からてがうまくなりたい。 きべせいご 7

千葉県 かんごしさんになりたい。 ゆめ 7

千葉県 恐竜博士になって、博物館で働きたい コアラちゃん 7

千葉県 ケーキやさんになりたい。 先 7

千葉県 ゲームのたつじんになりたいです。 武とうりゅう星 7
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千葉県 さかなやさんになりたい りく 7

千葉県 サッカー選手になってたくさんシュートをきめる！ こうしろう44 7

千葉県 さっかーせんしゅになりたい かいと 7

千葉県 サッカーせんしゅになりたいです！ 前花はる 7

千葉県 しゅわつうやくしになって、みみのきこえないひととのかけはしになりたい あやな 7

千葉県 新体操の選手 あかりん 7

千葉県 先生になりたい。 角井瑛実楓 7

千葉県 大工 せな 7

千葉県 体そうせん手になりたいです。 三上陽茉理 7

千葉県 電車の運転士＆車掌さん Kai 7

千葉県 とうきょうおりんぴっくにでてメダルをいっぱいとりたい たかはる 7

千葉県 ドーナツやさんになりたい！ ぽのか 7

千葉県 はやくおとなになりたい つぐみ 7

千葉県 ふねのせんちょう 上原けい佑 7

千葉県 プロやきゅうせんしゅ なかむらりくと 7

千葉県 ペットショップノテエインにナリタい ♡なこ 7

千葉県 ほいくえんのせんせい おおのありさ 7

千葉県 ほいくえんのせんせい たにゆあ 7

千葉県 みんなのてつだいをしたいです。 こうすけ 7

千葉県 レゴでもっとすごいものをつくりたい。 げん 7

千葉県 家を直す大工になってあばあちゃんの家を直してあげたい るる 8

千葉県 医者になりたい。 ヤカト 8

千葉県 空手のせん手 大野巧翔 8

千葉県 救急救命医になりたい りぼんちゃん 8

千葉県 栗原慧さんのように『昆虫写真家』になりたい！ いっくん 8

千葉県 けいさつかんになりたい。 まつ 8

千葉県 ケーキやさんになりたい 上野千ひろ 8

千葉県 ゲームクリエイター あきまさ 8

千葉県 サーファー 新井来夏 8

千葉県 サッカー選手 あゆあゆ 8

千葉県 ショコラティエになりたい ゆうじん 8

千葉県 先生になりたい！！ 井上ゆな 8

千葉県 たいそうせんしゅになりたい。 おうき 8

千葉県 鉄道の仕事がしたい たかぴさ 8

千葉県 任天堂で働く まちゃ 8

千葉県 はやく、調理人になりたいです。 りょうた 8

千葉県 ピアニスト ゆずの 8

千葉県 びょういんのひとになりたい。 いっしん 8

千葉県 ペットショップの人になる えざわはな 8

千葉県 ライフセーバーになりたい ユータ 8

千葉県 いしゃになりたい。 ピーチ 9

千葉県 お薬の研究をする人 あきら 9

千葉県 お父さんのようなコックさんになりたい！ まっぴぃ 9

千葉県 学者になりたい れいちゃん 9

千葉県 かんごし、もしくは医りょう系の仕事に入りたいです！！ なっちゃん 9

千葉県 キャンピングカーを買って日本をまわってみたい。 ゆうとん 9

千葉県 ゲーム大好きなのでゲームクリエイターになりたい！！ こた 9

千葉県 サッカー選手になりたい。 佐々木蒼空 9

千葉県 スケボーせん手になれますように 栁沢ひゅうご 9

千葉県 バレリーナ ゆな 9

千葉県 美ようしになりたい。 もも 9

千葉県 ピアニストになりたい ももか 9

千葉県 フライトドクターになってたくさんの命を救いたい。 ユイP 9

千葉県 保育士 池野ゆず 9

千葉県 マンガ家 市東き新 9

千葉県 マンガ家になりたい！！ くのいち 9

千葉県 モデルの仕事がふえるようにしたい！ まるラン 9

千葉県 りくじょうがとくいになること レモン 9

千葉県 八村るいみたいにダンクシュートをいれてみたいです！ ゆーちゃん 10

千葉県 科学者 太希 10

千葉県 けいさつかんになりたい あさひ 10

千葉県 高専に入って将来人の役に立つロボットを作りたい。 しづき 10

千葉県 しょう来のゆめ自分にまかせる たいち 10

千葉県 しょう来のゆめは、しょう来の自分にまかせる。 らいき 10

千葉県 しょくぎょうにつきたいです けんぞう 10

千葉県 スポーツトレーナーになりたい 天馬 10
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千葉県 テレビに出たいです。 わこ 10

千葉県 バスケの選手 浜畑蒼 10

千葉県 パティシエになりたい！ まふまふ 10

千葉県 パンやさんになりたい 井上さら 10

千葉県 プロ野球選手 アッキ 10

千葉県 有名人になりたい りょうま 10

千葉県 りょうしにいなりたい まつしたけんた 10

千葉県 新幹線の運転士になりたい！ 峻きち 10

千葉県 医者になりたい りんりんころりんプー 11

千葉県 音楽家になりたい ちくわⅡ星人 11

千葉県 海上保安官になりたい くしろ丸 11

千葉県 かんごしになりたい。 岩間ゆな 11

千葉県 気象予報士になりたい はるはる 11

千葉県 作家 トゥン 11

千葉県 美容師になりたい 生嶋愛子 11

千葉県 フラガールになりたい あんな 11

千葉県 プロバスケットボールチーム、千葉ジェッツふなばしの通訳になりたい！ ゆっぴぃ 11

千葉県 プロ野球選手！広島カープの投手になって165キロの投球 ミクティ 11

千葉県 保育士 君塚つむぎ 11

千葉県 マンガ家になりたい 松下航太 11

千葉県 ユーチューバーになって目に見えない障碍の事を知ってもらいたい としっち 11

千葉県 新聞記者 和佐田真理子 11

千葉県 嵐のみんなにたん生日をディズニーシーで祝ってほしい！（乗り物と食事をしたい） サーバル 12

千葉県 イラストレーターとマンガ家になりたい！ 栁沢空愛 12

千葉県 イラストレーターになりたい！！ ミライ 12

千葉県 性別を乗りこえて世界中のみんなを笑顔にできる、すとぷりのメンバーになりたい！！未来のすとぷりメンバー ぱすてる 12

千葉県 トリマーになりたい 永久 12

千葉県 美容師になる！ さくらんぼ 12

千葉県 フラダンサーになりたい！ハワイに行きたい！ じゅんな 12

千葉県 ポケモンのリーリエ役の声優になりたい（ファミマでアルバイトしないと、ファミチキ食べ放題） リーリエ 12

千葉県 薬剤師 みーちゃん 12

千葉県 私の夢は、宇宙飛行士でそ！ マルケシ霧雨魔理沙 12

千葉県 私はスナイパーになりたい 一六夜咲夜 12

千葉県 およめさん 小林みのり 13

千葉県 ダンサーになりたい！！ S.A 13

千葉県 マンガ家になりたい！！ 君塚栞菜 13

千葉県 韓国に住みたい ほさくら 14

千葉県 お習字の先生になって御朱印を書く人になりたい みやび＠チョコミ党 15

千葉県 警察官に絶対なる！ たいぞう＠チョコ党 17

千葉県 世界征服する！ でぼー 18

千葉県 結婚して幸せに暮らす。 さったん 18

千葉県 一生遊んで暮らしたい。 おかん 20

千葉県 芸能事務所で働きたい！！多くの人を笑顔にしたい！！ みさちん 20

千葉県 ロンドンの公園で家族とピクニックしたい！ トモママ 40

千葉県 カフェの店員になりたい！ 田中瑠那 ー

東京都 いいおとなになる わく 0

東京都 けんこうな人 いっさ 0

東京都 100さいまで生きる。 ハーちゃん 1

東京都 あんぱんまん りんと 1

東京都 アンパンマンになりたいな♡ ちおり 1

東京都 大きくなる 直将 1

東京都 元気に大きくなる。 はるか 1

東京都 サッカーせんしゅ かほ 1

東京都 消防士さんになりたいです ー 1

東京都 しんかんせんになりたい りく 1

東京都 好きなことを一所懸命やりたい。 まな 1

東京都 スポーツせんしゅになるぞ！ おう 1

東京都 ダンスの先生になりたいです。 咲舞 1

東京都 でんしゃのうんてんしゅになりたい たかひろ 1

東京都 ナースマン ヨッシー 1

東京都 はたらくのりものをうんてんしたい かいり 1

東京都 バレエをおどれるようになりたい!! まや 1

東京都 パンやさんになりたい ふみひこ 1

東京都 プリンセス♡ ちよの 1

東京都 プロゴルファー ゆうと 1

東京都 ほいくえんでたくさんおともだちできますように かずき 1
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東京都 まひに負けずに楽しく生きる！ ともたろう 1

東京都 ミッキーとミニーとたくさん会えますように みはる 1

東京都 ♡アンパンマンになりたい♡ こころ 2

東京都 あしかさん はるひこ 2

東京都 アリエル かほ 2

東京都 アリエルにあいたい こうすけ 2

東京都 アンパンマン りお 2

東京都 あんぱんまんになりたい まこ 2

東京都 アンパンマンになりたいな♡ こう 2

東京都 えすえるのうんてんしゅ こーちゃん 2

東京都 おいしゃさんになりたい さゆり 2

東京都 大きくなったら☆美食家☆になる！！ 唯 2

東京都 大きくなりたい ゆうき 2

東京都 おねえちゃんになりたい さゆり 2

東京都 おひめさまになりたい まお 2

東京都 おひめさまになりたい。 みなみ 2

東京都 おひめさまになりたい。 みちる 2

東京都 カメラマンになりたい。 かほ 2

東京都 仮面ライダーになりたい！ ゆうた 2

東京都 きょうりゅうはかせになりたい! そうし 2

東京都 キラキラになりたい なおき 2

東京都 グローバルなおしごとしたいです！ はやさかれい 2

東京都 元気に大きくなってね！ こはる 2

東京都 ごがくりょくがうまくなりますように♡ Kate 2

東京都 コキンちゃんになりたい♡ ゆき 2

東京都 昆虫ハカセ コイズミヒロト 2

東京都 サスケになりたい ゆうま 2

東京都 自分もみんなもいつも笑顔で楽しく元気に過ごします。 syunto 2

東京都 しょうぼうしさんいなりたいです ゆうすけ 2

東京都 しょうぼうしさんになりたいです。 おーすけ 2

東京都 たくさんたべたい みわ 2

東京都 ダンサーになりたい たいき 2

東京都 小さいブドウをいっぱい食べたい こお 2

東京都 どらえもん りょうた 2

東京都 バイオリンをひきたい。 こっこ 2

東京都 はやぶさにのりたい！ ゆうと 2

東京都 はやぶさの運転手さんになりたい。 あらた 2

東京都 パンダみたいにやさしい子になる さき 2

東京都 パンやさん なかむらひとや 2

東京都 パンやさんにないたい はるか 2

東京都 ピンクが大好き コウノナナミ 2

東京都 プールい入る まこ 2

東京都 プリキュアになりたい ー 2

東京都 ほんやさんになりたいです。 ひなた 2

東京都 よちえんに行きたい かのこ 2

東京都 リュウソウジャーになりたい りゅうくん 2

東京都 ー そうた 2

東京都 ー はるの 2

東京都 アイスクリームやさんになりたいな よつやなぎ　さくら 3

東京都 あいすくりーむやになりたい こう 3

東京都 あいすたべたい しゅうま 3

東京都 アイスやさん じょういちろう 3

東京都 アイスヤサんになりたい。 なかむらひろおみ 3

東京都 アイスやさんになりたい♡ ちえ 3

東京都 アイスをいっぱい食べたい！！ なつき☆ 3

東京都 アナと雪の女王のエルサ ヒナコ 3

東京都 アンパンマンになってドキンちゃんとあそびたい クルクル 3

東京都 あんぱんまんになりたい あおい 3

東京都 アンパンマンになりたい!! ゆいか 3

東京都 いっぱいおもちゃがほしい けんと 3

東京都 うちゅうじんになりたい れい 3

東京都 うちゅうにいきたい みずま 3

東京都 ウルトラマンになりたい。 光星 3

東京都 ウルトラマンになりたい。 ともき 3

東京都 うんてんしゅさんになりたい こうせい 3

東京都 エルサとおさかなになれますように。 ゆうあ 3
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東京都 エルサになりたい みゅう 3

東京都 エルサになりたい 嘉数さら 3

東京都 おいしゃさんになる つばき 3

東京都 おえかきの人 けいご 3

東京都 おおきいこになる ゆうな 3

東京都 大きくなったらプリキュアになりたいです。 みのり 3

東京都 大きくなる けいし 3

東京都 おにいちゃんみたいになりたい！ うた 3

東京都 おひめさま ひなの 3

東京都 おひめさまになります！ いしいあや 3

東京都 おまわりさんになりたい めぐ 3

東京都 かいじゅうをやっつけるおしごとをしたい ひろき 3

東京都 かいとうらんまがほしい おだはらいつき 3

東京都 がくしゃさんになりたい ませこうき 3

東京都 かにになりたい。 りく 3

東京都 かめんライダー はると 3

東京都 かめんライダーカブトになりたい あむ 3

東京都 かめんらいだあじおうになりたい しゅん 3

東京都 かめんライダージオウになりたい！！ せいたろう 3

東京都 仮面ライダーになりたい はるゆき 3

東京都 カメンライダーになりたい！ りひと 3

東京都 木十今合 ゆうと 3

東京都 救急車の運転手さんになりたいです！ かえで 3

東京都 車 ライインシュウ 3

東京都 くるまみなりたいです ここね 3

東京都 けいさつかんになりたい ゆきや 3

東京都 ケーキやさんになりたい ゆら 3

東京都 ごはんをいっぱいたべたい いぶき 3

東京都 シーちゃんとショウちゃん 健康に成長するように シーちゃん 3

東京都 ジャイアンと一緒に小指をたてて歌いたい あらたのすけ 3

東京都 ジュースやさん かんた 3

東京都 シンカリオンになりたーい！！ そうすけ 3

東京都 シンカリオンになりたいです。 そういち 3

東京都 シンデレラになりたい♡ さな 3

東京都 ズーキーパーになりたい。 Ｒｙｏｔａ 3

東京都 スパイダーマンになりたい！！ Haruki 3

東京都 せんたいになりたい なおと 3

東京都 たくさん食べて大きくなる あーたん 3

東京都 楽しいことをたくさんしたい。 りか 3

東京都 チョコになりたい。キキになりたい いちか 3

東京都 つよくなりたい ながいゆうぜん 3

東京都 でんしゃとくるまのうんてんしゅ ともき 3

東京都 トーマスになりたい ありさ 3

東京都 ドラえもんになりたい ほのか 3

東京都 バナナとみかんたべたい ぶんた 3

東京都 パパになりたい あきもとおうた 3

東京都 バレエがじょうずになりたい れん 3

東京都 バレエのせんせいになりたい ももか 3

東京都 パン屋さんになりたい!! あずさ 3

東京都 ヒーローになる わたる 3

東京都 びょういんではたらきたい ひかり 3

東京都 病院の先生になったら注射をしてみたい ゆえこ 3

東京都 ビルドになりたい さく 3

東京都 ふうせんやさんになりたい ちえ 3

東京都 プリキュア みやざきりお 3

東京都 プリキュアになりたい ななみ 3

東京都 プリキュアになりたい かすみ 3

東京都 プリキュアになりたい あかり 3

東京都 プリキュアになりたい。 はるか 3

東京都 プリキュアになりたい♡ あおい 3

東京都 プリキュアになりたい♡ きみか 3

東京都 プリンセス かんな 3

東京都 プリンセス みつえ 3

東京都 プリンセスになりたい あおい 3

東京都 プリンセスになりたい♡ らん 3

東京都 プリンセスになりたい♡ ゆい♡ 3

90



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

東京都 プロゴルファー！！ママになる！！ ゆうな 3

東京都 フワフワになりたい 田中悠真 3

東京都 ベルみたいなプリンセスになりたいです。 みおり♡ 3

東京都 ほいくえんのせんせい あおい 3

東京都 本をつくるひとになる だいすけ 3

東京都 まーちゃんおーちゃんにあいたい あいり 3

東京都 マイメロちゃんになっておねえさんのとなりでおどりたい おおぬまみき 3

東京都 まことお兄さんになる ひかり 3

東京都 野球選手になりたいです 一也 3

東京都 ラプンツェルになりたい。 あやか 3

東京都 ランドセルをしょってがっこうにいきたい ひるましおり 3

東京都 リュウソウジャーになりたい ゆうが 3

東京都 ルパンレッドになりたい りょうすけ 3

東京都 ー にあ 3

東京都 ー まこ 3

東京都 ー ここな 3

東京都 ー ゆず 3

東京都 ♡プリキュアになりたい♡ あかり 4

東京都 I want be pancer cocona 4

東京都 Ill fuilfu love you princess☆ HOSAKI 4

東京都 あいかつになりたい まな 4

東京都 アイスクリーム屋さんになりたい！！ ゆうひ 4

東京都 アイスやさん さいとうりんか 4

東京都 アイスやさん はるか 4

東京都 アイドルになりたい はるか 4

東京都 あいどるになりたいです はるか 4

東京都 あいるみたいになりたい とみざわあおい 4

東京都 アナと雪の女王になりたいな！ ほのか 4

東京都 いつかバスケできますように はるいえいと 4

東京都 うちゅう人 りんたろう 4

東京都 ウルトラマンギンガみたいに強くなる！ いちかわえいと 4

東京都 ウルトラマンタイガになる。 あつじろう 4

東京都 うルとラまんになりたい あつと 4

東京都 うるとらまんになりたい かきひでかず 4

東京都 ウルトラマンになりたい！ ゆうた 4

東京都 ウルトラマンになる しゅうと 4

東京都 うるとらまんになる みゆ 4

東京都 ウロトラマンになりたいです。 ゆう大 4

東京都 うんてんしになりたい あきひさ 4

東京都 絵がうまくなりたい。 ふくおかみさき 4

東京都 駅長になりたい Sora 4

東京都 エルサになりたい みさき 4

東京都 エルサになりたい いと 4

東京都 エルサみたいになりたい ともこ 4

東京都 おいしゃさんになりたい ゆうか 4

東京都 おいしゃさんになりたいです まり 4

東京都 大きくなったら画家になりたい まとうじゅん 4

東京都 おおきくなったらリュウソウジャーになりたいよ。 はる 4

東京都 おかあさんになりたい すみれ 4

東京都 おかあさんになりたい。 あゆみ 4

東京都 おじいちゃんみたいになりたい ゆうと 4

東京都 おそうじやさん たかひさ 4

東京都 おとな ー 4

東京都 おばけのようふくやさんになりたい ゆり 4

東京都 おはなやさん まい 4

東京都 お花やさんになりたい りお 4

東京都 おひめさま おくやまなつめ 4

東京都 おひめさま えと 4

東京都 おみせのひとになりたい ー 4

東京都 おもちゃやさんになりたい。エグゼイドにもなりたい。 はると 4

東京都 お金もち モウエイサン 4

東京都 かいぞく はるき 4

東京都 カメンライダーエグゼイドになりたい てつし 4

東京都 仮面ライダー電王になりたい ゆずき 4

東京都 カメンライダーになりたい トウマ 4

東京都 かめんらいだーになりたい。 まこと 4
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東京都 かわいいケイサツになりたい♡ なお 4

東京都 かんごしになりたい りっちゃん 4

東京都 かんごしになりたい！ ひろと 4

東京都 ガンダムになりたい！！ 小林そうじろう 4

東京都 きしりゅうになりたい！ よしはる 4

東京都 キュアコスモになりたい あき 4

東京都 きゅうきゅうたいいんになりたい りりか 4

東京都 きょうりゅうじゃーになりたい かずと 4

東京都 きょうりゅうじゃーになりたい たくと 4

東京都 きょうりゅうに会いたい あおい 4

東京都 きょうりゅうはかせ ー 4

東京都 けいさつ りょうすけ 4

東京都 けいさつかんになりたい ありさ 4

東京都 けいさつかんになりたいです がく 4

東京都 けいさつかんになりたいです。 さきやまかんた 4

東京都 けいさつの人 りんたろう 4

東京都 けーきやさん あすか 4

東京都 ケーキやさんになりたい しおり 4

東京都 ケーキ屋さんになりたい えれな 4

東京都 ケーキやさんになりたい さのことは 4

東京都 ケーキやさんになりたい かほ 4

東京都 けーきやさんになりたい ほの 4

東京都 ケーキやさんになりたいです♡ さとうあいり 4

東京都 ケーキやさんになる。 あゆ 4

東京都 ケーキやさんになるぞー！！ のりこ 4

東京都 けきやさんになりたいです あかり 4

東京都 こうさくするひとになりたい ともみ 4

東京都 サッカーせんしゅ はやしそうく 4

東京都 サッカー選手になりたいな はるはる 4

東京都 サッカーの日本代表になりたい だいちゃん 4

東京都 ジオウになる！ まーくん 4

東京都 じがよめるようになりたい かずま 4

東京都 しょうぼうし けいと 4

東京都 しょうぼうし ふく 4

東京都 しょうぼうし まほ 4

東京都 しょうぼうし だいご 4

東京都 しょうぼうし なかむらあおし 4

東京都 しらゆきひめになりたい みさき 4

東京都 しんかんせんうんてんしゅ さとう 4

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたい Ibuki 4

東京都 しんかんせんののりたい かなと 4

東京都 すけいとやりたい なりせ 4

東京都 すたーとぅいんくるぷりきゅうあ みずき 4

東京都 スタイリストさん ちづる 4

東京都 せんせいになりたい れな 4

東京都 ちょこれーとやさんになりたいな みや 4

東京都 でんしゃなりたい そうた 4

東京都 でんしゃのうんてんしゅさんになること よしのともひと 4

東京都 トーマス あきと 4

東京都 とけいやさんになりたい かねそら 4

東京都 トッキュウジャーになってわるものとたたかう すばるん 4

東京都 トミカのめいじんになる ゆうのすけ 4

東京都 にじいろになりたい かえで 4

東京都 にんじゃ たすくん 4

東京都 にんじゃになりたい！ たくま 4

東京都 にんじゃになりたい。 ゆとく 4

東京都 ぬりえが上手になりたい。 りんか 4

東京都 パイロットになりたい かずき 4

東京都 パティシエになりたい！！ ひなこ 4

東京都 パトカーをうんてんしたい くるみ 4

東京都 はやくはしれるようになりたい しょうた 4

東京都 バレリーナ まり 4

東京都 パン屋さん さくら 4

東京都 ぱんやさんになりたい まき 4

東京都 ビルドになりたい なおき 4

東京都 ぷりきゅあがすき はるひ 4
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東京都 プリキュアになってわるいやつをやっつけるひとになる！！ ここな 4

東京都 プリきゅあになりたい いおり 4

東京都 プリキュアになりたい ゆずき 4

東京都 プリキュアになりたいです とあ 4

東京都 プリキュアになりたいです れいか 4

東京都 プリキュアになる ー 4

東京都 プリンセス まなみ 4

東京都 ぷりんせす りん 4

東京都 プリンセスになりたい こはる 4

東京都 プリンセスになりたい さきこ 4

東京都 プリンセスになりたい あき 4

東京都 プリンセスになりたい！ もちづきかえで 4

東京都 ほいくえんのせんせい あゆ 4

東京都 ぼうけん化、けーきやさん ありさ 4

東京都 まいめろになりたい なつは 4

東京都 まま まこ 4

東京都 ママのお仕事を手伝いたいからご飯屋さん セイカイブラザーズ 4

東京都 みさきちゃんになりたい ごしまあやか 4

東京都 みた線のうんてんしゅになりたい ー 4

東京都 みんなを幸せにできるケーキ屋さん。 あいみりえ 4

東京都 やきゅうせんしゅになりたい ゆうな 4

東京都 やきゅうせんしゅになりたい！ あきと 4

東京都 優しい女の子になりたい アリエル 4

東京都 ようせいになりたい きょうの 4

東京都 リュウソウブルーになりたいです。 大地 4

東京都 ルパンXになりたい！！ よりまさ 4

東京都 れーしんぐかーのどらいばー ー 4

東京都 ろけっとにのりたい しもかわはらひかる 4

東京都 ー たかしまユウ 4

東京都 ー なみ 4

東京都 ー じん 4

東京都 ー けんと 4

東京都 100たてのビルを作りたい ちゅうあん 5

東京都 あいすくりーむやさん みらい 5

東京都 アイスクリーム屋さん ー 5

東京都 あいすやさんになりたい りな 5

東京都 あいすやさんになりたい あいと 5

東京都 あいすやさんになりたい たなかあかり 5

東京都 あいすやさんになりたい みながわりお 5

東京都 あいどるになりたい ちえ 5

東京都 アイドルになりたい！ なかじょうあんな 5

東京都 あいどるになりたい！ ゆうか 5

東京都 あいどるになる ここな 5

東京都 朝活を楽しむ れん 5

東京都 あしがはやくなりますように はな 5

東京都 あたまがよくなりたい けた 5

東京都 アナウンサーになりたい まつしまあいり 5

東京都 あんじゅになりたい ゆな 5

東京都 家を買いたい こうのすけ 5

東京都 医者さんになりたいです。 ともき 5

東京都 いちごのケーキやさんでみんなでニコニコえがおにしたい！ りみ 5

東京都 いちばんえらいひとになりたい のおらたいが 5

東京都 いらすとれーなーになりたい ほのか 5

東京都 うちゅうせんたいきゅうれんじゃーになりたい しょうた 5

東京都 うちゅうひこうしになりたい たいし 5

東京都 うちゅうひこうしになりたい！ みーたん 5

東京都 うるとらまん ー 5

東京都 ウルトラマンになりたい たかし 5

東京都 うるとラまんるーヴ あおと 5

東京都 うんてんしさんになりたい あおば 5

東京都 えがじょうずになりたい みさき 5

東京都 えるさになりたい まな 5

東京都 エルサになりたい こころ 5

東京都 エルサになりたい いと 5

東京都 美味しいアイスやさん ひか 5

東京都 おいしゃさんいなりたい ゆりこちゃん 5
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東京都 おいしゃさんになりたい しおり 5

東京都 おいしゃさんになりたい さやか 5

東京都 おいしゃさんになりたい あおい 5

東京都 おいしゃさんになりたいです。 りり 5

東京都 おいしゃさんになる けい 5

東京都 おうがねもちになりたい さとる 5

東京都 おおきくなたらもでるになりたいです。 おおひらあゆみ 5

東京都 おおきくなったらあいすくりーむやさんになりたい まえだしおり 5

東京都 大きくなったらキリンの世話をする人になりたいです☆ イロッペ 5

東京都 おおきくなったらさっかーせんしゅになりたいです。 ー 5

東京都 おおきくなったらとびばこがじょうずにとべるようになりたい はるま 5

東京都 おおじさまになること もりたりきと 5

東京都 オーるらひめになりたい さゆな 5

東京都 オーロラ姫になりたいです RINA 5

東京都 おかあさんになります あいか 5

東京都 お母さんになる ー 5

東京都 おかねもち くうと 5

東京都 おきくならたあいすやさんになりたい こばやしきこ 5

東京都 おくすりやさんになりたいです なおこ 5

東京都 おしめさまになりたい あかね 5

東京都 おすやさんになりたい たまき 5

東京都 おとなになったらぱてしぇになりたい わたなべあやな 5

東京都 おはなかさんになりたい みゆ 5

東京都 おハなやさん しおちゃん 5

東京都 おはなやさんになりたい はしいみか 5

東京都 おはなやさんになりたい のえ 5

東京都 おはなやちん あいか 5

東京都 おひめさま せいのひな 5

東京都 おひめさまになってかわいいドレスがきたい ー 5

東京都 おぼうさんなれまように みや 5

東京都 科学者になりたい ー 5

東京都 か学者になる そうた 5

東京都 火山が見たいです！ ゆうせい 5

東京都 かじをけした ちえ 5

東京都 カップケーキやさんになりたい あい 5

東京都 かんごし りんか 5

東京都 かんごし あやの 5

東京都 かんごしになりたいです。 まお 5

東京都 ガンバライジングカードのゲーマーになりたい しゅう 5

東京都 がんばりたいけんきやさん りな 5

東京都 キューレンジャーのシンレッドになる！ そうた 5

東京都 きょうりゅうはかせになりたい あおと 5

東京都 きょうりゅうをみたい ますいげんき 5

東京都 くろうるがおよげるようになりたい ひまり 5

東京都 くろーずかめんらいだー よういちろう 5

東京都 けいきやさん えばとなぎこ 5

東京都 けいさつかん すずきなぎ 5

東京都 けいさつかんになりたい だいご 5

東京都 けいさつかんになりたい はるま 5

東京都 けいさつかんになりたい たくみ 5

東京都 けいさつかんになりたい。 さくらいまさゆき 5

東京都 けいさつになりたい ゆいう 5

東京都 ケーキ作り、髪切り屋さん 菜々美 5

東京都 けえきやさん 中田りのん 5

東京都 けーきやさん ひまり 5

東京都 ケーキやさん きえ 5

東京都 ケーキやさん みつき 5

東京都 けーきやさんになりたい ゆめか 5

東京都 ケーキやさんになりたい かくちゆうな 5

東京都 けーきやさんになりたい！ さあや 5

東京都 ケーキやさんになりたい。 ゆうし 5

東京都 ケーキやさんになれますように りよ 5

東京都 ケーキをつくる人になりたい。 かな 5

東京都 けきやさん ほかりえな 5

東京都 けんじさんになりたい！！ じゅんせい 5

東京都 こうえんいきたい ゆういち 5
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東京都 コックさんになりたい ゆうか 5

東京都 さっかあせんしゅになりたい だいすけ 5

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 りいさき 5

東京都 サンタさんになりたい けん 5

東京都 しいくさんになりたい はるなり 5

東京都 しぇふ 正宗 5

東京都 じがじょうずになりますように ゆうり 5

東京都 ジャニーズにはいりたい きたにしかなと 5

東京都 しょうぼうし とも 5

東京都 しょうぼうしになりたい。 ゆうしろう 5

東京都 しょうぼうしになりたい。 ともひろ 5

東京都 しょうぼおしになりたい きよまさ 5

東京都 しんかんせんのうんてんし えいと 5

東京都 しんかんせんのうんてんしさん りく 5

東京都 しんかんせんのうんてんしになりたい。 ゆうだい 5

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたい たいら 5

東京都 しんかんせんのうんろんしになれますように ゆうり 5

東京都 新幹線の車掌さんになりたい 晃靖 5

東京都 ストライダー上達 れん 5

東京都 すぽーつせんしゅ かいと 5

東京都 すみんぐせんしゅ ちー 5

東京都 世界一の空手せんしゅになる！ ひなた 5

東京都 せかいじゅうのしゃしんをとりたい ひろみ 5

東京都 せかいちのからてせんしゅ ひなた 5

東京都 背が高くなりますように そう 5

東京都 そーわの水族館ができたら見に行きたい。 けーた 5

東京都 大工さん けいた 5

東京都 大好きなお姉ちゃんとずっと一緒にいられますように。 Mami 5

東京都 たのしいところにいきたい あゆみちゃん 5

東京都 たひにいく よこさわあらた 5

東京都 テレビにでたい！ たつゆき 5

東京都 テレビに出る人 つーちゃん 5

東京都 てれびにでるひと りじえは 5

東京都 とうかいどうしんかんせんのうんてんしになりたいです。 なおと 5

東京都 どうぶくのびようしになれますように だいご 5

東京都 どうぶつのおいしゃさんになりたい やまと 5

東京都 トマス りっくん 5

東京都 にんじゃ かける 5

東京都 はいしゃさんになりたい。 かほ 5

東京都 パイロットになりたい しゅうま 5

東京都 バスのうんてんしになりたいです！ なおき 5

東京都 パトカーになりたい かしまれん 5

東京都 パパみたいな人になりたい ひろ 5

東京都 はやくおおきくなれますように… なっちゃん 5

東京都 ぴざやさんになりたい こみやはるか 5

東京都 ひでよみたいになる ゆうひ 5

東京都 びょういんやさん かほ 5

東京都 ファントミラージュになりたい れい 5

東京都 ふぁんとみらーじゅになりたい はづき 5

東京都 フぃギゅあスケーターになりたい ゆな 5

東京都 プールで潜れるようになる れん 5

東京都 プールにもぐれるようになりた けんいち 5

東京都 プリキュアになりたい ももな 5

東京都 プリキュアになりたい ゆう 5

東京都 プリキュアになりたい なのは 5

東京都 プリキュアになりたい ゆい 5

東京都 プリキュアになりたい！！ ー 5

東京都 ぷりきゅわになりたい わかな 5

東京都 ぷりんせすになりたい きい　ミサキ 5

東京都 プリンセスになりたい ななか 5

東京都 ペットショップ あやか 5

東京都 ペットショップになることあとあかちゃんかいにやさしくれきますように れいな 5

東京都 ペットやさんになりたい いぶき 5

東京都 べるになりたい 永井友菜 5

東京都 ほいくえんのせんせい ゆきあ 5

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい。 ひかり 5
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東京都 ぼくはおきくなたらやきゅうせんしになりたいでさ みちお 5

東京都 ポケモントレーナーになりたい!! かずあき 5

東京都 ぽけもんになりたい りょうすけ 5

東京都 ぽけもんますたー ようたろう 5

東京都 ぽけもんますたーになる えいと 5

東京都 星野源さんと東京ドームで、ドラムで一緒にステージに立ちたい。 ドラマー・コマッツォ 5

東京都 ぽっぷすたー まあさ 5

東京都 ポッポコーンやさん こうちゃん 5

東京都 ほんやさん いつき 5

東京都 ほんやさんになりたい なおき 5

東京都 まじょっこになりたい ゆうか 5

東京都 まっくのてんいんさん かみのしおり 5

東京都 まほうつかいになりたい。 まなみ 5

東京都 みにいになりたいです。 かん 5

東京都 ミニオンズになりたい こうちゃん 5

東京都 みにちゃんになりたい ちさ 5

東京都 みのりのゆめはけーきやさんになりたいです みのり 5

東京都 ミラはプりきゅあ りさこ 5

東京都 むしとりめいじん みりん 5

東京都 もでるとがか しずく 5

東京都 やくざいしになりたい しかゆうか 5

東京都 ようちえんのせんせい みーたん 5

東京都 ようちえんのせんせい えれな 5

東京都 幼稚園の先生でお花屋さんで髪切る人になりたい！ ゆい 5

東京都 ようふくやさんになりたいわ みさき 5

東京都 ラビューのうんてんしになる！ しゅうさく 5

東京都 らぷんつぇる むらいさつき 5

東京都 ランチやさんになります。 りん 5

東京都 りょうしになりたい きっぺい 5

東京都 るーるぱんなになる ゆり 5

東京都 レーサーになる りんたろう 5

東京都 ロケットになりたい ー 5

東京都 ロケットにのる　ママと結婚するデートする おおのゆうせい 5

東京都 ロボットをつくるひとになりたい 匠 5

東京都 ー ちさと 5

東京都 ー たかはし 5

東京都 15階立てで、アイスクリーム屋さんの入ってるお店屋さんになりたい！看板には虹のマークを入れる！ おおみずまさき 6

東京都 １おくまんいじょうほしい あおと 6

東京都 ６０めんそうになりたいな。 りね 6

東京都 F1かーの選手になれますように 平田　翔琥 6

東京都 I want be a Dinosaur. chloe 6

東京都 TOTOの社員になりたい。 たいし 6

東京都 あいすくりいむやさん つじゆうき 6

東京都 アイスクリームやさん ゆっきーな 6

東京都 あいすくりーむやさん まつさかさわ 6

東京都 あいすくりーむやさん おびかすみ 6

東京都 アイスクリーム屋さん まゆちゃん 6

東京都 アイスクリームやさんになりたい！！ まおまお 6

東京都 アイスクリームやさんになりたい。 あいり 6

東京都 アイスクリームやさんになりたい。 よくのみよくたべ 6

東京都 あいすくりーむやさんになりたいです。 ちょうすーはん 6

東京都 あいすやさん みこちいー 6

東京都 アイスやさん あおちゃん 6

東京都 あいすやさんになりたい。 なかがわゆい 6

東京都 あいどるに、なりたいです。 もうか 6

東京都 アイドルになりたい ありさ 6

東京都 アイどるになりたい ほりのうちゆづき 6

東京都 あいどるになりたい さくら 6

東京都 あいどるになりたい はやしらいす 6

東京都 あいどるになりたい みさき 6

東京都 アいどるになりたい りせ 6

東京都 アイドルになりたい。 れい 6

東京都 アイドルになりたいです かこ 6

東京都 あいどるになりたいです りお 6

東京都 あいどるになること うえださくら 6

東京都 あいどるになれますように。 ゆあん 6
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東京都 あおしょんかめんになりたい わかやまゆうた 6

東京都 アクセサリーヤサンになりたい えいた 6

東京都 あしがはやくなりたい まつだけい 6

東京都 あたしのゆめは、ミユヅかるスターになりたいです。 ろうえみり 6

東京都 あたまがよくなりたい うめ 6

東京都 あたまがよくなりたい。 たかあき 6

東京都 あなうさーになりたいです。 もりかわみゆう 6

東京都 アナウンサーになりたい れいか 6

東京都 アンパンマンミュージアムでだだんだんのふうせんがほしい えいた 6

東京都 いきせんせいみたいにがっこうのせんせいになりたいです！ ちひろ 6

東京都 いしゃ あかしるか 6

東京都 いしゃ さとうしおり 6

東京都 いしゃになりたい 中野ちせ 6

東京都 いっしゃ るか 6

東京都 いぬをかいたい そうすけ 6

東京都 イラストレーターになりたい れい 6

東京都 いるかのしいくいん しゅんたろう 6

東京都 うさぎのしいくいんになりたい あいな 6

東京都 うちゅうひこうし たなかそうすい 6

東京都 うちゅうひこうし　あいどる　ふくやさん はるか 6

東京都 うちゅうひこうしになってつきにいきたい こうたろう 6

東京都 うちゅうひこうしになりたい おせんべい 6

東京都 うちゅうひこうしになりたい。 たかあき 6

東京都 うちゅうひこうしになりたい。 マリオ 6

東京都 うちゅうひこうしばれりいなになりたいです。 すぎはらかほ 6

東京都 うでのいいりょうりにんになりたい ぶるうべりい 6

東京都 うんてんしゅう らくとう 6

東京都 うんてんしゅになりたいです かっきー 6

東京都 えかきさんになりたいです もりみつあつひろ 6

東京都 えかきになりたい めい 6

東京都 えかきやさんになりたい ゆいか 6

東京都 絵本さっかになりたい あおい 6

東京都 えほんさっかになりたい。 しず 6

東京都 えるさになりたい るいる 6

東京都 えるさになりたい みいる 6

東京都 おいしゃさん なっちゃん 6

東京都 おいしゃさんになったらかんじゃをたすけてみせる。 ゆいか 6

東京都 おいしゃさんになりたい ひろれっど 6

東京都 おいしゃさんになりたい なつ 6

東京都 おいしゃさんになりたい！ ゆうか 6

東京都 おいしゃさんになりたい。 じゅり 6

東京都 おいしゃさんになりたいです そういち 6

東京都 おいしゃさんになりたいです。 くーちゃん 6

東京都 おいしゃさんになりますように。 やんてんびん 6

東京都 おいしゃさんになれますように ひなた 6

東京都 おいしゃさんになれますように。 せきねひろふみ 6

東京都 おいしゃしゃん ゆうり 6

東京都 おおきくなったらあいすくりーむやさんいなりたい うさみきわこ 6

東京都 おおきくなったらアイスやさんになりたいです。 秋 6

東京都 大きくなったらえじそん。 あかり 6

東京都 おおきくなったらかがくしゃになる れお 6

東京都 大きくなったらかぶとむしになりたい 倫太朗 6

東京都 おおきくなったらからてせんしゅになりたい しほ 6

東京都 おおきくなったらくすりやさん きしだあこ 6

東京都
おおきくなったらくつやさんになって、ままや、パパにくつを、

つくってあげたい
ありさ 6

東京都 おおきくなったらケーキやさんになりたい まひろ 6

東京都 おおきくなったらだんすのせんせいになれますように。 すずきしゅう 6

東京都 おおきくなったらちゅがっこうのせんせいになりたい。 にしむらとうわ 6

東京都 おおきくなったらばれりーなになりたいです！ タナカチサト 6

東京都 おおきくなったらほいくしさんになりたい ちこらん 6

東京都 おおきなアイスをたべたい まるひと 6

東京都 おおなわせんしゅになりたい さき子 6

東京都 おかあさんになりたい。 かえる 6

東京都 おかしのくににいきたい ゆづき 6

東京都 おかねがほしい こうが 6
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東京都 おかねもちになりたい おかざきみつたか 6

東京都 おかねもちになりたい。 たつや 6

東京都 おかねもちになりたいです。 しゅんちゃん 6

東京都 おきくなたらあいどるになりたい いさな 6

東京都 おきくなたらびょういんのせんせい うけん 6

東京都 おしゃあやさんになりたいです。 まーちゃん 6

東京都 おすしやさんになりたい りょうたろう 6

東京都 おとなになったらほいくえんのせんせいになりたい。 しまづれあな 6

東京都 おはなさん しらとりかほ 6

東京都 お花やさん もにゃんこ 6

東京都 おはなやさんになりたい れな 6

東京都 おはなやさんになりたい おおたかかの 6

東京都 お花やさんになりたい。 中野ちせ 6

東京都 おはなやさんになりたいです やよい 6

東京都 おはなやさんになりたいなりたい。 えま 6

東京都 おはなやさんになりたいなりたい。 ひなみ 6

東京都 おもちゃうりばのひとになりたい。 りきや 6

東京都 おもちゃやさん くりさん 6

東京都 おもちゃをつくるひとになりたい ゆうき 6

東京都 おようふくやさん びーばー 6

東京都 おようふくやさんになりたい。 さあや 6

東京都 おようふくをつくるひと はなえ 6

東京都 おりんぴっくせんしゅになりたい！ みづき 6

東京都 おりんぴっくにでたい。 ただあずは 6

東京都 かーあーびー ゆうま 6

東京都 カーデザイナーになりたいです。 かつやまかなた 6

東京都 かいしゃのしゃちょうになりたい たけのぶ 6

東京都 かいじょうほあんかんになりたいです。 さとうゆ月 6

東京都 画家、サッカー選手、建物作る人、お風呂やさん ゆうやん 6

東京都 かがくしゃ。 外山つばさ 6

東京都 かがくしゃになりたい ゆま 6

東京都 かがぐやし おだりゆうと 6

東京都 がくしゃさん ませいつき 6

東京都 かしゅになりたいです すいか 6

東京都 がすとのうぇいとれすになりたい。 きょうこちゃん 6

東京都 かせきがほしいです そうた 6

東京都 かせきをはっくつをするひと しゅん 6

東京都 かせきをはっくつをするひと ドラえもん 6

東京都 かそうけんのひとになる ながのまひろ 6

東京都 がっこうのせんせい とよた 6

東京都 がっこうのせんせいになりたい せな 6

東京都 がっこうのせんせいになりたい。 ちさ 6

東京都 がっこうのせんせいになりたいです。 ゆう 6

東京都 かふぇやさんになりたい。 あいす 6

東京都 かぷけきやさんになりたい ときたれな 6

東京都 かめらまんになりたい！ たか 6

東京都 かめらまんのプロ 千草 6

東京都 かめんらいだあになりたいです ゆうせいくん 6

東京都 からてせんしゅになりたい たっかー 6

東京都 からてのせんしゅ じゅんや 6

東京都 かわいくなれますように ゆい 6

東京都 かわい人になりたい みみちゃん 6

東京都 かんがー やまもとなおや 6

東京都 かんごし はらぐちあさの 6

東京都 かんごしさん わたなべなこ 6

東京都 かんごしさん りい 6

東京都 かんごしさんになりたい。 ゆづき 6

東京都 かんごしさんになりたい。 りこ 6

東京都 かんごしさんになれますように。 のあ 6

東京都 かんごしになりたい にしむらはるか 6

東京都 看護師になりたい！！ セイラン 6

東京都 かんこしになりたいです かわのさら 6

東京都 かんごしになること おがたさり 6

東京都 看護師になれますように さかいかおる 6

東京都 かんごしになれますように これえだゆうな 6

東京都 きうじよたいん らく 6
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東京都 きしゅになりたい もりまさと 6

東京都 きしょうよほうしになりたい なおひさ 6

東京都 きしょうよほうしになりたい ピカピカ 6

東京都 きゃびんあてんだんと ゆずか 6

東京都 キャビンアテンダント わー 6

東京都 きゃびんあてんだんとになりたい すずか 6

東京都 キャビンアテンダントになりたい ゆう 6

東京都 キャビンアテンダントになりたい 優 6

東京都 キャビンアテンダントになりたい！ かえる 6

東京都 キャビンアテンドになりたい めみ 6

東京都 キャビンアテンドになりたい たかぎりお 6

東京都 きゅうきゅうしゃ いとうたいと 6

東京都 きゅうきゅうめいしになりたい りゅうせい 6

東京都 きょうりゅうはかせになりたい まーちゃん 6

東京都 くうこうのちけっとうりのひとになりたい ちあき 6

東京都 くすりやさんになりたい はな 6

東京都 けいきやさん りせ 6

東京都 けいきやさんになりたい いちか 6

東京都 けいきやさんやけいさつかん はな 6

東京都 京急線の運転手 わたわた 6

東京都 けいさつ ばしかん 6

東京都 けいさつかん ゆうやじん 6

東京都 けいさつかん むねひさ 6

東京都 けいさつかん たかぎなお 6

東京都 けいさつかんになりたい あきら 6

東京都 けいさつかんになりたい かりん 6

東京都 けいさつかんになりたい たかすぎりく 6

東京都 けいさつかんになりたい こうすけ 6

東京都 けいさつかんになりたい。 ゆり 6

東京都 けいさつかんになりたい。 こうすけ 6

東京都 けいさつかんになりたい。 きんたろう 6

東京都 けいさつかんになりたい。 こうせい 6

東京都 けいさつかんになりたい。 いのうえつばさ 6

東京都 けいさつかんになりたい。 たなかこうたろう 6

東京都 けいさつかんになりたい。 島田春太郎 6

東京都 けいさつかんになりたい。 そら 6

東京都 けいさつかんになりたいです ときわはると 6

東京都 けいさつかんになりたいです なみ 6

東京都 けいさつかんになれますように までぃい 6

東京都 けいさつしょのひと とうま 6

東京都 けいたイほしイイ りくと 6

東京都 けえきいやさんになりたい！ せいたつ 6

東京都 けーきやさん あずは 6

東京都 ケーキやさん こころ 6

東京都 ケーキやさん ことね 6

東京都 けーきやさん もとはしはるか 6

東京都 けえきやさん　あいどる ゆうな 6

東京都 けえきやさん　あいどる ゆずな 6

東京都 けえきやさんになりたい めぐ 6

東京都 けえきやさんになりたい ゆず 6

東京都 けえきやさんになりたい さらだ 6

東京都 ケーキやさんになりたい ふくだるな 6

東京都 ケーきやさんになりたい みぞぐちももか 6

東京都 ケーキやさんになりたい まりえ 6

東京都 ケーキやさんになりたい！ぱんやさんになりたい！！ ゆずな 6

東京都 けーきやさんになりたい。 いのざきちはる 6

東京都 ケーキやさんになりたい。 のぞみ 6

東京都 けーきやさんになりたい。 あらいぐま 6

東京都 ケーキやさんになりたい。 れいか 6

東京都 けえきやさんになりたいです むねん 6

東京都 けえきやさんになりたいです。 まの 6

東京都 けーきやさんになりたいです。 かんな 6

東京都 ケーキやさんになりたいです。 まふゆ 6

東京都 けえきやさんになれますように さえ 6

東京都 ケーキやさんになれますように ほの 6

東京都 ケエキやさんになれるように！ かわじりちさ 6
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東京都 ケーキやになりたいです。 しずき 6

東京都 ケーキやんになりたいです。 さとうめい 6

東京都 けーさつかん みーちゃん 6

東京都 ゲームクリエイターになりたい☆ みらい 6

東京都 ゲームセンター経営 やすゆき 6

東京都 けんきゅうしゃになりたい すけすけ 6

東京都 けんきゅうしゃになりたい？ しゅうちゃん 6

東京都 けん玉がじょうずになりたい かなこ 6

東京都 こうこうのせんせいになりたい。 あいこ 6

東京都 こうこくをつくるおしごとをしたい。 たける 6

東京都 こうじのおてつだいおやりたいです いちおかとらのすけ 6

東京都 こせいぶつがくしゃになれますように。 こいずみあお 6

東京都 ごるふせんしゅになりたいです。 さわだほの 6

東京都 ゴルフのせんしゅになりたい 田口りの 6

東京都 さーかーせんしゅになりたい きりた 6

東京都 サーカーせんしゅになりたい さねゆき 6

東京都 サーカセンシュ 内田竜一郎 6

東京都 さかあせんしゅになりたい！ さとうこより 6

東京都 さかあせんしゅになりたい！ みつごう 6

東京都 さがトくくになりますように まなと 6

東京都 さっかあせんしゅ おおぬまれんたろう 6

東京都 サッカーせんしゅ りゅうちぇる 6

東京都 さっかーせんしゅ ごとうはる 6

東京都 さっかあせんしゅ、いるかのしいくいん ふかわさき 6

東京都 さっかあせんしゅになりたい たくみ 6

東京都 さっかあせんしゅになりたい いるか 6

東京都 さっかあせんしゅになりたい そうへい 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい りゅうせい 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい ゆうい 6

東京都 サッかーせんしゅになりたい はる 6

東京都 さっかーせんしゅになりたい たむらりゅういち 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい らい 6

東京都 さっかーせんしゅになりたい きく 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 まさき 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 やなぎさわゆうや 6

東京都 さっかーせんしゅになりたい。 ようた 6

東京都 さっかーせんしゅになりたい。 はるー 6

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 りお 6

東京都 さっかあせんしゅになりたいです かいりさん 6

東京都 さっかあせんしゅになりたいです こる 6

東京都 サッカーせんしゅになりたいです。 あおば 6

東京都 サッカーせんしゅニナレますようニ 藤田千世 6

東京都 サッカーせんしゅになれますように。 伊原かいき 6

東京都 サッカーのせんしゅ ときなり 6

東京都 サッカー選手になりたい やながわれお 6

東京都 さっかせんしゅになりだ やすだだいご 6

東京都 さっかせんしゅになりたい こうた 6

東京都 シークレシトちようはやいリレーセンシュ 内田竜一郎 6

東京都 シーラカンスのいえをつくる あおきあおい 6

東京都 じうらいしんぶんきしゃ たなかりくと 6

東京都 しゃしょうになる けいすけ 6

東京都 しゃちょうになりたい とうすと 6

東京都 じゅういさんになりたい ー 6

東京都 じゅういさんになりたいです れんと 6

東京都 じゅういさんになりたいです。 ひまわり 6

東京都 じゅういしさんになりたい ちさこ 6

東京都 しゅくだいをがんばりたい 内山優空 6

東京都 しょうがっこのせんせいになりたいです。 かお 6

東京都 しょうぎのぷろになる、めんたいこをたべたい かめいはるた 6

東京都 しょうぼうし たくと 6

東京都 しょうぼうし ー 6

東京都 しょうぼうしさん 勇気 6

東京都 しょうぼうしさんになりたい 三瓶龍人 6

東京都 しょうぼうしさんになりたい たいよう 6

東京都 しょうぼうしになりたい ようへい 6

東京都 しょうぼうしになりたい はるくん 6
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東京都 しょうぼうしになりたい はる 6

東京都 しょうぼうしになりたい おばたたかひろ 6

東京都 しょうぼうしになりたい まーぼう 6

東京都 しょうぼうしになりたい ながわれんたろう 6

東京都 しょうぼうしのひとになりたい らいおん 6

東京都 しょうぼうたいいん しのづかしょうた 6

東京都 しょうめいでざいなーになりたい よう 6

東京都 しょうらいお花やさんになりたい。 しい 6

東京都 しょうらいのゆめがんごしになること 牧主かえで 6

東京都 しょうらいのゆめは、かんごしになることです。 きむらかおるこ 6

東京都 しょうらいのゆめはアイドルになりたいです ゆりか 6

東京都 しょうらいのゆめはサッカーせんしゅになりたい れん 6

東京都 しょうらいはおいしゃさんです。 ゆいな 6

東京都 しょうらいやきゅうせんしゅになりたい 大塚竜太郎 6

東京都 じょさんしになりたい。 りさ 6

東京都 じょしとけっこんしたい。 はんきー 6

東京都 じょゆうになりたいです。 しまのゆみな 6

東京都 しろばいにのりたい。 はしもとさくらこ 6

東京都 じをじょうずになりたい さな 6

東京都 しんかいぎょはかせになりたい どうまえゆうき 6

東京都 しんかんせいのうんてんしゅ ゆうた 6

東京都 しんかんせんにのりたい ゆいと 6

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたい こたろう 6

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたいです。 にいついくと 6

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたいです。 かずま 6

東京都 しんたいそうがじょうずになりたい うちだなな 6

東京都 しんたいそうのせんしゅになりたいです。 とく田七咲 6

東京都 しんたいそがじょうずにできるようになりたい。 ななみ 6

東京都 新聞記者の写真を撮る人になりたい！！ ゆう 6

東京都 スイエイをきれいなおよぎにしたい。 オクコハル 6

東京都 すいぞくかんのしーくいん れいしゃん 6

東京都 すいぞくかんのひとになりたい のろゆうた 6

東京都 すいみんぐのせんしゅになりたい 井手彩葉 6

東京都 スケートせんしゅ ゆっちゃん 6

東京都 すけえとせんしゅになりたい あいちゃん 6

東京都 すけーとせんしゅになりたい ゆいなぴー 6

東京都 スケートセンしゅになりたい。 れい 6

東京都 すしやのていいんになりたい かっきー 6

東京都 すたー しゅんたろう 6

東京都 すてぞくかんりゅりになりたい！！ とよだちえ 6

東京都 ステンドグラス 瑠美 6

東京都 スポーツｗｐぜんぶやってスポーツせんしょになりたいゆめです！ いわせあつろう 6

東京都 スポーツせんしゅ かじはら海 6

東京都 すぽーつせんしゅになりたいです。 せっきー 6

東京都 せんせいになりたい おかざきこうけん 6

東京都 せんせいになりたい。 なんちゃん 6

東京都 せんそうおうおきませんように みつはしたくま 6

東京都 セントウキがのりたい けいたろう 6

東京都 そらとびたい こうせい 6

東京都 そらをとびたい。 くさなぎたくや 6

東京都 だいくさん そーちゃん 6

東京都 だいくになりたい りょうやくん 6

東京都 だいくになりたい りつ 6

東京都 だいくやさん さいとうこうすけ 6

東京都 たいそうせんしゅとだがしやになりたいです。あとぷうるのひとになりたいです。 おちあいあん 6

東京都 たいそうせんしゅになりたい れいか 6

東京都 だがしやさんになりたいです。 あやめ 6

東京都 だだんだんをつくりたい えいた 6

東京都 たっきゅうがじょうずになりたい せがせな 6

東京都 たっきゅうせんしゅになれますように。 ろくちゃん 6

東京都 たんけんかになりたい たかくらなつのすけ 6

東京都 ダンスがうまくなにたい。 みなぎ 6

東京都 だんすのせんせいになりたい のんちゃん 6

東京都 たんていになりたい 冬木 6

東京都 ちあだんすでゆうしょうする。 かたぎりそな 6

東京都 チアダンスのせんせいになりた。 りん 6
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東京都 ちあだんすをからだをやわらかくしてだんすをじょうずになりたい みゆう 6

東京都 つきにいきたい！ ともか 6

東京都 つつるんになりたい こばやしみゆ 6

東京都 つりめいじんになりたい こうへい 6

東京都 でぃずにぃのきゃすと ゆうか 6

東京都 でざいなー ゆうな 6

東京都 でざいなーなりたいです あらかわひな 6

東京都 デザイナーになりたい すず 6

東京都 テニスのせんしゅになりたい せいや 6

東京都 でんしゃのうんてんしになりたい ゆうた 6

東京都 でんしゃのうんてんしゅ うちだひさし 6

東京都 でんしゃのうんてんしゅかしゃそうになりたい さ？はるき 6

東京都 でんしゃのんんてんしゅになりたい ばんしょうれいゆ 6

東京都 動物のお医者さんになりたい おがわくるみ 6

東京都 どうぶつえんのしいくいんになりたいです。 けい 6

東京都 どうぶつえんのひとになりたい りお 6

東京都 どうぶつがくしゃ そがなぎさ 6

東京都 どうぶつとさかなともうどくときけんせいぶつのはかせになりたい。 るきくん 6

東京都 どうぶつのはかせになりますように。 よしだけいすけ 6

東京都 ドーナツやさんになりたい。 さやか 6

東京都 ドーナツやさんになりたいです すぎやまかれん 6

東京都 とけいづくりおひとになりたい ひろゆき 6

東京都 どごらぼおるどごるたいなる たける 6

東京都 とざんかになりたい ああああういー 6

東京都 としょかんのひとになれますように 上のさき 6

東京都 トップデザイナーになりたい！ ひまり 6

東京都 トップモデルになってお金持ちになりたいです さいとうもか 6

東京都 どれすやさん きき 6

東京都 ない ちばゆみ 6

東京都 長生きしたい。 りくと 6

東京都 にんじゃになりたい うんこだいまおう 6

東京都 にんじゃになりたい。 ひなた 6

東京都 にんじゃになりたいです。 うすいけんいちろう 6

東京都 ニンテンドーをつくりたい にいむらあおい 6

東京都 バーレりいなのせんせいになりたいです かわいまの 6

東京都 ばいきんまんになりたい えいた 6

東京都 はいしゃになりたい。 かとうりく 6

東京都 ぱいろっとになりたい せきい 6

東京都 ぱいろっとになりたい！ ちょこれいと 6

東京都 パイロットになりたい。 アベ 6

東京都 ぱいろっとになりたい。 わたなべそうま 6

東京都 パイロットになりたいです。 きしん 6

東京都 バスケットが上手くなりたい リュウキ 6

東京都 バスケットせんしゅになりたい りゅうき 6

東京都 ばすけっとぼーるせんしゅになりたい りっーすー 6

東京都 ばすけのせんしょになりたい れおくん 6

東京都 ばすのうんてんしゅさんになりたいです。 いっき 6

東京都 バックパッカー ならぶこうと 6

東京都 はつめいかになりたいです！ まつひされん 6

東京都 パティシエ みゆ 6

東京都 パティシエ みくちゃん 6

東京都 パティシエ さくらあいな 6

東京都 パティシエ はらぐちまお 6

東京都 パティシエになりたい なりたあやな 6

東京都 ぱてぃしえになりたい ぶどう 6

東京都 パティシエになりたい！ りょう 6

東京都 パティシエになりたい。 はせがわ 6

東京都 パティシエになりたいです。 田中日奈子 6

東京都 パティシェになる かなえ 6

東京都 ぱてしあになりたい ちー 6

東京都 ぱてしあになること すずきなつき 6

東京都 ぱてしえ みねぎしあんじゅ 6

東京都 ぱてしえになりたいです。 えりか 6

東京都 パパのおしごとの神社の神主さん。パパと一緒にいられるから。 桜子 6

東京都 ぱぱみたいになる！ いけこう 6

東京都 パフェやさんになりたい！ ゆのち 6
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東京都 バれいのせんせいになりたい よしのあやな 6

東京都 バレリーナになりたい みさき 6

東京都 バレリーナになりたい ゆり 6

東京都 はわいやんず。 こうとくせき 6

東京都 パンや はるま 6

東京都 パンやさん さがたこう 6

東京都 パンやさんにないたい さくら 6

東京都 ぱんやさんになりたい はるか 6

東京都 ぱんやさんになりたい！ みかん 6

東京都 パンやさんになりたい。 ひなた 6

東京都 パンやさんになりたいです。 まえだひなか 6

東京都 パン屋さんにんなりたい！！ ふーちゃん 6

東京都 ピあにすと ごとうゆいね 6

東京都 ピアニストになりたいです。 たむらこはる 6

東京都 ぴあのがじょうずになりますように 花 6

東京都 ぴあののせんせい ゆめ 6

東京都 ピアノのせんせいになねますように のぞみ 6

東京都 ピアノをぜんぶひけたい。ようちえんのせんせいになりたい りま 6

東京都 ひこうきのひとになりたい とうご 6

東京都 びよういんになりたい 中山かむ 6

東京都 びょういんのせんせいになりたいです。 ゆうちゃん 6

東京都 びょういんのひと まや 6

東京都 びょういんやさんになりたい ゆい 6

東京都 びようし さつき 6

東京都 びようしさん。 りこ 6

東京都 びようしさんになりたいです。 おおやめい 6

東京都 びようしさんになりたいです。 なかむらみう 6

東京都 びようしになりたい 村木 6

東京都 びようしになりたい。 まな 6

東京都 ヒロインになりたい いくうゆさ 6

東京都 ぷーりきゅあになりたい みう 6

東京都 プールがうまくなりたい。 ゆずき 6

東京都 ぷうるせんしゅ なな 6

東京都 プールせんしゅになりたい。 林凪咲 6

東京都 プールせんしゅになること すぎもとるな 6

東京都 ぷうるのせんしゅ じゅん 6

東京都 プールのせんしゅ そうたろう 6

東京都 プールのせんしゅ こうき 6

東京都 プールのせんしゅに、なりたい さくら 6

東京都 プールのせんしゅになりたい！ はる 6

東京都 プールのせんせいになりたい えな 6

東京都 ふねにのりたいです らいちゃん 6

東京都 船の運転手になりたい ゆづる 6

東京都 ふらだんすのおねえさんになりたい!! ゆな 6

東京都 プリキュアになりたいです かのん 6

東京都 プリキュになりたい♡ なゆ 6

東京都 プリちゃんになりたい。 ななつ 6

東京都 プリンセス ないとうゆーきっな 6

東京都 プりんせすになりたいです。 るるちゃん 6

東京都 ぶんぼーぐやさんになりたい。 こっじー 6

東京都 べざいなあになりたい まこと 6

東京都 ぺっとしょっぷ ふくおかちか 6

東京都 ペットショップではたらきたい。 みおか 6

東京都 ぺっとやさん おだわらさくらこ 6

東京都 ヘビをかいたい。 あかり 6

東京都 ほいくえんのせんせい きくたりょうすけ 6

東京都 ホイクエンのせんせい。 うらやまはるか 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい さやか 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい せいちゃん 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい！ ひなの 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい。 わかな 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたいです うちいけわかな 6

東京都 ほいくえんのせんせいになりたいです。 こはる 6

東京都 ほいくえんのせんせいになれますように ココ 6

東京都 ほいくし ないとうゆーきっな 6

東京都 ほいくしさんになりたい かめちゃん 6
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東京都 ほいくしになりたい こんどうさき 6

東京都 ほいくしになりたい はせがわあきか 6

東京都 ほいくしになりたい！ さくら 6

東京都 ぼうけんたいになりたい！ りんご 6

東京都 ぼくがおおきくなったら、さっかあせんしゅになりたいです かい 6

東京都 ぼくのしょうらいはいしゃです。 トマト 6

東京都 ぼくはサッカーせんしゅになりたいです。 もちづきりゅうのすけ 6

東京都 ぼくはさっかーせんしゅになりたいです。 ひびちゃん 6

東京都 ぽけもんのでざいんをしたい こひろ 6

東京都 ぽけもんますたー かい 6

東京都 ポケモンマスター とうこ 6

東京都 ぽけもんますたーになりたい さほ 6

東京都 ほしをみたい おだはらみずほ 6

東京都 ほてるうーまん はしもとさら 6

東京都 ホテルノオーナニナリタイデス しょうたろう 6

東京都 ボルタリングのせんしゅ 大庭諒也 6

東京都 ほんやさんになりたい もも 6

東京都 ほんやさんになれるように。 せきやちはる 6

東京都 まじょになりたい みーちゃん 6

東京都 まほうつかいになりたい ななみ 6

東京都 ママとトトとかりんがずっとなかよくしわわせにいわれますように。 ますだかりん 6

東京都 ままになりたい みく 6

東京都 ままをよろこばせる すずきれん 6

東京都 まらそんせんしゅになりたい。 大石 6

東京都 まんかをかくひとになりたい だいちゃん 6

東京都 みんなを、しあわせに、したい。 ますだみき 6

東京都 むしはかせ おがわまさはる 6

東京都 めのおいしゃさんになりたい あべみずか 6

東京都 もっとあしがはやくなりたい れいれい 6

東京都 もでる おおくぼれいな 6

東京都 モデル ないとうゆきな 6

東京都 もでるになりたいです。 りんか 6

東京都 モデルになることです。 あさえだまい 6

東京都 やきゅうせんしゅ せんぼんまつれお 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい りゅういち 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい たかはしのぞむ 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい けいと 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい にく 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 ゆうすけ 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 りく 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 かおる 6

東京都 やきゅうせんしゅになりたいです あべえいと 6

東京都 野球の選手になってホームランを打ちまくる れんのすけ 6

東京都 薬剤師になりたい！ あやこ 6

東京都 やくざいしになりたいです。 みれい 6

東京都 やまおくでくらしたいです。 がくと 6

東京都 やゅうきんしゆ りく 6

東京都 ゆうえんち にしやましようご 6

東京都 ゆうちゅうばあになりたい みどりがえる 6

東京都 ゆーちゅーばーになりたい！！ そんごてん 6

東京都 ユーチューバーになりたい。 パピレス 6

東京都 ゆーちゅーばーになる ゆうり 6

東京都 ゆーちゅーばーになれますように。 ゆりなっち 6

東京都 ゆめ　さっカーせんしゅ リョウ 6

東京都 ゆめはすいぞくかんのしいくさんになりたいです。 あゆむくん 6

東京都 ようちえんのせんせい ここぴよあお 6

東京都 ようちえんのせんせい あやね 6

東京都 ようちえんのせんせいになりたい わたなべななほ 6

東京都 ようちえんのせんせいになりたい あき 6

東京都 ようちえんのせんせいになりたいです。 しづのゆり 6

東京都 ようふくやさんになりたい。 ひまり 6

東京都 ラーメンヤさん まほ 6

東京都 ラーメンやさんになりたい。 なかむらそうすけ 6

東京都 らーめんやになりたい れん 6

東京都 ラグビーせんしゅになりたい かくたのぶたか 6

東京都 らぷんちぇるになりたい かない 6
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東京都 陸上の選手 みなほ 6

東京都 リニアモーターカーのうんてんしゅになりたいです りょうたろう 6

東京都 リニフのうんてんしゆ ふかのきれいじ 6

東京都 りぱなおとなになりたい さいあ 6

東京都 りゅうそうじゃ ふじいゆいと 6

東京都 りょうしになりたい れんたろう 6

東京都 りょうりをつくるひとになりたい ゆずの 6

東京都 りらくま りん 6

東京都 りらっくまになりたい りん 6

東京都 レゴがいしゃになりたい。 ふかのけいすけ 6

東京都 レストランのシェフになりたいな。 えな 6

東京都 レスリングのせんしゅになりたい うちだみな 6

東京都 ロボットつくりたい そう 6

東京都 ろぼっとをつくりたい。 いろは 6

東京都 ロボットをつくりたいです。 ハイくん 6

東京都 わたしは、ぴやにすとになりたいです。 ゆきちゃん 6

東京都 わたしはあいどるになりたいです みなみれい 6

東京都 わたしはおおきくなったらけいさつかんになりたいです。 いながきまや 6

東京都 わたしはがくどうのせんせいになる。 はたぶあい 6

東京都 子供達が元気にいつも笑っている幼稚園の先生になりたい かんかん 6

東京都 ー おびかすみ 6

東京都 ー つくも 6

東京都
「大きくなったらケーキやさんになりたいな」ケーキいっぱいつくったらじぶんでたべようかな。ほんとになれたらうれしい

な。
すもん 7

東京都
・おりょうりやさん

・クッキやさん
にわこはる 7

東京都 100mおよげるようになりたい。 蓮花 7

東京都 1あしがはやくなる　2スーポーツがうまくなる ゆずか 7

東京都 ２５びょうで30メートルクロールでおよぎたいです。 きたはらさくら 7

東京都 ２だんべっとがほしい。 ゆまピー 7

東京都 CAさんいなれますように！ せな 7

東京都 CAになりたい みさ 7

東京都 NBA はる 7

東京都 アイスクリームやさんになりたい！ し村さき 7

東京都 アイスクリームやさんになりたい。 未徠 7

東京都 アイスくりーむやになりたい。 さえぴょん 7

東京都 あいすくりむやさんになりたい！ ゆい 7

東京都 あいすやさん さくら 7

東京都 アイスやさんとケーキやさんになりたい！ こはる 7

東京都 アイスやさんになりたい あずさ 7

東京都 あいすやさんになりたい な月 7

東京都 アイスやさんになりたい。 あさがお 7

東京都 アイドル はるひちゃん 7

東京都 アイドル あん 7

東京都 アイドル　アナウンサー　レストランではたらく人 もみみ 7

東京都 アイドルになりたい ありす 7

東京都 アイドルになりたい いのうえみほ 7

東京都 アイドルになりたい ゆめ 7

東京都 アイドルになりたい！ ふうか 7

東京都 アイドルになりたい。 さきせ 7

東京都 アイドるになりたい。 ますだゆうこ 7

東京都 アイドルまたはキャビンアテンダントになる！！！！！！ クイーン 7

東京都 あざらしの海洋生物学者になりたい たくみ 7

東京都 あたしのゆめはスミッココレクターです 村上七海 7

東京都 あたまがよくなりたい こうが 7

東京都 新しいゲームをつくりたい。 新ぺい 7

東京都 アナウンサーとモデルでーす ひかる 7

東京都 アナウンサーになりたい！ ももの 7

東京都 青山学院に入りたい 堀優月 7

東京都
アレルギーの子でもたべられるドーナツやさんかアレルギーの子でもたべられる

アイスやさんかのむと百さいまでいきられるくすりをはつめいする。のなかの一つになる。
すがゆずぽん 7

東京都 安全な人でおまわりさんに、なりたい しみ 7

東京都 いかにんげんになれますように ようた 7

東京都 生き物博士 はやと 7

東京都 生きものはかせになりたい がく 7

東京都 生きものはかせになりたい。 オリバー 7
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東京都 いぎりすにいきたい こう 7

東京都 いごのぷろになれますように。 こう 7

東京都 いしゃか、かんごしになりたい ばんざいゆうな 7

東京都 いしゃとケーキ屋さん にゃんちゃん 7

東京都 いしゃとサッカーせんしゅになりたいです。 わたなべ大智 7

東京都 いしゃになりたい さち 7

東京都 いしゃになれますように 佐野みやび 7

東京都 いしゃになれますように～ けい 7

東京都 いちごのおみせになりたい まりこ 7

東京都 いちりんしゃがじょうずにのれますように。 たかはし里帆 7

東京都 いちりんしゃがじょうずにのれますように。 かとう百合 7

東京都 いっぱいべんきょうしてせかい一ばんのマンガかになりたいです。 りっちゃん 7

東京都 今のゆめ　アイドルになりたい！ こはる 7

東京都 イルカ　きぐるみ　ロボット　ペンギン　くるま もみみ 7

東京都 いろいろなしごとをしたい。サーッかせんしゅになりたい。 川崎久翠 7

東京都 いろんなところにいきたいな しみずひなた 7

東京都 いろんなばしょにりょこうにいく まりにゃん 7

東京都 いろんなものをはつめいする まりにゃん 7

東京都 インラインスケートのプロになりたい。 るな 7

東京都 うぃごができるようになりたい　中ごくごがいえるようになりたい　ぜんぶのかんじをおぼえたい まりにゃん 7

東京都 うちゅうのせんもんかになりたい 小山田しゅん 7

東京都 うちゅうひこうし しろくま 7

東京都 うちゅうひこうし ねい 7

東京都 うちゅうひこうし さくの 7

東京都 うちゅうひこうし　たのしくくらす まりにゃん 7

東京都 うちゅうひこうしになりたい はるき 7

東京都 うちゅうひこうしになりたい だいき 7

東京都 うちゅうひこうしになれますように。 しじょうりおな 7

東京都 うちわをつくるようふくをつくる まりにゃん 7

東京都 うなぎやさんになりたいです おしお 7

東京都 うるとらまんになりたい なかだよしかず 7

東京都 うんてんしゅう おうようらくか 7

東京都 うんてんめんきょをとりたいです。 はると 7

東京都 えいがのかんとくになりたい。 絢望 7

東京都 えいごがじょうずになりたい。 おおしまさらさ 7

東京都 えいごのせんせいになりたい！あとちやーあになりたい！ やまぐちなな 7

東京都 えいごをがんばりたい。 しょう 7

東京都 絵がうまくなりたい ももえ 7

東京都 えかき かえで 7

東京都 えかき　大がくの先生　ようちえんのせんせい　カフェのてんいんれん まりにゃん 7

東京都 えかきさんになっておかあさんにえをみせること！ りか 7

東京都 えかきになりたい ー 7

東京都 絵かきになりたいです。 あさひ 7

東京都 えほんさっかになりたい！ よっこー 7

東京都 えをかく人になりたい。 ともきくん 7

東京都 えをかくひとになりたいです いなりわか 7

東京都 おいしゃさん 小せきるい子 7

東京都 おいしゃさん はなか 7

東京都 おいしゃさん　おわらいにんげん バカすぎバカオ 7

東京都 おいしゃさん　じゅういさん　まんがか　ほいくえんの先生　クイズ王 まりにゃん 7

東京都 おいしゃさんいなりたい りん 7

東京都 おいしゃさんになってたくさんの人のいのちをすくいたい。 早川ゆな 7

東京都 おいしゃさんになりたい 安積希歩 7

東京都 お医者さんになりたい きくちののか 7

東京都 おいしゃさんになりたい まお 7

東京都 おいしゃさんになりたい ここみ 7

東京都 おいしゃさんになりたい まてんゆえ 7

東京都 おいしゃさんになりたい！ はるのしん 7

東京都 おいしゃさんになりたい！ ななこ 7

東京都 おいしゃさんになりたい。 ひなた 7

東京都 おいしゃさんになりたい。 かじわらあやの 7

東京都 おいしゃさんになりたいです。 みかちゃん 7

東京都 おいしゃさんになりたいです。 めぐ 7

東京都 おいしゃさんになれますように ゆいと 7

東京都 おいしゃさんになれますように かさいりゅうは 7

東京都 おいしゃさんの先生になりたい 秋山ゆうな 7
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東京都 おいしゃになりたい あゆちゃん 7

東京都 王さま　マックの人　しーくさいばいいん会の人　げい人 もみみ 7

東京都 大金もち　むしをかう　楽しくくらす もみみ 7

東京都 大がねもちになりたい まつかぜかずき 7

東京都 おおきくなったら、うちゅうかんせいかんになりたい 吉田絢里彩 7

東京都 おおきくなったら、ペットやさんになりたいです。 りんの 7

東京都 大きくなったらうちゅうひこうしになりたい 瑠花 7

東京都 おおきくなったらお花やさんになりたい あいみ 7

東京都 おおきくなったらぎんこうになりたい かとういおり 7

東京都 大きくなったらせんせいになりたい。 はりした 7

東京都 大きくなったらディズニーのキャストになりたい。 ゆうと 7

東京都 大きくなったらパティシエールになることです。 へしまりせ 7

東京都 おおきくなったらまじっくのせんしゅとアイドルになりたい いとうみはる 7

東京都 おおきなさかなをつりたい かい 7

東京都 オーケーのてんいんになりたい ゆめか 7

東京都 おかあさんになること。 あおい 7

東京都 おかあさんのおてつだいをがんばる ゆうり 7

東京都 おかあさんのしごとになりたい。 りあちゃん 7

東京都 おかしやさんなりたい いちか 7

東京都 おかねもち とうま 7

東京都 お金もちになりたい さっちー 7

東京都 お金持ちになる。 たなかひではる 7

東京都 おくすりやさんになりたい さつき 7

東京都 おく万ちょうじになりたい。 みいちゃん 7

東京都 お父さんのようなシェフになりたいです。 れい 7

東京都 お父さんみたいなけいさつかんになる ー 7

東京都 オトナになたらえをかく人になりたい スーパぷちょ 7

東京都 大人になったらピアノのゆーめじになりたい。 ゆきちゃん 7

東京都 おとなになったらようふくやさんになりたいです たましろしんけん 7

東京都 おばあちゃんが元気になれるように えのもとゆずき 7

東京都 おばけやしきの楽しいものをはつめい　あたらしいたべものをはつめい　ノーベルしょうをかくとく もみみ 7

東京都 おはなやさんになりたい あおたさき 7

東京都 おはなやさんになりたい ふき 7

東京都 お花やさんになりたい。 あかり 7

東京都 お花やさんになりたい。 REINA 7

東京都 お花やさんになりたいです。 ゆいちゃん 7

東京都 おはなやさんになれますように ひいちゃん 7

東京都 おひめさま せいのももか 7

東京都 おもちゃやさんになりたい りゅう太ろう 7

東京都 おりがみの先生になれますように。 ふるはしかなみ 7

東京都 オリンピックせんしゅになりたいです。 いなせ 7

東京都 オリンピックにでて、ゆうしょうできますように 田中涼真 7

東京都 オリンピックを見にいきたい。 ほののん 7

東京都 おわらいげいにん ゆうま 7

東京都 お医者さんになりたい みうらそうしん 7

東京都 お医者さんになれますように えのさわとうま 7

東京都 がいこくのでんしゃにのってみたい。 さとうああと 7

東京都 会社員にわたしはなりたいです。 大平悠夏 7

東京都 かいしゃのしゃちょうになれますように ゆめほ 7

東京都 かがくしかになりたい ゆうと 7

東京都 かがくしゃ しえ 7

東京都 かがくしゃ かんた 7

東京都 かがくしゃ やすー 7

東京都 かがくしゃ ふないりな 7

東京都 かがくしゃになりたい はやと 7

東京都 かがくしゃになりたい。 高久真愛香 7

東京都 かがくしゃになりたい。 赤 7

東京都 かがくてきはつめい　ざっしにのる　小ぞうまっさーじのプロ　ケイサい もみみ 7

東京都 がかになりたい あまねる 7

東京都 がかになりたい。 あやか 7

東京都 がくせいさんになりたい つむつむ 7

東京都 がくふのおんぷをすらすらよめるようになりたい。 ゆづ 7

東京都 かしこくなりたい さくら 7

東京都 かしこくなる あめ 7

東京都 かしゅになりたい まお 7

東京都 かしゅになりたい。 いちか 7
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東京都 か手になれますように！ なな子 7

東京都 かせきをはっくつをするひと いき 7

東京都 かぞくでしあわせになる　じがきれいになる まりにゃん 7

東京都 学校の先生 さとうみう 7

東京都 がっこうの先生いなりたい。 さち 7

東京都 がっこうの先生とようちえんの先生になりたい ほのか 7

東京都 学校の先生になりたい いいづかともひこ 7

東京都 がっこうのせんせいになりたい。 はるな 7

東京都 学校の先生になりたいです！ みなみ 7

東京都 学校の先生になりたいです。 なかちゃん 7

東京都 金もちになりたい しょう元 7

東京都 かねもちになりたい こばやしゆうま 7

東京都 かみきりやさんになりたい ちか 7

東京都 カメラマンになりたい。 かのういろは 7

東京都 かめんらいだーになりたい めかただいき 7

東京都 からだがやわらかくなりたい れい 7

東京都 からだを大じにする　人の気持ちをかんがえる まりにゃん 7

東京都 からてせんしゅ しほ 7

東京都 空手でゆうしょうしたい。 ゆうと 7

東京都 からての、先生 大和 7

東京都 空手の先生と警察官 ゆうくん 7

東京都 かれしとけっこんしたいです。 小林 7

東京都 かわいくなる。つよくなる　ピアニストになりたい まりにゃん 7

東京都 かわいくなること　王かん もみみ 7

東京都 かわうそのしいくいんにないりたい さよ 7

東京都 かんごし みかん 7

東京都 かんごし　びようし　キャビンあてんだんと　パイレット　ケーキやさん まりにゃん 7

東京都 かんごしさん ちばゆうか 7

東京都 かんごしさん　しーくいんさん　おかあさん　じゅういさん　おいしゃさん　まんがか もみみ 7

東京都 かんごしさんになりたい のん 7

東京都 かんごしさんになりたい。 じゅな 7

東京都 かんごしさんになりたい。 花音 7

東京都 かんごしさんになりたい。 みの 7

東京都 かんごしさんになりたいです。 いちやゆうり 7

東京都 かんごしさんになりたいです。 すずきりっか 7

東京都 かんごしさんになれますように ももか 7

東京都 かんごしになりたい るちあ 7

東京都 かんごしになりたい！！ しあら 7

東京都 かんさつ医になりたい。 佐藤煌記 7

東京都 かんじがうまくなりますように けい 7

東京都 かんじをおぼせれますように けい 7

東京都 きゃびんアテンダントになりたい！ チョコ 7

東京都 きゃびんアテンダントになりたいです。 すみれの花 7

東京都 キャビンアテントになりたい。 みく 7

東京都 キャビンアテンドになりたいです。 さかもとこと 7

東京都 救急隊員になりたい。 おっ君 7

東京都 きょうりゅうにあいたい 谷口冬真 7

東京都 きょうりゅうはかせ おおほはると 7

東京都 きょうりゅうはかせ えんにゅうのぞみ 7

東京都 きょうりゅうはかせになりたい えんどうこう太 7

東京都 巨人かヤクルトの野球選手 カカカカカ 7

東京都 きれいなじよせになりたい よしむらりお 7

東京都 くうまやさんになりたいです。 加賀雄也 7

東京都 くすりやさんになりたいです。 たてばたかのん 7

東京都 グランドスタッフになりたい！ 奈月 7

東京都 車が作りたい こうさら 7

東京都 くるまのうんてんしになれますように けいすけ 7

東京都 車のデザインする人になりたい はるみ 7

東京都 車を作る人になりたい。 たけピン 7

東京都 クレープやさんです。 あいこちゃん 7

東京都 けいきやさんになりたい。 かまがゆうり 7

東京都 けいさつ さいとうけい太 7

東京都 けいさつ あおと 7

東京都 けいさつかん あおと 7

東京都 けいさつかん ゆうと 7

東京都 けいさつかん あべほのか 7
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東京都 けいさつかんになってせかいの人をすくいたい。 みーちゃん 7

東京都 けいさつかんになりたい とあ 7

東京都 けいさつかんになりたい ひらのゆうり 7

東京都 けいさつかんになりたい ふじ川みなと 7

東京都 けいさつかんになりたい！ まなみ 7

東京都 けいさつかんになりたい！！ りほ 7

東京都 けいさつかんになりたい。 けいじ 7

東京都 けいさつかんになりたい。 まつざきしどう 7

東京都 けいさつかんになりたい。 古宮明莉 7

東京都 けいさつかんになりたい。 しのざきむラ 7

東京都 けいさつかんになりたい。 そうくん 7

東京都 けいさつかんになりたいです。 パンちゃん 7

東京都 けいさつかんになりたいです。 さき 7

東京都 けいさつかんのけいぶになりたい。 こうぞう 7

東京都 けいさつになりたい！ はままつのぞみ 7

東京都 けいさつになれますように たかはしこうた 7

東京都 げいじゅつか 池田燈子 7

東京都 げいじゅつかになる 木村れいな 7

東京都 ケーキやさん れみ 7

東京都 ケーキやさん 和花 7

東京都 ケーキやさん ももか 7

東京都 ケーキやさん ありさ 7

東京都 ケーキやさん さやか 7

東京都 ケーキやさん りな 7

東京都 ケーキやさん 山口渚 7

東京都 ケーキやさん　ドーナツショップ　おやしきにすむ　モスバーガーの人になる もみみ 7

東京都 ケーキやさんとおかしやさんになりたい。 おか田かんな 7

東京都 けーきやさんになりたい みーちゃん 7

東京都 ケーキやさんになりたい よこ田海り 7

東京都 ケーキやさんになりたい こと 7

東京都 ケーキやさんになりたい さほ 7

東京都 けーきやさんになりたい ー 7

東京都 ケーキやさんになりたい！ ゆめ 7

東京都 ケーキやさんになりたい。 みく 7

東京都 ケーキやさんになりたい。 ねな 7

東京都 ケーキやさんになりたい。 みく 7

東京都 ケーキやさんになりたい。まほうつかいになりたい。 いとうみく 7

東京都 ケーキやさんになりたいです！ ゆか 7

東京都 ケーキやさんになりたいです。 小じまななみ 7

東京都 ケーキやさんになりたいです。 りお 7

東京都 ケーキやさんになりたいです。 しおり 7

東京都 ケーキやさんになりたいな さいとうなな 7

東京都 ケーキ屋さんになりたい 竹内りいら 7

東京都 ゲームがうまくなりたい ながおけんりょう 7

東京都 ゲームがうまくなりますように けい 7

東京都 ゲームのつくるかいしゃになれますように けい 7

東京都 ゲームますたーになりたいです。 たいが 7

東京都 けんこう　犬をかうこと　ロボットはつめい もみみ 7

東京都 けんこう大一　バレエが上手になりたい まりにゃん 7

東京都 けんこうになりたい まりにゃん 7

東京都 けんしくのおしごとをやりたい。 あいり 7

東京都 けんじさんになりたい！！ りゅうしん 7

東京都 建築家　大きな家を作りたい 大騎 7

東京都 けんちくかになりたいです。 大西ひかる 7

東京都 けんちくし おさだりゅうのすけ 7

東京都 工作か ささきつばさ 7

東京都 こうすいずくり　かしこい人　なんでもできる人　すききらいのない人　ししゅうができるようになる まりにゃん 7

東京都 コックさん　東だいのクイズ王　はかせ　学校の先生　ほいくえんの先生　ゆうえんちのもの一つでもかいほう もみみ 7

東京都 コックさんになりたい あや 7

東京都 こっくさんになれますようよ ゆうな 7

東京都 子どもしょくどうていう店をひらく！ はるまき 7

東京都 この新聞がギネスになりますように！！ 手塚逢咲 7

東京都 こんちゅうをいっぱいかんさつしたい はせべめい 7

東京都 コンピューター 木田京之介 7

東京都 コンピューターをつかったしごとをしたい。 なつき 7

東京都 サーカスになれますように オリバー 7
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東京都 さっかー あす 7

東京都 サッカーが、うまくなりまい！ さとうとわ 7

東京都 サッカーがうまくなりたい！！ こうたろう 7

東京都 サッカーがじょうずになりたい りお 7

東京都 サッカーせんしゅ けんご 7

東京都 サッカーせんしゅ 永野逞 7

東京都 サッカーせんしゅ しゅうさくはんぱない 7

東京都 サッカー選手 たくま 7

東京都 サッカーせんしゅ たくみ 7

東京都 さっかーせんしゅ はると 7

東京都 サッカーせんしゅ けいすけ 7

東京都 サッカーせんしゅ いまりしゅん 7

東京都 サッカーせん手 かいと 7

東京都 サッカーせんしゅ　ユーチューバ しゅうや 7

東京都 サッカーせんしゅです。 ゆい 7

東京都 サッカーせんしゅなりたい あらし 7

東京都 さっかあせんしゅになりたい しょうきゃくくん 7

東京都 さっかあせんしゅになりたい りんご 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい あゆと 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい ユウ 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい 元木翔太郎 7

東京都 サッカーせん手になりたい はる 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい たかはしたくみ 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい つかさ 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい！　5000000円をげっとしたい！ 山本ゆうま 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい!! ゆきひろ 7

東京都 さっかあせんしゅになりたい。 こう 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 木村はる 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 ひろき 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 まほ 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 松尾雄輝 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 こう 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 こた 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 いく 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 まひろ 7

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 なかむら 7

東京都 サッカーせん手になりたい。 けんT 7

東京都 さっかーせんしゅになりたいです！ しょうた 7

東京都 さっかあせんしゅになりたいです。 しょうたろう 7

東京都 サッカーせん手になりたいです。 むき 7

東京都 サッカーせんしゅになりたいです。 さいじょうゆうき 7

東京都 サッカーせんしゅになりたいです。 そうめん 7

東京都 サッカーせん手になる 中じまあいき 7

東京都 さっかーせんしゅになる。 たいじゅくん 7

東京都 サッカーせん手になりたい じょう 7

東京都 サッカーで一番うまくなれますように。 なお 7

東京都 サッカーのせんしゅ いせやしゅう 7

東京都 サッカーのせんしゅ みなとくん 7

東京都 サッカーのせんしゅになりたい なんぽかのん 7

東京都 サッカーの日本代表 竜之介 7

東京都 サッカーのバルセロナにはいること はらだんご 7

東京都 サッカーのプロサッカ－せんしゅなりたい。 よしざきれん 7

東京都 サッカーのワールドカップにでたい。 まさちか 7

東京都 サッカーをうまくなりたいです。 にょいここみ 7

東京都 さっかになりたいです。 のぞみちゃん 7

東京都 ざっしをつくること　モデル　デザインアークアイスクリームをつくること もみみ 7

東京都 サンタクロースになりたいです。 がっくん 7

東京都 さんわのひとになりたい ちいたあ 7

東京都 しいくいんになりたい。 とうかんひ 7

東京都 シェフになりたい 中山しおり 7

東京都 シェフになりたい ー 7

東京都 しおをつくる　くるまのうんてん　ペットをかわいがる まりにゃん 7

東京都 しおをつくる　さとうをつくる　しそをつくる　はいく名人 もみみ 7

東京都 字がきれいになれますように。 うるは 7

東京都 じっけんする人　ハンバーガーしょっぷの人　ひかりのこしおのこ まりにゃん 7

東京都 じびかの医者になってママのびょうきをなおす とも 7
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東京都 しゃうらいのゆめでぃずにいらんとのきゃすとさん さかいあんず 7

東京都 じゅいさん しずか 7

東京都 じゅういさん まつ田あやせ 7

東京都 じゅういさん WAKANA 7

東京都 じゅういさんになりたい！ ひより 7

東京都 じゅういさんになりたい！ ゆか子 7

東京都 じゅういさんになれますように 村尾成海 7

東京都 じゅういしになりたい ひまり 7

東京都 ジュースやさんになってみんなをえがおにする おと 7

東京都 じゅくの先生 岩澤菜々美 7

東京都 しゅげいやさん むらたれな 7

東京都 小学校の先生になりたいです。 そん語空 7

東京都 小学校の先生になる 鈴木琴葉 7

東京都 小学校の先生になること。 にいな 7

東京都 将棋の棋士になりたいです。 あつひろ 7

東京都 しょうにかいになってこどものびょうきをなおしてあげたい。 ありさ 7

東京都 しょうぼうしになりたい こうのゆうき 7

東京都 しょうぼうしになりたい。 新井よしき 7

東京都 しょうらい元気ですごせますように。 五味義将 7

東京都 しょうらいなりたいことはかめんらいだーえくぜいど こばやしたいが 7

東京都 しょうらいなんにもない あさひ 7

東京都 しょうらいのゆめは、だんごやさんになりたいです。 な月 7

東京都 しょうらいパティシエになれますように。 ゆり 7

東京都 じょさんしさんになりたいです。 わたなべゆあ 7

東京都 ジョッキー まさと 7

東京都 じょゆうさんになりたい。 なな子 7

東京都 字を上手に書けるようになりたい るうと 7

東京都 新幹線の運転手になりたいです かさいましゅう 7

東京都 しんかんせんのうんてんしになりたいです はると 7

東京都 しんかんセんのうんてんしになること ひでひこ 7

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになれますように けい 7

東京都 しん体そうでオリンピックへ出る！ まる山ちひろ 7

東京都 しんたいそうをじょうずになりたい おくでらりこ 7

東京都 しんぶんにのる　パンをつくる　キャラクターをつくる もみみ 7

東京都 水えいせんしゅになりたいです。 伊藤瑱 7

東京都 水えいせんしゅになりたい いいじまゆうき 7

東京都 すいえいせんしゅになりたい いぬ 7

東京都 水泳せんしゅになりたいです！ 七桜 7

東京都 すいえいでオリンピックに出たい！ いまいさき 7

東京都 すいみんぐでせおよぎがじょうづになりたい もちづきりお 7

東京都 スーパーの人　王女おひめさま まりにゃん 7

東京都 スーパーマーケットの人 そん 7

東京都 スキーのコーチになりたい ひまり 7

東京都 すけーとせんしゅになりたい つばさ 7

東京都 スケートせんしゅになりたい！ みずき 7

東京都 図しょいいんになりたいです。 ふくしまかなめ 7

東京都 スタバのコーヒの人になりたい。 ふう 7

東京都 すりえ こいずみきひろ 7

東京都 生ぶつ学しゃになりたい。 正峯 7

東京都 せいゆう なお 7

東京都 せいゆうになりたいです。 リンナ 7

東京都 せかい１っしゅうりょこうにいけますように けい 7

東京都 せかいいち、かしこいじゅういさんになりたい れな 7

東京都 世界一可愛くて美味しいケーキを作るパティシエになりたい！ Ria 7

東京都 せかい一しゅう　さんすうのせんせい　こくごのせんせい まりにゃん 7

東京都 せかい一上手の電車うんてん士になりたい。 星野永寿 7

東京都 せかい一になる。 かとうゆうじ 7

東京都 せかい一のサッカーせんしゅになりたい。 けんと 7

東京都 せかい一のパティシエ 荒木仁那 7

東京都 せかいち力がつよいひとになりたいです。 王さま 7

東京都
世界で一ばん球が早い人になりたいのと世界一強いバッターになりたいのと世

界一強いサッカーせんしゅになりたいです。
増川和輝 7

東京都 せかいのひとをたすけるしごと ゆいこ 7

東京都 世界を支配してみたい 大野りな 7

東京都 絶滅動物を救う仕事がしたい こうた 7

東京都 せんきょにでる　うちわづくり　たいこづくり　のうえん もみみ 7
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東京都 先生になりたい。 よしみち 7

東京都 先生になれますように え口そうすけ 7

東京都 せんそうが一生おこりませにょうに 大のりな 7

東京都 そろばんの先生になりたい ぱり 7

東京都 大学の先生　ひかりの子しおの子　中学の先生　えかき　ボールペンのかいはつ もみみ 7

東京都 大金もち　かみがながい人　たくはいびんの人 まりにゃん 7

東京都 大金もちになりたい。 石塚蒼生 7

東京都 だいく すず木ゆき公 7

東京都 だいく あゆき 7

東京都 だいくさんになりたい そうた 7

東京都 だいくになりたいです ぞうそう 7

東京都 だいくになります。 こうすけ 7

東京都 卓きゅうでうまくなってゆうしょうしたいです とうがらし 7

東京都 たくさん化石を見つけて、しょうらいはっくつかになりたい。 児玉光 7

東京都 たくさんりょこういきたい こうき 7

東京都 タクシーのうんてんしゅになりたい しょうぼう車 7

東京都 たてものをつくる大くさんになりたい まりにゃん 7

東京都 たのしくくらす もみみ 7

東京都 たのしくしたい。 のじまゆうと 7

東京都 タレント　アナウンサー　はいゆう 白土一成 7

東京都 ダンサーになりたい！！ あい 7

東京都 ダンサーになりたい。 中丸きい 7

東京都 ダンサーになりたいです。 さあや 7

東京都 ダンスがじょうずになりたい かりん 7

東京都 だんすのせんせいになりたいです。 おおつかさえ 7

東京都 ダンスの先生になりたい あんじゅ 7

東京都 ダンスをする人になりたい さとうそうすけ 7

東京都 だんすをもっとうまくなりたいです。 はたべ来未 7

東京都 チェスのせんぱいになりたい すず木かなめ　カメ 7

東京都 地下てつのうんてんしになりたい！ はる天 7

東京都 ちばけんにいきたいっ！ しゅうと 7

東京都 ディズニきゃすとになりたい。 ズーちゃん 7

東京都 デザイナー あかり 7

東京都 デザイナー たけやまなのか 7

東京都 デザイナーになりたい ゆうな 7

東京都 でざいなーになりたい めいさ 7

東京都 デザイナーになりたい れいな 7

東京都 デザイナーになりたい！！ ミオナ 7

東京都 デザイナーになりたい！！ ユーピー 7

東京都 でざいなーになりたい。 小川叶愛 7

東京都 デザイナーになりたい。 ゆうちゃん 7

東京都 デザイナーになりたい。 ももは 7

東京都 デザイナーになりたい。 ななみ 7

東京都 デザイナーになりたいです。 岩上柚那 7

東京都 デザイナーになれますように。 まい 7

東京都 てつどうのうんてんしになる。 わたる 7

東京都 テニスせん手 たいたい 7

東京都 てんいんになりたい ほくと 7

東京都 でんきのこうじ ー 7

東京都 でんしゃのうんてんしになりたい なかだかずあき 7

東京都 でん車のうんてんしになりたい てらにし春人 7

東京都 電車の運転士になりたい 睦空 7

東京都 でん車のうんてんしになる。 りゅうしん 7

東京都 電車のうんでんしゅ やす田ゆうし 7

東京都 でん車のうんてんしゆうになりたいです。 てんてん 7

東京都 でん車をつくる人になりたい。 りょうすけ 7

東京都 東大に行けますように 心亜 7

東京都 どうぶつがくしゃ むー 7

東京都 どうぶつのいしゃ すてら 7

東京都 どうぶつのいしゃになれますように～ けい 7

東京都 動物のお医者さん ゆうなり 7

東京都 動物のお医者さんになりたい りの 7

東京都 どうぶつのかんごしさん くろだこなつ 7

東京都 どうぶつびょういんになりたい まゆ 7

東京都 どうぶつびょういんの先生かおかしやさんになりたい。 すず木まなみ 7

東京都 どうぶつをこわがらないでわさりたい！ みおん 7
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東京都 ドーナツやさん　パンやさん　レストランの人　やさいやさん まりにゃん 7

東京都 ドクターになりたい 修士 7

東京都 とけいづくり　パンケーキがデンシレンジでできるかいはつ　ファイルづくり もみみ 7

東京都 とけいのしごと ほそだこうせい 7

東京都 トップモデル りかよん 7

東京都 トミカをいっぱいほしい。 おうが 7

東京都 ともだちといっしょに、パティシエになりたい。 峯岸香梨 7

東京都 友だちとにんきユーチューバーになること！！ 上野知花 7

東京都 友だちを100万人作りたい ゆうり 7

東京都 どらごんぼおるになりたい ー 7

東京都 ドラヤキやさんになりたい。 みどり 7

東京都 ドレスのデザイナーになりたい みう 7

東京都 なーすになれますように。 すはらゆいか 7

東京都 なーすになれますように。 清澤柚香子 7

東京都 ながいきできますように。 原龍 7

東京都 なし るい 7

東京都 何かをつくる人（ビル） 山下大ち 7

東京都 なわとびがうまくなれますように 七海 7

東京都 入院中に優しくしてくれたお医者さんみたいなお医者さんになる ひなちゃん 7

東京都 ニュースやしんぶんをくわしくしりたい あや 7

東京都 人気モデルさんになりたい。 しぎ 7

東京都 にんじゃ けいた 7

東京都 にんじゃになりたい さち 7

東京都 にんじゃになれますように けい 7

東京都 ネイリストになりたい めい 7

東京都 ネイリストになれますように まーちゃん 7

東京都 ネコカフェ りんちゃん 7

東京都 ネコカフェをやりたい ゆかり 7

東京都 ノーベルしょうがとりたい 安井浩柾 7

東京都 バイオリンニストになりたい 関根怜次郎 7

東京都 はいしゃさんになりたい たかばのぞみ 7

東京都 はいしゃさんになりたい ゆい 7

東京都 ぱいろっと たいちゃん 7

東京都 パイロットになりたい 古 7

東京都 パイロットになりたい。 慧 7

東京都 ぱいろっとになりたい。 ゆう 7

東京都 パイロットになりたい。LDHにはいりたい。 こうせい 7

東京都 バスケットせん手になりたい！！ 島村愛月 7

東京都 バスケットせんしゅになりたいです。 おかだてつ 7

東京都 バスケットのせん手 よしちゃん 7

東京都 はたしは、かんごしさんになてみんなをたすけたいです すがさき 7

東京都 はたらく人 こうちゃん 7

東京都 はちゅうるいハンターになりたい れお 7

東京都 はつめいかになりたい！ すなはらしおゆ 7

東京都 はつめいかになれますように むねあき 7

東京都 ぱてぃしえ はやしめい 7

東京都 パティシエ すずきさとし 7

東京都 パティシエ ひなた 7

東京都 パティシエ　うんてんし　オリンピックの人　ペットをいっぱいかう まりにゃん 7

東京都 パティシエール　かんごし　ファションデザイナー 松尾智美 7

東京都 ぱてぃしえになりたい しおね 7

東京都 パティシエになりたい けいか 7

東京都 パティシエになりたい そよ 7

東京都 パティシエになりたい うたの 7

東京都 パティシェになりたい。 りお 7

東京都 パティシエになりたい。 えなみゆ羽 7

東京都 パティシエになりたい。 いなのみゆ 7

東京都 パティシエになりたい。 ゆずき 7

東京都 パティシエになりたい。 美悠 7

東京都 パティシェになりたいです。 すず木あいの 7

東京都 パティシエになりたいです。 ゆき 7

東京都 パティシエになりたいです。 ひとちゃん 7

東京都 パティシエになる。 み月 7

東京都 パティシエになること とうたけりり 7

東京都 ぱてぃしえになれますように ぐみ 7

東京都 花たばを作ってみんなをよろこばせたい。 いおちゃん 7
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東京都 花やさんになりたい。 たか田みゆう 7

東京都 はなやさんになりたい。 れい 7

東京都 パパよりお金もちになりたい いわ村しゅうへい 7

東京都 バレエのせんせい あやめ 7

東京都 バレーの先生になりたい！ すず木りほ 7

東京都 バレエの先生になりたい。 さら 7

東京都 バレエの選手になりたい もりえみ 7

東京都 バレーボールのせんしゅになりたい！ のりのり 7

東京都 バレーをがんばりたい！ かいと 7

東京都 バレリーナ　たっきゅうせんしゅ　プールをつくる もみみ 7

東京都 ばれりーなになりたい とよさまりお 7

東京都 バレリーナになりたいです。 ほのか 7

東京都 パンやきんとかんごし うやまひな 7

東京都 ぱんやさん　ぱてぃしえ さわうちかほ 7

東京都 パンやさんにないたい あかり 7

東京都 ぱんやさんになりたい らい 7

東京都 パンヤさんになりたい りりか 7

東京都 パンやさんになりたい みあ 7

東京都 ぱんやさんになりたい！ 山 7

東京都 パンやさんになりたい！！ きま 7

東京都 ぱんやさんになりたい。 奏子 7

東京都 ぱんやさんになりたい。 おはな 7

東京都 パンやさんになりたいです。 りさ 7

東京都 パン屋になる。 しゅんた 7

東京都 ピアニスト ここみ 7

東京都 ピアニスト なおと 7

東京都 ピアニストになりたい ゆうか 7

東京都 ピアニストになりたい！ 望桜 7

東京都 ピアにすとになれますように。 みさき 7

東京都 ピアノがじょうずになりたいです！ はな 7

東京都 ぴあのがひきたい。 ちーちゃん 7

東京都 ピアノの先生になりたい はなちゃん 7

東京都 ピアノの先生になりたい。 くのあやか 7

東京都 ひこうきのうんてんしゅになりたい。 そまたかひろ 7

東京都 ひこうきのうんてんしゅになれますように～ けい 7

東京都
ひこうきのパイロットになりたいです。

とくにＡＮＡのパイロットになりたいです。
しょうーろう 7

東京都 びじゅつかになりたい さとうさやか 7

東京都 ひとりぐらしができるおとなになりたい さかなになりたい 7

東京都 百七十さいまで生きたいです。 後藤 7

東京都 びようし 友な 7

東京都 びようし あさこ 7

東京都 びようしさんになりたい みお 7

東京都 びようしさんになりたい みはな 7

東京都 びようしになりたい とくだしい 7

東京都 びようしになりたい！！ いとうこのん 7

東京都 広いおみせやさんとていんさん あいり 7

東京都 ファッションモデルになりたい。 りーちゃん 7

東京都 フィギアスケートせんしゅになりたい。 もりひろももか 7

東京都 プールでおりんぴっくにでたい。 さくらこ 7

東京都 プールでひらおよぎ25メーターおよぎたい。 うーちゃん 7

東京都 プールでもぐれるようになりたい みお 7

東京都 プールのオリンピックに出たい。 のんちゃん 7

東京都 ぷうるのせんしゅになりたい！！ かぽりん 7

東京都 ふつうのおとな りょうすけ 7

東京都 プラモデルのすごい早い車をつくりたい りょうあ 7

東京都 プリンセスになりたいです。 ナナ 7

東京都 フルーツやさんになりたい ともき 7

東京都 プログラムをする人 そうた 7

東京都 プロサッカーせんしゅ かとうはるま 7

東京都 プロ卓球選手になりたい 睦空 7

東京都 プロやきゅうせんしゅ すばる 7

東京都 プロやきゅうせんしゅ 木村こう大 7

東京都 プロ野球せんしゅになりたい。 まし子かんじ 7

東京都 プロ野球せんしゅになりたいです。 駿 7

東京都 プロやきゅうせん手にになりたい！ りん 7
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東京都 ベイがいしゃの人。 ベノムディアポロス 7

東京都 ペットショウプ もここ 7

東京都 ペットショップオナ いぬ 7

東京都 ペットショップとようちえんのせんせい あいり 7

東京都 ぺっとしょっぷになりたい かれん 7

東京都 ペットショップになりたいです。 みみ 7

東京都 ペットショップのてんいんさん かほ 7

東京都 ペットショップやさん 東福 7

東京都 ペットショップやさんになりたい。 はっとり百花 7

東京都 ペットしょぷのてんいんさんになる。 さき 7

東京都 ペットショプのてんいんになりたい くり林さえ 7

東京都 ペットヤサん もりたまほ 7

東京都 へりこぷたーにのれますように けい 7

東京都 べんきょうがうまくなりたい やすだはるか 7

東京都 ほいくえんのせんせい ゆあ 7

東京都 ほいくえんの先生になりたい。 まひろ 7

東京都 ほいくし みう 7

東京都 ほいくしになりたい ゆら 7

東京都 保育士になりたい！ みさき 7

東京都 ほいくしになりたい。 ゆりの 7

東京都 ほいくしになりたい。 りこ 7

東京都 ほいくしになりたい。 Misaki 7

東京都 ほいくしになりたいです。 saho 7

東京都 ぼくいっぱいしん聞しがつくりたい。 宗吉修平 7

東京都 ぼくのゆめは、かいけいしになることです。 ささ木はるま 7

東京都 ぼくのゆめはうちゅうひこうしです。 やくも 7

東京都 ぼくのゆめはまんがかです。 るい 7

東京都 ぼくは、かーでざいなーになりたいです あさのようせい 7

東京都 ぼくは、まんがかになりたいです そう 7

東京都 ぽけかのゆうしょう。なる。 おいかわまさや 7

東京都 ポケモンのえいがをつくりたい。 本多ともはる 7

東京都 ポケモンマスター 柳李馿 7

東京都 本をかく人になりたい 田中ひなた 7

東京都 本を書く人になりたい！ まな 7

東京都 本を書く人になりたい！！ かれん 7

東京都 マジマジョピアーズになりたい。 石森さき 7

東京都 まじょになりたい いろは 7

東京都 まほうがつかいたい。 いながきゆきの 7

東京都 まほうつかいになりたい りの 7

東京都 まほうつかいになりたい るか 7

東京都 まぽうつかいになりたい おうすけ 7

東京都 まほうつかいになりたい。 かめおかはな 7

東京都 マラソンせんしゅになりたいです くまがいそうた 7

東京都 マラソンでせかいしんきろくしたい いおり 7

東京都 まんがか さっきー 7

東京都 まんがかになりたい うきょう 7

東京都 まんがかになりたい よしみ 7

東京都 まんがかになりたい りーちゃん 7

東京都 まんがかになりたい！ さな 7

東京都 まんがかになりたい！ ルカ 7

東京都 マンガカになりたい。 丹内さくら 7

東京都 まんがかになりたいです！ しおん 7

東京都 マンガ家になりたいです。 あやちゃん 7

東京都 マンガ家になりたい。 ともか 7

東京都 水えいせんしゅになれますように～ けい 7

東京都 ミュージカルじょゆうになりますように。 はるいえま 7

東京都 ミュージカルをがんばりたい。プールがはやくなりたい。 ひより 7

東京都 みれい 空を飛ぶ 7

東京都 みんなのへいわをまもる、かっこいいおまわりさん。 りっくん 7

東京都 むしのはかせになりたい　(いきもの) ぜんたくん 7

東京都 虫はくぶつかんのてんいんになりたい。 じんちゃん 7

東京都 虫をいっぱいおぼえるようになりたい。 みさかひろや 7

東京都 目いしゃ ひる川こころ 7

東京都 もうどくせいぶつはかせくん かわましー 7

東京都 もっとおよげるようになりたい もりはな 7

東京都 モデルさん　おいしゃさんになりたい ゆか 7
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東京都 モデルになりたい 井上せな 7

東京都 モデルになりたい！ いとうりお 7

東京都 モデルになりたい！ 海愛 7

東京都 もでるになりたい。 りさ 7

東京都 モデルになりたい。 もとなみほのか 7

東京都 モデルになりたいです りーちゃん 7

東京都 モルモットのしいくいんさんになりたい まこちゃん 7

東京都 もんじゃやさんになりたい 福田実希 7

東京都 やきゅうせんしゃになりたい。 たいき 7

東京都 やきゅうせんしゅになりたい 田中よしひさ 7

東京都 野球せんしゅになりたい ゆうた 7

東京都 野球せん手になりたい 永井大貴 7

東京都 やきゅうせんしゅになりたい たけるんるん 7

東京都 やきゅうせんしゅになりたい かいめい 7

東京都 やきゅうせんしゅになりたい！ つぼいとき 7

東京都 野球せん手になりたい。 とみざわあいる 7

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 竹原ひかる 7

東京都 やきゅうセンシュになりたいです たつる 7

東京都 やきゅうせんす こうしろう 7

東京都 野球選手になれますように こうたろう 7

東京都 やくざいしさんになりたい 橋場美柚 7

東京都 やくざいしさんになる。 くじらいみゆ 7

東京都 やくざいしに、なりたい。 れんれん 7

東京都 やくざいしになりたい ゆめか 7

東京都 やさいいおかあさんになりたい！ ういこ 7

東京都 やさしいお母さんになりたい。 ゆき 7

東京都 やまのてせんのうんてんしになりたい ゆうと 7

東京都 ゆいちゃんと結婚する おたつ 7

東京都 ユーチューバーになりたい かおる 7

東京都 ユーチューバーになりたい！ り空と 7

東京都 ユーチューバーになりたい！ えさしりく 7

東京都 ユーチューバーになりたい。 たけし 7

東京都 ユーチューバーになりたい。 ふくいゆう 7

東京都 ユーチューバーになりたいです。 小林ゆうと 7

東京都 ゆうめいながかになりたい。 ももこ 7

東京都 ゆちゅうばあになりたい りくきん 7

東京都 ゆめは、パティシエです。 い月 7

東京都 ゆめはアイドルトかんごし つつみにこ 7

東京都 ゆめはうちゅうひこうしになりたい。 かんじ 7

東京都 ゆめはしんかんせんのうんてんしになる。 あさのなゆた 7

東京都 ゆめをさがす。 山下琉希也 7

東京都 ようくんとサッカー日本だいひょうでかつやくすること ひろっち 7

東京都 ようちえんのせんせい まるもりまお 7

東京都 ようちえんのせんせい ゆうき 7

東京都 ようちえんのせんせいになりたい たがみまゆ 7

東京都 ようちえんの先生になりたい ゆい 7

東京都 ようちえんのせんせいになりたい！ たかはしまちこ 7

東京都 ようちえんのせんせいになりたい。 ゆき 7

東京都 ようちえんの先生になりたいです。 かっちゃんです 7

東京都 ようち園の先生になりたい。 ミニー 7

東京都 ようふくのえをかく まぜみのり 7

東京都 ラグビーせんしゅ 白石瑛音 7

東京都 ラテアート　自分だけのこうすい　おけしょうどうぐをつくる もみみ 7

東京都 りゅうせいがねずみになってつぎは、きょうりゅうになってみんなにわらわれた。 ー 7

東京都 りゅうりをつくりたい まえだゆひな 7

東京都 りょうしになりたい くろかわそうた 7

東京都 りょうりやさんとうちゅうひこうしになりたい！ だいき 7

東京都 リレーがじょうずになりたい！ りんりん 7

東京都 リレーのせんしゅになりたい 佑輔 7

東京都 レジやさんになりたい。 ゆいか 7

東京都 レストランをひらいて、てんちょうになりたい。 ゆっぴん 7

東京都 ろぼっとけんきゅうか こっくはらこうた 7

東京都 ロボット大腸で１のロツボトせんしゅになりたいです。 きん 7

東京都 ロボットはつめいかになる。 細貝るうと 7

東京都 ロボットをつくる人 りお 7

東京都 ロボットをつくる人になりたい かん大 7
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東京都 ロボットをつくる人になりたい。 たいが 7

東京都 わからない ともや 7

東京都 わたしがしょうらいなりたいゆめはユーチューバーとエステサロンのひとになにたい ひな子 7

東京都 わたしのしょうらいのゆめはオリンピックのせんしゅになることです。 とみながさき 7

東京都 わたしのゆめは、ペットやさんになりたいです。 山田ひめ子 7

東京都 わたしは、大きくなったらびようしになりたいです ゆあこ 7

東京都 わたしはあしがはやくなりたいです。 にわるな 7

東京都 わたしは大きくなったらねこのじゅういさんになりたいです そら 7

東京都 わたしはダンスのせんせいになりたいです。 かねだみりあ 7

東京都 わたしはピザやさんがゆめです。 及川みう 7

東京都 水泳せんしゅになりたい。 なかむー 7

東京都 ー ー 7

東京都 ー りっちゃん 7

東京都 「歌手」になりたいです 外山美桜 8

東京都 0さい1さい2さいのほいくえんのきゅうしょくの人に、なりたいです。！ あずさ 8

東京都 Ｃ．Ａになりたい りり 8

東京都 Ｆ１レーサーになる。 細谷彩都 8

東京都 ＪＲ東日本のうんてんし むとう大が 8

東京都 NBAのせんしゅ けんちゃん 8

東京都 YouTbeになって有名になりたい。 ゆうか 8

東京都 アイス屋さんになりたい！！ みー 8

東京都 アイスやさんになりたいです。 おうか 8

東京都 アイドルに。 はし本かなえ 8

東京都 アイドルになりたい こな 8

東京都 アイドルになりたい！ まな 8

東京都 アイドルになりたい。 よしだまりな 8

東京都 アイドルになりたいです。 りん 8

東京都 アイドルになる！ なな 8

東京都 アイドルになる！ ゆう 8

東京都 足が宇宙一になりたい。 織田惺琥 8

東京都 足がはやいリーレーのせんしゅになりたい！ りょうすけ 8

東京都 あたまがよくて、かわいくて、ダンスが上手にっれたらいいな うめの 8

東京都 アナウンサーになりたい。 ひなた 8

東京都 アニメを作る人になりますように！ 菊池心海 8

東京都 ありません 菊池はるか 8

東京都 あんぜんに、くらせますように 林たかみち 8

東京都 いいおねえちゃんになりたい よしだあゆり 8

東京都 いえがお寺なのでたくさんの人々にしゅうきょうをおしえたい。 宮部奏佑 8

東京都 家画になりたい。 宮倉菫 8

東京都 家を作りたい たこ 8

東京都 いえをつくる人　ロボットをつくる人 ゆうき 8

東京都 いきつぎクロールが上手になりたい chiho 8

東京都 いしゃ まうそのさ 8

東京都 医者になりたい いいづかゆま 8

東京都 いしゃになりたい スイカマン 8

東京都 いっぱいおかしがたべれますように。 ゆり 8

東京都 犬にかかわるしごとがしたいです！ さのわかな 8

東京都 犬のいしゃになれますように。 あいり 8

東京都 犬をかいたい のんたん 8

東京都 今の小学校の担任の先生みたいにキラキラした先生を目指す！ のの 8

東京都 いろんなくににいきたいです。 りく 8

東京都 いろんなことばをおばえてあたまがよくなりたいです。 かねひらゆうか 8

東京都 いろんなこん虫に会いにいきたい。 みや田しゅう 8

東京都 いろんな外国に行って、新種を発見したい。虫博士になりたいな。 Yuito 8

東京都 歌しゅになりたい ゆうと 8

東京都 うちゅうにいく 山﨑陽介 8

東京都 うちゅうひいこうしになりたい 横井こっ美 8

東京都 うちゅうひこうしになりたい りお 8

東京都 うちゅうひこうしになりたいです。 ひろちゃん 8

東京都 うちゅうひこうしになる 石橋まこと 8

東京都 うちゅうりょこうに行きたい りょうご 8

東京都 海を守る仕事 シャチ 8

東京都 運ていマスターになりたい！！！ 龍ちゃん 8

東京都 えいごの先生になりたい！ りんご 8

東京都 えいごをおぼえてハワイにいきたいです。 さーちゃん 8

東京都 えかき ゆうか 8

117



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

東京都 絵描きさんになりたい か子 8

東京都 えかきになりたい 小下めい 8

東京都 絵が上手になりたい！！ ゆい 8

東京都 絵本作家になりたい 月の 8

東京都 えほんさっかになりたい！ いずみ 8

東京都 絵本さっかになる。 ゆうすけ 8

東京都 エンジニアになりたいです。 みやの力 8

東京都 お医者さん 久保蒼真 8

東京都 おいしゃさん ゆうたん 8

東京都 おいしゃさんになってみんなをたすけたい わたなべさら 8

東京都 おいしゃさんになりたい！ 柚羽 8

東京都 おい者さんになりたい！！ えれな 8

東京都 おいしゃさんになりたい（しょうにか） うとすずな 8

東京都 お医者さんになりたい、ノーベル生理学医学しょうをとりたい のの 8

東京都 おいしゃさんになりたい。 ゆり 8

東京都 おい者さんになりたい。 悠羽 8

東京都 おいしゃさんになりたい。 たなかれあ 8

東京都 おいしゃさんになりたい。 咲耶 8

東京都 おいしゃさんになりたい。 せなちゃん 8

東京都 おいしゃさんになることです。 ももちゃん 8

東京都 王さまになる さくらい　かずき 8

東京都 おうちのかじをほとんどやる たけ田かずき 8

東京都 大金持ちになりたい しょつ 8

東京都 おおきくなったらいつもニコニコの人になりたい！ うたの 8

東京都 大きくなったら犬をかいたいです。 かくうた 8

東京都 大きくなったらエアハイパーレスキュウのたいいんになりたいです。 りく 8

東京都 大きくなったら科学者になりたい 翔真 8

東京都 大きくなったらかんごしになりたい。 しえ 8

東京都 大きくなったらかんごしになる。 ちーちゃん 8

東京都 大きくなったらケーキやさんになりたい あおか 8

東京都 大きくなったらじゅさんにさんになりたいです！！ な々か 8

東京都 大きくなったら花やさんになりたい。 みゆきちゃん 8

東京都 大きくなったらピアニストになりたいです。 よしだかおる 8

東京都 大きくなったらフランスに行きたい。 はるき 8

東京都 大きくなったらやくざいしになりたいです 中谷心海 8

東京都 おおきくらったら、どうぶつのおいしゃさんです 小林桜子 8

東京都 大なわで日本1位になる 東海しょうう 8

東京都 おかしやさんになりたい。 さつこ 8

東京都 おかねもちになりたい ささおかゆうき 8

東京都 お金をかせぎたい りょうにゃん 8

東京都 お父さんのびょういんにはいりたい けいすけ 8

東京都 大人になったらおいしいごはんをつくるごはんやさんになりたい みえ 8

東京都 大人になったらじゅういさんになってたくさんの動物をすくいたい。 りま 8

東京都 おとなになったらはいしゃさんになりたいです 落合亜美 8

東京都 おにぎりやさん(ぱぱのおてつだいをしたい。) 砂金遥華 8

東京都 お花やさんとか手とじょゆうさん 彩華 8

東京都 お花やさんになりたい！ まりか 8

東京都 お花屋さんになりたいです。 北見いつき 8

東京都 おまつりにいきたい。 永井開理 8

東京都 おもちゃはんばいてんのてんちょう みっきー 8

東京都 オリンピックにでたい ゆうしん 8

東京都 オリンピックに出たい　たいそう あん 8

東京都 オリンピックのせんしゅになりたい（すいえい） ゆうちゃん 8

東京都 おわらいげい人になりたい！！ 川上ゆゆか 8

東京都 お医者さんになりたい 中田一花 8

東京都 看護師になりたい 福田美月 8

東京都 カープのせん手になりたい！ 春 8

東京都 かいしゃのしゃちょう さおり 8

東京都 カイジョウホアンチョウになること 山本あやね 8

東京都 怪盗・ゲーム天才・水泳選手・発明家 池谷旬平 8

東京都 かがくしゃ 天のしょうた 8

東京都 かがくしゃかけんきゅうかになりたいです。 みづき 8

東京都 化学者になって、ノーベルしょうをとりたい 千葉唯 8

東京都
か学しゃになって、のんだしゅんかんにインフルエンザがなおるくすりをつくる。

ギネスせかいきろくをめざす
ー 8

東京都 化学者になりたい。 織田惺琥 8
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東京都 科学者になりたい。 みちひろ 8

東京都 科学者になりたい。 ゆづる 8

東京都 科学者になりたい。 千尋 8

東京都 かがくしゃになりたいです（じつけん）できなかったものをつくりたいです。 つく田 8

東京都 がかになりたい うみちゃん 8

東京都 画家になりたい まお 8

東京都 かざりやさｎ！！ もも 8

東京都 かしゅになりたい つむぎ 8

東京都 歌手になりたい、 こっちゃん 8

東京都 化石をはっくつしたい！ Ena 8

東京都 かそうけんになりたい い口あん 8

東京都 かぞくがしあわせに長いきしますように。 うめだそうた 8

東京都 家族といっしょにたのしくくらせますように。 中村うき 8

東京都 かっこいい声の声優になりたい！ はるまさ 8

東京都 学校のがくどうの先生になりたいです。好きな人とけっこんできるといいです。 わこ 8

東京都 学校の先生 まな 8

東京都 学校の先生 あさいりん 8

東京都 学校の先生になりたい しんた 8

東京都 学校の先生になりたい！ なっピー 8

東京都 学校の先生になりたい！ ここみ 8

東京都 学校の先生になりたい！ 高はししおん 8

東京都 学校の先生になりたいです！ 市おか玉き 8

東京都 かねもちになりますように。 希宙 8

東京都 金もちになる 中じしの 8

東京都 カフェではたらきたい ゆりりん 8

東京都 カフェのてんいん はすみ 8

東京都 カフェの店員さんになりたい あべこころ 8

東京都 カヘェ すずゆ 8

東京都 かみのキックボクシングせん手になりたい！！ エジプト大ま王 8

東京都 カメラマンになりたい 夏帆 8

東京都 カメラマンになりたい さな 8

東京都 カメンライダーになりたい たろう 8

東京都 空手で大会でゆうしょうしたい 征人 8

東京都 カレーやさんになりたい 牧野 8

東京都 かんがえ虫 佐柄太一 8

東京都 かんごしかＣＡどっちかになりたい。 高杉みう 8

東京都 かんごしさんになれますように さくら 8

東京都 かんごしさんになれますように！ 凪咲 8

東京都 かんごしに、なりたいです。 まどか 8

東京都 かんごしになりたい すず木あやめ 8

東京都 かんごしになりたい むつみ 8

東京都 かんごしになりたい SaYaKa 8

東京都 かんごしになりたい りんご 8

東京都 かんごしになりたい あいる 8

東京都 かんごしになりたい！ さや 8

東京都 かんごしになりたい。 スヌーピー 8

東京都 かんごしになりたい。 るあ 8

東京都 かんごしになりたいです。 るーちゃん 8

東京都 かんごしになりたいです。 山中亜佑莉 8

東京都 かんごしになれますように。 これえだののか 8

東京都 かんごふさん わかちゃん 8

東京都 ギターを上手になりたい かりん 8

東京都 気遣いの出来るキャビンアテンダントになること ゆなさ 8

東京都 キャビンアテンドになりたい かなえ 8

東京都 キャビンアテンドになりたい 桃子 8

東京都 競泳のオリンピック選手 アオイ 8

東京都 恐竜　虫はかせになりたい ー 8

東京都 きょうりゅうはかせになりたい 山口はやと 8

東京都 きょうりゅうはかせになれますように。 しみずゆうたろう 8

東京都 巨大なお魚をとって水族館で育てたい そーわ 8

東京都 ぎんこういん りょうた 8

東京都 薬を作りたい。 ヘルゼットバンバン 8

東京都 くまをかってみたいです ねいゆめな 8

東京都 クレープ屋さんになりたい。 真琴 8

東京都 クレンげーむです りょうちゃん 8

東京都 けいさつかん あいな 8
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東京都 けいさつかん　スマホほしい う山こうへい 8

東京都 けいさつかんか金メダリストか、白バイの人がいい。 まお 8

東京都 けいさつかんになりたい はる 8

東京都 けいさつかんになりたい さな 8

東京都 けいさつかんになりたい みずき 8

東京都 けいさつかんになりたい こは 8

東京都 けいさつかんになりたい！ さら 8

東京都 けいさつかんになりたい！ くうニャン 8

東京都 けいさつかんになりたい！ よ生 8

東京都 けいさつかんになりたい！ りおう 8

東京都 けいさつかんになりたい。 ゆづき 8

東京都 けいさつかんになりたい。 よう 8

東京都 けいさつかんになりたい。 ちか 8

東京都 けいさつかんになりたい。 大金永佳 8

東京都 けいさつかんになりたいです。あと声優にもなりたいです。 えみるん 8

東京都 けいさつになりたい。 いつき 8

東京都 げいのう人になりたい つり 8

東京都 ケーキや ゆうな 8

東京都 ケーキやさん そら 8

東京都 ケーキやさん なっちゃん 8

東京都 ケーキやさん 影浦琴音 8

東京都 ケーキ屋さんとオリンピックのりくじょうせん手になりたい。 大さわはるか 8

東京都 ケーキやさんになりたい まお 8

東京都 ケーキやさんになりたい みゆき 8

東京都 けーきやさんになりたい なかがわりお 8

東京都 ケーキやさんになりたい ゆい 8

東京都 ケーキやさんになりたい たざわあやか 8

東京都 ケーキやさんになりたい。 みき 8

東京都 ケーキやさんになりたいです なな 8

東京都 ケーキやさんになりたいです！ ふみか 8

東京都 ケーキ屋さんになりたいです！！ 土屋めい 8

東京都 ケーキやさんになりたいです。 くみ 8

東京都 ケーキ屋さんになれますように。 ゆな 8

東京都 ケーキ屋さんになれますように。 真緒 8

東京都 ゲーマー いわぶちゆら 8

東京都 ゲーマー ゆせ 8

東京都 ゲーマーになりたい りょう生 8

東京都 ゲームクリエイターになりたいです。 下前かいり 8

東京都 ゲームでマリオメーカーがほしいです。 杉本羽由真 8

東京都 ゲームをつくる会社の社員になりたいです。 たかやま 8

東京都 ゲームをつくるひと のむら 8

東京都 ゲームをつくる人になりたい ゲームだいすき 8

東京都 げかいしになりたい。 小川舞緒 8

東京都 げきがうまくなりますように。 寺戸あん 8

東京都 研究者になりたい！！ なぎっち 8

東京都 研究者になりたい。 ユズ 8

東京都 けんきゅうしゃになりたいです。 ゆういちろう 8

東京都 けん玉やこまがじょうずになりたい 井上 8

東京都 けんちくしになりたい 田中克弥 8

東京都 考古学者になりたい あいだしゅん 8

東京都 こうこがくしゃになりたいです おくだ正むね 8

東京都 甲子園でゆうしょうしてプロ野球選手にドラ１で入る。 こうま 8

東京都 こせいぶつ学者になりたい。 がん 8

東京都 コックさんになりたい しゅうや 8

東京都 これからみつけます さえ 8

東京都 さいばんかんになる。 森田よし文 8

東京都 サカッーせんしゅ ひでき 8

東京都 作家 西果穂 8

東京都 作家(マンガか)になりたい。 琴梨 8

東京都 作家・ちょうこく家になりたい ごん田 8

東京都 サッカーがうまくたりますように ほりたけんしん 8

東京都 サッカーがしたい（せんしゅになりたい） はるき 8

東京都 サッカーせん手になりたい。 峰木秀 8

東京都 サッカーせンしゅ あんどうゆうま 8

東京都 サッカーせんしゅ はるこ 8

東京都 サッカーせんしゅ たしろき 8
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東京都 サッカーせんしゅかディズニーではたらきたい 山田明り 8

東京都 サッカー選手です。 山田虎之介 8

東京都 サッカーせんしゅになって日のまるがついたユニフォームをきたい 石渡蒼空 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい 上田ちひろ 8

東京都 サッカー選手になりたい 崇琉 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい かんにゃ 8

東京都 サッカー選手になりたい りょーた 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい ゆうき 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい ごうし 8

東京都 サッカーせん手になりたい！ あいか 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい！ ふじ田一ぶき 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい！ ながいおお晴 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 赤まつそうすけ 8

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 りょうが 8

東京都 サッカーせん手になりたい。 クリボー 8

東京都 サッカーせん手になりたいです 牧野内ゆう 8

東京都 サッカーせんしゅになれますように おおさわゆう 8

東京都 サッカーせん手 くじゃく 8

東京都 サッカーせん手になりたい バニラ 8

東京都 サッカーせん手になりたい。 だいまおー 8

東京都 サッカーせん手になりたいです。 かずや 8

東京都 サッカーせん手になりたい。 鳥居俊太郎 8

東京都 サッカー日本代表せん手になりたい。 れんくん 8

東京都 サッカー日本代表になりたい！！ 岡村柚希 8

東京都 サッカーのせんしゅになりたい くらもち 8

東京都 サッカーの日本だいひょううになりたい。 そうすけ 8

東京都 サッカーをもっとじょうずにしたい。 るうら 8

東京都 作家になってパンやさんになって、ばすのうんてんしゅになる。 ときたはるま 8

東京都 作家になりたい 権田エン 8

東京都 作曲家になりたいです。 かなちゃん 8

東京都 ザッシモデルになりたい。 かなた 8

東京都 算数オリンピックで金しょうとれますように ジェニー 8

東京都 シェフになりたい！ かんちゃん 8

東京都 ししょになりたいです。 かずや 8

東京都 じしんけんけゆうかになりたい りったん 8

東京都 死になりたい さそりがめくん 8

東京都 しゃしょうになりたい パンダ 8

東京都 じゅうい あやか 8

東京都 じゅうい 梅村日実 8

東京都 じゅういさん ねね 8

東京都 じゅういさんになりたい 関根そら 8

東京都 じゅういさんになりたい！ りい 8

東京都 じゅういさんになりたい。 みつはししずく 8

東京都 じゅういさんになりたいです 奈都美 8

東京都 じゅういし あんちゃん 8

東京都 じゅういになりたい！ いしたにつむぎ 8

東京都 しゅうじてきれいな字を書いてしょうじょうをとりたい。 たかはしことみ 8

東京都 しゅうじの先生になりたい かしわ木りん 8

東京都 じゅう道せかい一になりたい あらし 8

東京都 小学校の先生になりたい 木村こすず 8

東京都 小学校の先生になりたい！！ あじさい 8

東京都 しょうぎで強くなりたい。 りょうた 8

東京都 しょうぎのプロ はやぶさ2号 8

東京都 しょうぎプロきし 松田陽 8

東京都 小せつ家と絵本を書く人になりたい のの子 8

東京都 しょうせつかになりたい！ はおん 8

東京都 しょうせつかになりたい！ ふっみー 8

東京都 小せつかになりたいと、せかいがへいわになるようにする人になりたい！！ 松本真歩 8

東京都 しょうにかの先生になりたい！！ ひとちゃん 8

東京都 小児外科になりたい！！ チビアイル 8

東京都 しょうぼうだんになりたい。 こうが 8

東京都 しょうらいのゆめは、お医者さんです。 小林あいか 8

東京都 しょうらいのゆめは、ケーキやさんです。 いとうりな 8

東京都 しょうらいのゆめは、パティシエです！ 牧主みやび 8

東京都 しょうらいのゆめはどうぶつのおいしゃさんです。 まいまい 8

東京都 しょう来のゆめはプールのせん手になりたい 陽久 8
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東京都 しょうらいは小学校の先生になりたいです。 わな 8

東京都 しょうらいファッションデザイナーになってみんなをえがおにしたいです。 ふじしろ安虹 8

東京都 しょうらい保いく園の先生か、じょさんしさんになりたい。 あいり 8

東京都 しょく人になりたい。 きょうや 8

東京都 じょさんし　パティシエ　デザイナー みゆゆ 8

東京都 じを、おぼけるようにする りひと 8

東京都 字をじょうずになりたい！！ 大友みのり 8

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたい 井手拓未 8

東京都 新体操せん手になりたい☆ おかむらめいさ 8

東京都 新体操のせん手になりたいです 川上椛恋 8

東京都 しんぶんきしゃ（ほいくし）（学校の先生） かけのりほ 8

東京都 スイーツ屋の人になりたい！！ しおか 8

東京都 水泳１級に絶対合格したい。 たっくん 8

東京都 水泳がうまくなりたい たいし 8

東京都 すいえいせんしゅ 旋 8

東京都 水泳せんしゅ トムロ 8

東京都 水泳せん手で日本代表になり、オリンピックに出て金メダルをとりたい 進太郎 8

東京都 水泳せんしゅになりたい えいと 8

東京都 水泳せん手になりたい 松下愛奈 8

東京都 水えいせんしゅになりたい 百たけまると 8

東京都 水泳せんしゅになりたい。 七星 8

東京都 水泳せん手になりたい。 はすの実 8

東京都 水泳せん手になりたい。 春 8

東京都 水泳でオリンピックに出て、金メダルをとりたい。 あっきー 8

東京都 水えいとピアノが上手になりたい！ ゆずは 8

東京都 水えいのせんしゅ 下田 8

東京都 水泳のせん手になりたい。 こうせい 8

東京都 スイカ むさし 8

東京都 数学者になりたい アヤ 8

東京都 スキーせんしゅになりたい。 大野彩恵 8

東京都 スキーでオリンピックにでたい えな 8

東京都 スケートのせんしゅになりたい。 しおり 8

東京都 スケボーサーキットをつくりたいっ 川合 8

東京都 すもうになりたい。 中ねともき 8

東京都 ぜいりし しんすかん 8

東京都 せかい一おりがみがうまくなるぞ！！！ つばさ 8

東京都 せかいいちのサッカーせんしゅになる。 けいた 8

東京都 世界最速の電車を作るう。 はづき 8

東京都 世界中を旅してみたい ー 8

東京都 せかいの人を幸せにしたい（すくいたい） ひろね 8

東京都 せがおおきくなりたい けいと 8

東京都 セブンイレブンのていいんさんになりたい しりゅう 8

東京都 先生になりたい ゆうり 8

東京都 そばやさんになりたい ならはるま 8

東京都 空をとらべるようになりたい！ 大原空翔 8

東京都 そろばんのせんしゅになって大会でゆうしょうしたい！ 小林さや 8

東京都 体育の先生 あやちゃん 8

東京都 大工 壮志 8

東京都 だいく K 8

東京都 大工 たいやき 8

東京都 だいくさんになりたい ふじいゆうま 8

東京都 大工さんになりたい 梅谷 8

東京都 大工さんになりたい！ ノン 8

東京都 だいくさんになりたいです。 れん人 8

東京都 だいくさんになれますようにあとやきゅうがうまくなれますようにあとラーメンをまいにちたべられますように ひろき 8

東京都 だいくになりたい はる 8

東京都 大工になりたいです。 ゆいな 8

東京都 たいこがよすがさんなみにうまくなってせかい一をとりたいです。 勇作 8

東京都 体そうがうまくなりたい。 しのつか日な子 8

東京都 体操せん手 西村ゆっき 8

東京都 たいそうせんしゅになってオリンピックにでてゆうしょうしたい こづかみく 8

東京都 たいそうせんしゅになりたい すがさわみらい 8

東京都 たいそうの先生になりたい！ 西尾明り 8

東京都 たからづか ゆい 8

東京都 たっきゅうせんしゅ 山中まさや 8

東京都 タッキュウせんしゅになりたい。 大野 8
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東京都 たのしくくらしたいです とっと 8

東京都 食べ物を作る人になりたい ゆう花 8

東京都 だれかのために、何が役だつことをしたい。 ます田こもも 8

東京都 たんけんか ー 8

東京都 ダンサーになりたい 夏帆 8

東京都 ダンサーになりたいです。 竪梨 8

東京都 ダンサーになれますように。 りあ 8

東京都 ダンスのコーチになりたい あやか 8

東京都 たんていになりたいです げんげん 8

東京都 チアダンスの先生になりたい！ ほのちん 8

東京都 チアの先生になりたい！！ LUNA 8

東京都 小さくてかわいい犬がほしい。 せき谷まい 8

東京都 チャレンジのトマトがぶじにそだつといいです。 あおば 8

東京都 中学校の先生になりたい。 浩宇 8

東京都 ちゅうかりょうりにんになりたい ゆう 8

東京都 中古車の店 にしのひびき 8

東京都 ディズニーキャストになりたい！ あんり 8

東京都 ディズニーキャストになりたいです。 中山えむ 8

東京都 ディズニーランドのキャストさんになる！！ 本間れな 8

東京都 デザイナー やさやさい 8

東京都 デザイナー えっか 8

東京都 デザイナー 富井りな 8

東京都 デザイナーと、おようふくやさんになりたいです！ かなえ 8

東京都 デザイナーに　アイドルになりたい 宮川りさら 8

東京都 デザイナーになって世界でかつやくしたい。 鈴木佑綺 8

東京都 デザイナーになりたい ゆうな 8

東京都 デザイナーになりたい 犬 8

東京都 デザイナーになりたい 會田　染乃 8

東京都 デザイナーになりたい リンリン 8

東京都 デザイナーになりたい！ かほ 8

東京都 デザイナーになりたい!! さくら 8

東京都 デザイナーになりたい。 まっちゃん 8

東京都 デザイナーになりたい。 さっちゃん 8

東京都 デザイナーになりたいです 富田椛音 8

東京都 デザイナーになれますように わたなべれい 8

東京都 テニスがうまくなりたい 米田優奈 8

東京都 テニスがうまくなれるゆめ いっち 8

東京都 テニスせんしゅ たか明 8

東京都 テニスせんしゅ たけのこ・たぬき・たけ 8

東京都 テニス選手になること 上田あやの 8

東京都 テニスのコーチ ふっぴー 8

東京都 テレビにでたい。 月みね 8

東京都 テレビにでてみたいです。 マヤ 8

東京都 でん車のうんてんし かく 8

東京都 電車のうんてんしたい うえＰ 8

東京都 電車の運転士になりたい！ 電車はかせ 8

東京都 電車のうんてんしゅ 健ちゃん 8

東京都 電車のうんてん手 つばさ 8

東京都 でんしゃのうんてんしゅになりたい サクサク 8

東京都 電車の試転云になりたい。 ー 8

東京都 東京大学に行きたい ななか 8

東京都 東京大学にうかりたいです。ゲーマーになりたい。 はぎおひろき 8

東京都 どうぶつ園のしいくいん ぬれがみまい 8

東京都 どうぶつ園のしいくいんになりたい。 R.Y 8

東京都 動物園のしいくがかりになりたい。 ゆっち 8

東京都 どうぶつがくしゃになりたい。 みずき 8

東京都 どう物のおいしゃさんになりたい！ 葵 8

東京都 どうぶつのおいしゃさんになりたい！ 大つきかえで 8

東京都 どうぶつのしいくいんになる！ 島田みき 8

東京都 どうぶつのびようしさんになりたい ねね 8

東京都 どうぶつびょういんの先生に、なりたい ひいちゃん 8

東京都 ドーナツやさんになりたい。（とくにりょうりをつくるしごと） しおり 8

東京都 ドクターになりたい 小川愛莉 8

東京都 図書館の人になりたい たい 8

東京都 図書館の人になりたい。 わま 8

東京都 どぼくがいしゃに入りたいです。 かな 8
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東京都 友だちをふやしたい あすみ 8

東京都 とょかんの人 ほか 8

東京都 ドラエモンに会いたい。 グデタマ 8

東京都 どらえもんのよじげんポケットがほしい たま 8

東京都 トリマ　ケーキやさん あすな 8

東京都 トリマーになりたい まお 8

東京都 トリマーになりたい！ 未来のミライ 8

東京都 鳥をいっぱいかいたい。 大原海翔 8

東京都 ない科（医者） まゆ子 8

東京都 長いきしたい 希宙 8

東京都 長生きしたい しほ 8

東京都 ながいきしたいです。 しのざきゆうみ 8

東京都 ならいごとのフラがじょうずになれますように。 山辺ゆい 8

東京都 なわとびせんしゅになりたい。 まほ 8

東京都 日本代表（サッカー）になりたい！ えい太 8

東京都 日本だいひょうのサッカーせんしゅ こうた 8

東京都 日本代表のサッカー先手になりたい。 小野寺航 8

東京都 にんじゃ ひめあ 8

東京都 任天堂スイッチみたいなゲーム機を作って色々な人に遊んでもらう たくぎん 8

東京都 ニンテンドーソフトをたくさん買えますように。 さいとうつばさ 8

東京都 ねいりすとになりたい。 うわ 8

東京都 ネイリストになれますように。 真穂 8

東京都 ネコカフェの店員になりたい。 はるか 8

東京都 ねこカフェをやりたい。 みお 8

東京都 ねことなよくできますように ー 8

東京都 野きゅうせんしゅになりたい。 ひろや 8

東京都 はいしゃさんになりたい。 磯山望桜 8

東京都 はいしゃさんになりたいです 北西ゆうむ 8

東京都 パイロットなりたい いちろう 8

東京都 パイロットになりたいです かえちゃん 8

東京都 バスケせんしゅ はる生 8

東京都 バスケをうまくなりたい 工藤あかね 8

東京都 パソコンをもらいたい。 かの 8

東京都 発明家・ゲームの社長・東大のレゴブ 亀井太いち 8

東京都 はつめい家 かなぶんぶん 8

東京都 発明家 きょう 8

東京都 はつめいしゃになりたい フセイン 8

東京都 パティシエ ゆずき 8

東京都 パティシエ かほ 8

東京都 パティシエ アリエル 8

東京都 パティシエールになりたい。 しおり 8

東京都 パティシエかダンサーになりたい！ はるか 8

東京都 パティシエになってみんなをよろこばせてあげたいです。 あずさ 8

東京都 パティシエになりたい あい 8

東京都 パティシエになりたい さよ 8

東京都 パティシエになりたい よこてあかり 8

東京都 パティシエになりたい おざま 8

東京都 パティシエになりたい！ わたなべみおり 8

東京都 パティシェになりたい！！ ゆの 8

東京都 パティシエになりたい！！ みなみ 8

東京都 パティシェになりたい。 ひより 8

東京都 パティシェになりたい。 吉嗣 8

東京都 パティシエになりたい。 一花 8

東京都 パティシエになりたい。 心遥 8

東京都 パティシエになりたいです。 しおり 8

東京都 パティシエになりたいです。 ー 8

東京都 パティシエになりたいです。 ミア 8

東京都 パティシエになる！！ ゆい 8

東京都 パティシエになれますように 車井心優 8

東京都 パティシエのできる天気予報士のバレリーナ eric 8

東京都 バトンの先生になりたい。 かなみ 8

東京都 花やさんになりたい さかいゆう花 8

東京都 花やさんになりたい れな 8

東京都 花屋さんになりたい 手さげ（人間） 8

東京都 花やさんになりたい！ 千広 8

東京都 はなやさんになりたい。 ゆり 8
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東京都 羽田空港のひこうきをなおす人になりたい。 しんしん 8

東京都 パパがやってる中野ゴムをやりたい。 りく 8

東京都 早くきょうりゅうはかせになりたい。 ますいゆうき 8

東京都 はやくはしりたいです。 ちはらひなの 8

東京都 早くほんとうのゆめをさがしたいです。 しゅうじ 8

東京都 バレエの先生になりたい！ ゆいに 8

東京都 バレリーナになりたい さわ 8

東京都 バレリーナになりたいです。 アジャ 8

東京都 バレリーナになる！ 田澤芙雪 8

東京都 バンドウイルカのしいくいん ようよう 8

東京都 パンやさんになりたい 金井彩華 8

東京都 パン屋さんになりたい。 あきひろ 8

東京都 パン屋さんになりたい。 ちた 8

東京都 ぱんやさんになりたいです ののか 8

東京都 パンやさんになりたいです しなのなな 8

東京都 パンやさんになりたいです。 ふじひらゆうや 8

東京都 パンやさんになること か川あいる 8

東京都 パンやさんになれますように！ あらいしの 8

東京都 パン屋になりたい 中じまあや人 8

東京都 ピアニストになりたい 関根輝太郎 8

東京都 ピアニストになりたい こうき 8

東京都 ピアニストになりたい かにゃん 8

東京都 ピアニストになりたい！ Ririka 8

東京都 ピアニストになりたいです 黒田杏 8

東京都 ピアニストになりたいです。 ミア 8

東京都 ピアノの先生　ピアノの先生になりたい！！ ゆっきー 8

東京都 ピアノの先生になりたい！ しゅう 8

東京都 ピアノをいっぱいやってできるようになりたい。 のぞみ 8

東京都 ピアノをいっぱいれんしゅうして、いっぱつでごうかくしたいです。 あかり 8

東京都 ピアノを待合室で弾いて、病気だけじゃなくて気持ちも元気にしてあげられる小児科の先生になることが夢です。 こーたん 8

東京都 ひ行器のうんてんしゅになりたいです！ 藤木敦志 8

東京都 ヒカキンになる そうた 8

東京都 ひこうきのおねえさんになりたい すずきひらり 8

東京都 ひこうきを作るエンジニアになりたい。 ハヤブサ 8

東京都 人をたすけるボランティア はるちゃん 8

東京都 びょういんのかんごし みか 8

東京都 びょういんのかんごしになりたい。 ゆいな 8

東京都 びょういんのかんごふさんになりたい。 羽美 8

東京都 びようしさんになりたい くるみ 8

東京都 びようしさんになりたい！ 由奈 8

東京都 びようしさんになれますように！！ すみ吉るる 8

東京都 美ようしになりたい 美久丹 8

東京都 びようしになりたい 杉山那優 8

東京都 美容師のアイスクリーム屋さん いくらちゃん 8

東京都 ファッションショーの人になりたい 愛桜 8

東京都 ファッションデザイナーになりたい ゆうみ 8

東京都 ファッションデザイナーになりたい！ さとか 8

東京都 ファッションモデルになりたい！！ えみ子 8

東京都 プールせん手になりたい。 つばさ 8

東京都 プールで25ｍ泳げるようになりたいです 百々花 8

東京都 プールでいっぱいおよぎたい。 さほ 8

東京都 プールで金をとりたい。 かとうりょうや 8

東京都 プールでとてもはやくうまくおよげるとうになりたいです。 りんか 8

東京都 プールでバタフライおよげるようになりたいです。 すず木みか 8

東京都 プールのせんしゅになりたい ことは 8

東京都 プールのプロになりたい とし 8

東京都 ふじんけいかんになりたい NIKO 8

東京都 物理学者（アインシュタインのような） こう 8

東京都 プログラマーになりたい 希来 8

東京都 プログラマーになりたいです。 のざきそら 8

東京都 プロゲーマー りゅうか 8

東京都 プロゲーマーになりたい。 ゆき 8

東京都 プロゲーマーになりたいです。 よこ田まな 8

東京都 プロゴルファー ゆうすけ 8

東京都 プロサッカー選手 たける 8

東京都 プロサッカーせん手になっていろいろな国にいって全部のし合にかちたい。 やも 8
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東京都 プロサッカーせん手になりたい！ まうー 8

東京都 プロサッカーせん手になりたい！ クリスティアーノシュン 8

東京都 プロ野きゅうせん手になって活やくしたい。 中里けいた 8

東京都 プロ野きゅうせんしゅになりたい！ 仁和 8

東京都 プロのサッカーせんしゅになりたい！ おしるこ 8

東京都 プロのサッカーせん手になりたい！！！！！！！！！！ クリスティーマコト 8

東京都 プロのポリスせん手になりたい！ ナイト 8

東京都 プロ野球せん手 とも 8

東京都 プロヤキュウセンシュになってピッチャーをやりたい けいくん 8

東京都 プロ野きゅうせんしゅになりたい ゆう 8

東京都 プロ野球せん手になりたい 大貴 8

東京都 プロやきゅうせん手になりたい！ ひろゆき 8

東京都 プロ野球せん手になりたい！ あつおー 8

東京都 ペットショップになりたい！ あき山もも花 8

東京都 ペットショップになることかうちゅうひこうしになれますように 恵里奈 8

東京都 ペットショップのてんいんになりたい。 たて山いぶき 8

東京都 ペットショップやさんになれますように たざきえみり 8

東京都 ぺっとやさん まゆぴ 8

東京都 べんごしになれますように☆ 堀之内凛 8

東京都 ほいくえんのせんせい あいみ 8

東京都 ほいくえんの先生とパティシエ さゆぴー　さゆっぴ 8

東京都 ほいくえんの先生になりたい！！ 矢野咲希 8

東京都 ほいく園の先生になりたい。 サラ 8

東京都 ほいくし おがさわらみこ 8

東京都 保育士 あや 8

東京都 ほいくし まほ 8

東京都 ほいくしさんになりたい 生島花音 8

東京都 ほいくしさんになりたい。 まさき 8

東京都 ほいくしさんになりたいです。スイッチがほしいです。 小ざわ心な 8

東京都 ほいくし小どうぶつのじゅうい　学校の先生 めいり 8

東京都 ほいくしになりたい 秋元めい 8

東京都 ほいくしになりたい！ あやか 8

東京都 ぼうけん家 小野寺恵実里 8

東京都 ぼくは、たっきゅうせんしゅになりたいです ほりいかいと 8

東京都 ぼくはしょうらいいしゃになりたいです こうすけ 8

東京都 ぼくはせかいいちのサッカーせんしゅになりたい よし田 8

東京都 ぼくはパンやさんになりたいです。 いがさられん 8

東京都 ポケットモンスターの、ゲームをつくったり、いべんとをひらいたりしたいです ながやま 8

東京都 ホテルの支配人になりたい すずきたかはる 8

東京都 本やさんになりたい。 かのん 8

東京都 本をたくさんに読みたい まつおうめの 8

東京都 本をつくりたい ゆい子 8

東京都 毎日、本を読んでいたい きえ 8

東京都 毎日たんじょう日で、プレゼントがたくさんもらいたい！
めがねくん　

MEKANAKUN
8

東京都 マクドナルドのてんいん ゆうくん 8

東京都 まだきまっていない。 りょうたろう 8

東京都 まついひできせん手よりすごいきょうだ者になりたい。 こう 8

東京都 まっさーじをやりたいです そうちゃん 8

東京都 まほうつかいになりたい。 チハヤ 8

東京都 ままとおかしをつくれるようにしたいです。 くえあ 8

東京都 ママのしごとをがんばる。 みわゆりあ 8

東京都 マラソンせん手 りゅう 8

東京都 マラソンたい会で１いをとりたい ますいちなつ 8

東京都 マンガ家になりたい・かがくしゃになりたい げしえるしい 8

東京都 まんがカ あみ 8

東京都 まんが家になりたい なな 8

東京都 マンがかになりたい シャエルカ 8

東京都 マン画かになりたい 妙摩瑠宇仁 8

東京都 マンガ家になりたい！ 鈴木彩純 8

東京都 マンガかになりたい！！ ねこ 8

東京都 まんがかになりたい。 みづき 8

東京都 まんがかになりたい。 はな 8

東京都 まんが家になりたい。 ゆい 8

東京都 まんがかになりたい。ふつうに生きたい よんぜ 8

東京都 マンガ家になる！！ 市川凛人 8
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東京都 マンガ家になるのだ！！ 市川輝大 8

東京都 三浦大和といっしょにきょうえんすること りりか 8

東京都 右ききになりたい。 まっちゃん 8

東京都 水ふうせんのまわりであそびたい 上原ゆう太ろう 8

東京都 みらいは、サッカーせんしゅになりたい。 そらら 8

東京都 みんなでバスケができるところをつくりたい 是 8

東京都 みんなのやくにたつお店屋さん。 たっろー啓太 8

東京都 みんなのやくにたてる人になりたい けいすけ 8

東京都 みんなをえがおにさせるようなじょゆうさんになりたいです。 加藤侑那 8

東京都 みんなをわらわせるすてきなおとなになりたいです かとうえな 8

東京都 虫をつかまへてしらべたい。 こう太 8

東京都 メカニックになりたい。 ゆうティンブルーリッチ 8

東京都 メジャーリーガー くき 8

東京都 メジャーリーガーになりたい。 ゆうが 8

東京都 もっとしあわせになりたい こころ 8

東京都 モデラー ゼルダ 8

東京都 モデルになって、お金をいっぱいかせぎたい！！ ゆいさ 8

東京都 モデルになりたい。 みーやん 8

東京都 モデルになること Urara 8

東京都 モノを作るひとになりたい。 葵斗 8

東京都 野球せん手になりたい 水谷蒼之介 8

東京都 野球選手になりたい たいが 8

東京都 やきゅうせんしゅになりたい ウスターソース 8

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 リッキー 8

東京都 やきゅうせん手になれますように りゅうのすけ 8

東京都 やきゅうせん手になりたい！ コップ 8

東京都 やくざいし ゆかこ 8

東京都 やくざいしになれますように りさ 8

東京都 ゆうちゅーばー のぞ 8

東京都 ユーチューバー しょうた 8

東京都 ユーチューバーになりたい わたなべゆきな 8

東京都 ユーチューバーになりたい。 マリアン 8

東京都 ユーチューバーになりたい。 荒井はるか 8

東京都 ユーチューバーになりたい。 ささやん 8

東京都 ユーチューバーになりたい。 イタッチ 8

東京都 ユウチュウバーになりたい。 琉暢 8

東京都 ゆうちゅうばーになりたい。 小ね山る全 8

東京都 ユーチュバー ヤマモン 8

東京都 ゆうめい人 たかき 8

東京都 有名なさっ家になりたい！ のべみ月 8

東京都 ゆう名ユーチューバーになりたい！！ アニメはかせ 8

東京都 ゆう名ユーチューバーになりたい。！！ るかりん 8

東京都 ゆめは電車のうんてんしゅです。 おちあいたかのり 8

東京都 ようちえんの先生 あいみ 8

東京都 ようちえんの先生 れいちゃん 8

東京都 ようちえんの先生になってみんなをまもりたい りん 8

東京都 ようちえんの先生になりたい！ こわたりなな 8

東京都 ようちえんの先生になりたい。 しほ 8

東京都 ようちえんの先生になりたいです なほ 8

東京都 ようちえんの先生になること よしのことこ 8

東京都 ようふくのデザイナーになりたい。 えり 8

東京都 よの中の問題をかいけつしたい。 ミータン 8

東京都 リアルで面白い戦いゲームを作りたい エイシン 8

東京都 りくじょうせんしゅになりたい！ なお生 8

東京都 リニアモーターカーのうんてんしです。 ひろと 8

東京都 リレーせん手になりたい。 悠 8

東京都 れきし学しゃになりたい しょうご 8

東京都 レゴ作りの天才になりたい。 叶汰 8

東京都 レゴの会社につとめたい マイマイ 8

東京都 レゴブロックをつくる人になりたい 山下駿介 8

東京都 ロボットがくしゃ 井出悠翔 8

東京都 ロボットを作たい たかのしんじ 8

東京都 ロボットを作る人になりたい！ いぶき 8

東京都 わたしのしょうらいのゆめはおいしゃさんです。 ねぶやあやか 8

東京都 わたしのゆは、おいしゃさんになりたいです。 から 8

東京都 わたしのゆめはたいそうせんしゅになりたいです。 前たあやか 8
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東京都 わたしはバレエの先生になりたいです。 竹内晴音 8

東京都 わたしはピアニストになりたいです。 しろきなな 8

東京都 大金もちになりたいです。 岸和田玲菜 8

東京都 「女医」さんになりたい！！ アリリン 9

東京都
１ちょう円ほしい　２ちょう円カモン　３ちょう円こい

金空からこい
たびと 9

東京都 CAになりたいです。 さえ 9

東京都 GM トラ 9

東京都 JR東日本の電車の運転士になる 真の神 9

東京都 L5のゲームクリエイターになりたい！！ ごう藤寺大也 9

東京都 WRCのドライバーになりたい くさなぎひろあき 9

東京都 α１に行きたい Ｋｏ 9

東京都 アイスホッケーのプロせんしゅになりたい。 秋山ゆうご 9

東京都 アイドル・モデル関係のお仕事をしたいです！ 鈴木華歩 9

東京都 アイドルになる まみ 9

東京都 赤ちゃんをうんでお母さんになりたい。 えり 9

東京都 アクセサリーデザイナー 伊藤うい 9

東京都 あざぶ中学に合格したい。 堀江介刀 9

東京都 あしがはやくなりたい はん 9

東京都 あしが速くなりたい 晴太 9

東京都 あたらしいレゴのパーツをつくる人になりたい 悠太 9

東京都 アナウンサーになりたい りのり～の 9

東京都 アニメを作る 怜男 9

東京都 アムロナミエになりたい 青木まほ 9

東京都 アメフトプロせん手になりたい！！ 鈴木晴太 9

東京都 アメリカに行ってみたい。 りんりん 9

東京都 家のせっけい図をつくる人になりたいです。！ きん文 9

東京都 しょうぼうしになりたい K 9

東京都 医者になって新聞にのりたい 棈松優真 9

東京都 医者になりたい のんちゃん 9

東京都 医者になりたい！ あいこ 9

東京都 医者になりたい！ きーちゃん 9

東京都 医者になりたい。 太田悠翔 9

東京都 医者になりたい。 みうらひろあ 9

東京都 医者になりたいです。 みんみん 9

東京都 いだいな研究してノーベル賞をとる 高丸ちゃん 9

東京都 いつかいえでしたい はんせじゅん 9

東京都 いなかの農家さん りひと 9

東京都 いぬやねこにかこまれてくらしたい。　プロゲーマーになりたい きい 9

東京都 犬をかう。 冨永直弘 9

東京都 イラストレーター ぴあ 9

東京都 イラストレーター等…　イラストをかく仕事につきたいです。 蓮色 9

東京都 イラストレーターになりたい！ ゆっきー 9

東京都 いろいろある。きまってない。でもだいたいは決まっている。 はる 9

東京都 歌に関わる仕事につきたい Meika 9

東京都 宇宙ひ行しになりたい。 ゆき子 9

東京都 うちゅうひこうし けんたろう 9

東京都 うちゅうひこうしになって、うちゅうに行ってうちゅうでサッカーをしたい。 高畑悠真 9

東京都 うちゅうひこうしになってロケットにのりたい。 杏 9

東京都 うちゅうひこうしになりたい。 塚原正真 9

東京都 海に関係する仕事になりたい 伊藤瞬 9

東京都 英語がうまくなりたい。 寺本美佳 9

東京都 えい語の先生 かほチ 9

東京都 英語の先生 ー 9

東京都 英語をペラペラしゃべって外国人と話してみたい 川崎ゆめか 9

東京都 画科 あゆK 9

東京都 絵描きさんになっていろんな本を作りたい ゆっぴ 9

東京都 絵がうまくなりたい いうじゅ 9

東京都 えほんさっかになりたい めい 9

東京都 えほんさっかになりたい りさ 9

東京都 絵本作家になりたい。 まほ 9

東京都 お医者さん ゆいっちー 9

東京都 お医者さんとモデルになりたいです。 えれ 9

東京都 おいしゃさんになりたい すずきかのん 9

東京都 おいしゃさんになりたい Yui 9

東京都 お医者さんになりたい みひろ 9
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東京都 お医者さんになりたい！ あゆみ 9

東京都 おいしゃさんになりたい。 藤田咲良 9

東京都 おい者さんになりたいです。 りんりん 9

東京都 おいしゃさんになる たける 9

東京都 大会社の社長か会長になる！ ＴＯＭＯＳ 9

東京都 大金持ちになりたい ともや 9

東京都 大きくなったら「ゴルフせん手」になってテレビにでて、しょう金女王になる！！ 岡田彩椰 9

東京都 大きくなったらオリンピックのチアの選手になりたいです！！ みさき 9

東京都 大きくなったらケーキ屋さんになれますように ゆいはん 9

東京都 大きくなったら歯科者になりたい。 きく泰成 9

東京都 大きくなったらすごいチアのせんしゅになりたい せのおさよ 9

東京都 大きくなったらネイリストになりたい。 なつね 9

東京都 大きくなったらネイリストになりたいです。 りこ 9

東京都 大きくなりたい りほ 9

東京都 お母さんのようにしっかり者で料理上手になる りあ 9

東京都 おかしずくりがじょうずになれますように なな 9

東京都 おかしやになる 前田 9

東京都 お金がいっぱいほしい。 だいき 9

東京都 億万長者になりたい あいり 9

東京都 おさいほうやさんになりたい！ はなちゃん 9

東京都 おすぷれいとヘリコプターのる 晴太 9

東京都 男の人の声の声優さんになりたい かりん 9

東京都 お父さんが好きな騎手になりたい けいじ 9

東京都 お父さんのあとつぎがしたい！ いぶキング 9

東京都 お父さんの仕事を手伝いたい。 わこ 9

東京都 お父さんのようなシェフになりたい。 りん 9

東京都 大人になったら親をディズニーのおとまりに１ぱく2日で行きたい。 ちぃちゃん 9

東京都 おとなになっても友だちとあえるように。 せきやっきょく 9

東京都 おどりがうまくなりたい ゆっぴー 9

東京都 おにんちゃんにかいたい はんせじゅん 9

東京都 おはなやさん 大島 9

東京都 お花屋さん り 9

東京都 お花屋さん 柚木萌々華 9

東京都 お花屋さんになること。　バレリーナになること。　ケーキやさんになること。 えんどうくるみ 9

東京都 おべんきょうがとくいになりますように。 いちか 9

東京都 おようふくやさんになりたい りの 9

東京都 オリンピックで13回ゆう勝したい！ 上本一二三 9

東京都 オリンピックの水泳のせんしゅになりたいです。 高橋もあな 9

東京都 オリンピックの水泳のせんしゅみたいになりたい。 ゆりか 9

東京都 オリンピックのせんしゅになりたい！ 岡 9

東京都 音楽家になりたい みかん 9

東京都 音楽を作りたい りっちゃん 9

東京都 女ゆうになりたい！ ゆの 9

東京都 女ゆうになりたい！ かのは 9

東京都 お金もちの空手のせんしゅ かなる 9

東京都 外国で食べ物が食べられない人とかを、すくいたい ゆりか 9

東京都 会社員とかけもちでマンガ家になりたい！ かのん 9

東京都 かいしゃのしゃちょうになりたい いうじゅ 9

東京都 会社の社長になりたい。 聖弥 9

東京都 海じゅういになりたい！ 大仲ひなの 9

東京都 科学研究者になりたい 松本知佳 9

東京都 かがくしゃ 菅井結 9

東京都 かがく者 晴太 9

東京都 化学者 高久智成 9

東京都 科学者 はる 9

東京都 化学者になりたい 隆仁 9

東京都 科学者になりたい 兒嶋愛佳 9

東京都 科学者になりたい！ あやか 9

東京都 科学者になりたい！ 田村 9

東京都 科学者になりたい！ くぼ田知明 9

東京都 科学者になりたいサッカー選手になりたい 小潟 9

東京都 科学はかせになりたい 紀伊　颯人 9

東京都 かがく者になりたい かっくん 9

東京都 がかになりたい　ダンスがうまくなりたい ななみ 9

東京都 画家になりたい。 mari 9

東京都 画家になりたい。 やさい 9
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東京都 がくしゃになりたい。 よりと 9

東京都 歌手になりたい 愛音 9

東京都 かしゅになりたいです！ たえか 9

東京都 学校の校長先生いなりたい。 鈴木諒 9

東京都 がっこうの先生 ☆うみ☆ 9

東京都 学校の先生 ゆめ 9

東京都 学校の先生 ゆうみ 9

東京都 学校の先生になりたい 美波 9

東京都 学校の先生になりたい つばさ 9

東京都 学校の先生になりたい ベジット 9

東京都 学校の先生になりたい 花梨 9

東京都 学校の先生になりたい あめっち 9

東京都 学校の先生になりたい さや 9

東京都 学校の先生になりたい！ 松山 9

東京都 学校の先生になりたい。じょさんしさんになりたい。 竹林佳乃子 9

東京都 かならず天ごくにいきたい。 いうじゅ 9

東京都 かねもちになりたい はん 9

東京都 金もちになりたい りょう 9

東京都 金もちになりたい。 雨みー 9

東京都 カフェやさになりたいです。 ゆりか 9

東京都 カフェ屋さんになりたい！ とうかい 9

東京都 かみきりやさん 村田ひいろ 9

東京都 神さまになりたい やなみはやと 9

東京都 かみさまを知らない人をかみさまを知らせてあげたい。 いうじゅ 9

東京都 カメラマン しず 9

東京都 体が不自由な人の、教しになりたい I.M 9

東京都 空手 シカッペー 9

東京都 空手でオリンピックにでたい ワンパンマン 9

東京都 からてで金メダルをとりたい のの 9

東京都 かりんと一しょにくらしたい。 ゆっぴ 9

東京都 カンコクじんの歌手と歌いながらおどりたい うらこ 9

東京都 かんごしさんに、なりたい。 うしおだゆき 9

東京都 かんごしさんになりたい ゆきな 9

東京都 かんごしさんになりたい！ ゆいこ 9

東京都 かんごしさんになりたい！！ かなこ 9

東京都 かんごしなりたい ここな 9

東京都 かんごしになりたい まな 9

東京都 かんごしになりたい！ さっちゃん 9

東京都 かんごしになりたい。 みー 9

東京都 かんごしになりたい。 みな 9

東京都 かんごしになりたいです。 ー 9

東京都 漢字博士になりたい 漢字バカボン 9

東京都 かん字をおぼえる 晴太 9

東京都 かんせいかん 晴太 9

東京都 気球に乗ってみたい 美怜 9

東京都 きじや さる 9

東京都 気しょうよほうしになりたい！ MeMi 9

東京都 キックボクサー ちびざる 9

東京都 キックボクシングのせんしゅになりたい いぶき 9

東京都 ギネス世界きろくにのにたい はん 9

東京都 キャビンアテンダント ー 9

東京都 キャビンアテンダントになりたい！ まなちゃん 9

東京都 キャビンアテンド！（CA) 高橋望花 9

東京都 キャビンアテンドになりたい 仁菜 9

東京都 競泳の選手になってオリンピックに出る！ さきっぽ 9

東京都 きょうりゅうのしんしゅを見つける 秀平 9

東京都 きょうりゅうはかせ 遼 9

東京都 きん肉をもりもりにしたいです。 R 9

東京都 グーグルにしゅうしょくしたい ちくわおいしいよねくん 9

東京都 薬ざいしになりたい！ なっちー 9

東京都 クライミングせんしゅになりたい。 きゅうほうゆいか 9

東京都 クラゲのシークインになりたいです。 ももえ 9

東京都 けいおうぎじゅくに入って1年生から1番ショートでスタメンで試合にでて、甲子園で春夏れんぱをたっせいする。 佐藤光磨 9

東京都 けいさつかん みーちゃん 9

東京都 けいさつかんになりたい 理央 9

東京都 けいさつかんになりたい りく 9
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東京都 けいさつかんになりたい！ 原麻乃 9

東京都 警察官になりたい！ くめちゃん 9

東京都 けいさつになりたい あき 9

東京都 けいさつになりたい。 ふみと 9

東京都 芸人になりたい！ 椎名海斗 9

東京都 げいのう人になってゆうめいになる。 大木主 9

東京都 芸のう人になりたい！ たけ 9

東京都 芸のう人になる！！ ＭＡＩ 9

東京都 ケーキやさん けんけん 9

東京都 ケーキやさん あやや 9

東京都 ケーキやさんいなりたい かえちゃん 9

東京都 ケーキ屋さんになりたい。 木下りん花 9

東京都 ケーキやさんになりたい。 ななみ 9

東京都 ケーキやさんになりたい。アメリカに行きたい。 みあこ 9

東京都 ケーキやさんになりたいです。 竹原依舞 9

東京都 ケーキやさんになりたいです。 ななせ 9

東京都 ケーキを作パティシエになりたいです 木野ざわれみ 9

東京都 ケーキをデザインする人になりたいです。 チェリー 9

東京都 ゲーマになりたい 廣田いぶき 9

東京都 ゲームがうまくなる。 晴太 9

東京都 ゲームクリエイター aooni 9

東京都 ゲームクリエイターになりたい まつたけ 9

東京都 ゲームクリエイターになりたい！！ 誠馬 9

東京都 ゲームクリエイターになりたい。 玉田けいた 9

東京都 ゲーム作りたい
チョコVSミルクのプロ

ゲーマー
9

東京都 ゲームのプロになりたい たけのこのさと 9

東京都 ゲームをつくる 晴太 9

東京都 外科医になりたい さく 9

東京都 げかいになりたい！ たつ 9

東京都 けっこんしてはたらきたい みお 9

東京都 研究かになりたい 央雅 9

東京都 けんちく家 ななタマ 9

東京都 けんちく家になって100回だての家をつくりたい かりん 9

東京都 建築家になって人のために役立つ建物をたくさんデザインしたい！！ TAM 9

東京都 けんちくかになりたい！ クリシー 9

東京都 けんちくし 原彩乃 9

東京都 けんちくしになりたい。 あらた 9

東京都 剣道で日本一になる ゆうすけ 9

東京都 考古学者 秋田 9

東京都 工作を教える人 みかん 9

東京都 こうにんかいけいしに、なりたい アンパンマン 9

東京都 コーヒーオーナーになりたい ゆきね 9

東京都 小がた犬をいっぱいもらいたいです。じゅう医さんになりたい。 ありさ 9

東京都 国民えいよしょうをとる ひろたか 9

東京都 古生物学者になりたい いおいお 9

東京都 コックさんになりたい。 ひかる 9

東京都 コックになりたい かっちゃん 9

東京都 コテキや音学にかかわる先生になりたい！！ リエ 9

東京都 こども食堂の店員になりたい かなえ 9

東京都 子ブタカフェの店員になりたい。 くるみんみんゼミ 9

東京都 ゴルフ選手になりたい。 あゆっち 9

東京都 これから見つけます。 りん 9

東京都 昆虫博士になりたい！ アイカ 9

東京都 さいばんかん かお 9

東京都 サッカーがうまくなりたい。 いうじゅ 9

東京都 サッカーがうまくなりますように。 恵太 9

東京都 サッカー全国大会にしゅつじょうしたい！ 周吾 9

東京都 サッカーせんしゅ らいちゃん 9

東京都 サッカーせんしゅ ゆうi 9

東京都 サッカーせんしゅ コブラ 9

東京都 サッカーせんしゅ とき 9

東京都 サッカー選手 アッキー 9

東京都 サッカー選手です カッパ 9

東京都 サッカー選手になってオリンピックに出たい！ ＡＺＵ０３０５ 9

東京都 サッカー選手になりたい 増田裕真 9
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東京都 サッカー選手になりたい てらさかりょう 9

東京都 サッカーせんしゅになりたい ボール 9

東京都 サッカー選手になりたい 中西　駿介 9

東京都 サッカーせんしゅになりたい！ あいざわれいた 9

東京都 サッカー選手になりたい！！ なすっとくん 9

東京都 サッカーせんしゅになりたい！目ひょうリフティング４０回い上 あっくん 9

東京都 サッカー選手になりたい。 わたあめ 9

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 あお 9

東京都 サッカー選手になりたい。 カトウウもも太郎 9

東京都 サッカー選手になりたい。 詠人 9

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 岩佐玲旺 9

東京都 サッカーせん手になりたい。 こたろう 9

東京都 サッカー選手になりたいです 成塚宗聖 9

東京都 サッカー選手になる ドラゴン 9

東京都 サッカーせんしゅになれますように こうき 9

東京都 サッカーせん手になれますように。 伊原駿希 9

東京都 サッカーせん手のフォワードになりたい 河面颯人 9

東京都 サッカー日本代表になりたい。 海藤哲人 9

東京都 サッカー日本代表になりたいです。 けん 9

東京都 サッカー選手 マサタダ 9

東京都 サッカー選手になりたい そうた 9

東京都 さっかになりたい。 ー 9

東京都 サラリーマンになりたい ササキハヤテ 9

東京都 算数を一番とくいにしたい。 松島伊吹 9

東京都 シェフになりたいです。 小山颯月 9

東京都 字がうまくなる 晴太 9

東京都 自動車せいび士になってみたい 颯馬 9

東京都 耳鼻科になりたいです。 しゅんちゃん 9

東京都 社長になりたい らーゆ 9

東京都 じゅうい すずか 9

東京都 じゅういさんになりたい つばさ 9

東京都 じゅういさんになりたい　もっと科学のことなどについて知りたい。 ちよ 9

東京都 じゅういさんになりたい！ くらら 9

東京都 じゅういさんになりたい！！ ゆの 9

東京都 じゅういさんになりたい！！ ひよ 9

東京都 獣医になりたい れい 9

東京都 じゅくの先生になりたい！ ゆの 9

東京都 小学校の先生 なっちみー 9

東京都 小学校の先生になりたい！！ みつき 9

東京都 将棋の先生になりたい。 下采侑 9

東京都 小児科のかんごしになりたい！ さあちゃん 9

東京都 しょうぼうし たきかす 9

東京都 しょうぼうしになりたい そーすけ 9

東京都 しょうぼうしになりたい。 赤井　翔太 9

東京都 しょうらい幸せになりますように Ｎ．Ｔ 9

東京都 しょうらい小学校の先生になりたい！ 今村胡桃 9

東京都 しょう来せっ計しになりたい。 綸音 9

東京都 しょうらいの夢　ユーチューバー えみりん 9

東京都 しょうらいのゆめはスポーツせんしゅ ひろあつ 9

東京都 しょうらいのゆめは苦いごーやを食べられるようになりたいです さかいゆず 9

東京都 しょうらいのゆめはピアニスト！！ れむ 9

東京都 しょうらいのゆめはぶたいかんとくです キホ 9

東京都 しょうらいパティシエになりたい　つくったりたべたりしたい 優奈 9

東京都 しょう来はテーマパークダンサーになってディズニーでおどりたいです。 りあ 9

東京都 しょうらいんのゆめは、ゲームクリエイターです。 萩原幸也 9

東京都 じょさんしか、かんごしみたいに、びょういんではたらきたいです。びょうきの人を元気にしたいです。 石井沙奈 9

東京都 助さんしさんになりたい。 深澤恵 9

東京都 じょさんしになりたい りあ 9

東京都 じょさんしになりたい！ ことな 9

東京都 女子サッカーせんしゅになりたい あやな 9

東京都 書道の先生になりたい。 いわざきももか 9

東京都 女ゆう 安本ももか 9

東京都 女優か声優になりたい ゆっぴ 9

東京都 シンガーソングライターになれますように☆ あまにゃん 9

東京都 新国立げき場でおどるバレリーナになりたい。 りさ 9

東京都 新体そうの選手になりたい あおい 9
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東京都 新聞記者 ひろ 9

東京都 新聞記者になりたいです！ なっちゃん 9

東京都 新聞記者になりたいです。 とわ 9

東京都 水泳がはやくなりたい 晴太 9

東京都 水泳選手か陸上選手になりたい！ 昊音 9

東京都 水泳せん手になりたい 渡辺日光己 9

東京都 水泳選手になりたい ゆきだるま 9

東京都 水泳せん手になりたい！ ももは 9

東京都 水泳選手になりたい！ イッソ 9

東京都 水泳選手になりたい！！ いいちゃん 9

東京都 水泳選手になりたいです いとうれお 9

東京都 すいえいせんしゅになりたいです！ たかはしれおな 9

東京都 水泳選手になりたいです。 ひさろう 9

東京都 水泳選手になる！大会に出る！ ゆみ 9

東京都 水泳でオリンピックにでたい。 だいき 9

東京都 水泳のオリンピック選手になりたい にんじん 9

東京都 水泳のせん手になりたい ゆうた 9

東京都 水泳のせんしゅになりたい。 ー 9

東京都 すいぞくかんではたらく にんちゃん 9

東京都 水族館のしいく員になりたい 桔平 9

東京都 すいぞく館の人になってみたい きっとん 9

東京都 スキーせんしゅになりたい！ 明奈 9

東京都 すきなブランドの店員なりたいです。!! 海季 9

東京都 スケートせんしゅになりたい 石 9

東京都 すし屋の店員になりたい。 おれくん 9

東京都 すべてのにゃんこをなかまにしたい。 ふじいのぶお 9

東京都 スポーツがうまくなりたい 巧 9

東京都 スポーツがうまくなりたい。 ゆき 9

東京都 スポーツ選手 ー 9

東京都 スポーツ選手でかつやくしたい くろ 9

東京都 スポーツ選手になりたい！！ 遥也 9

東京都 スポーツ選手になりたい。 タッキー 9

東京都 スポーツの先生になりたい ランラ 9

東京都 成せきを上げたいです まさあき 9

東京都 世界一のプロサッカーせん手になりたい よしざきりゅうき 9

東京都 世界一のユーチューバーになりたい！ ブローノブチャラティ 9

東京都 世界一周 ふじいまひろ 9

東京都 せかいこくさい月めんうちょうきちの人 はせがわさつたろう 9

東京都 世界中を平和にしたい かとうゆい 9

東京都 世界のいちりゅうのサッカーせん手になりたい たつる 9

東京都 せがたかくなりたい じゅん 9

東京都 世界で貧しい人、困っている人を助けたい あやの 9

東京都 世界旅行をしたい ソウマ 9

東京都 せめて１つゲームをつくる 晴太 9

東京都 先生になりたい このみ 9

東京都 先生になりたい 青山よしと 9

東京都 先生になりたい！ ななこ 9

東京都 大学教じゅか、日テレではたらきたい。 みなみ～ 9

東京都 大工 カゼ 9

東京都 大工さん 泰ちゃん 9

東京都 大工名人になる！！ しん 9

東京都 たいしかん員になりたい。 ぞらすけ 9

東京都 タイソウをうまくなりたい ー 9

東京都 ダウンタウンに出たい はく 9

東京都 たかはしるみ子先生のようなゆうめいなまんがかになりたい 浅田星空 9

東京都 たこやきやさんになりたい ぞうさん 9

東京都 たっきゅう選手になりたい ももか 9

東京都 たっ球せん手になりたい！ おにぎり丸 9

東京都 卓球の世界大会にでたい 優陽 9

東京都 タバコをすわない人になりたい いうじゅ 9

東京都 タヒチアンダンスの先生になりたい 間根山ももか 9

東京都 だれかをたすけられる人になりたい！！ ジブリ 9

東京都 ダンサーになりたい りか 9

東京都 たんていになりたい！ 池尻淳史 9

東京都 チアの先生になりたい 渡辺爽世 9

東京都 チアのみんなで全米せいはをする。さらにチアの中で一番強いチームになる！！ 菅原葵 9
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東京都 小せつ家 ゆか 9

東京都 中学じゅけんでうかりたい けんすけ 9

東京都 中学じゅけんをしたい めっぷー 9

東京都 つよい人になってみたい。 いうじゅ 9

東京都 ディズニーのキャストになりたい。 田辺さくら 9

東京都 ディズニーランドではたらきたい。 さき 9

東京都 デザイナー じゅっちゃん 9

東京都 デザイナーになりたい ラム 9

東京都 デザイナーになりたい みき 9

東京都 デザイナーになりたい！ まな 9

東京都 デザイナーになりたい！ しお☆ 9

東京都 デザイナーになりたい！ れい 9

東京都 デザイナーになりたい。 久米原由佳 9

東京都 デザイナーになりたいです！ みづき 9

東京都 デザイナーになりたいです。わたしはデザイナーになりたかったからです。 ゆずき 9

東京都 鉄道かんれんのデザイナー Yhhhh!03! 9

東京都 鉄道の運転手になりたい。 きら☆ 9

東京都 テニスせんしゅになりたい ともたか 9

東京都 テニスせんしゅになりたい ー 9

東京都 テニス選手になりたい。 まっさー 9

東京都 テニスをがんばってテニスせんしゅになる！ りりちゃん 9

東京都 テレビのだい本を書く人 山﨑凛 9

東京都 天才になりたい はん 9

東京都 てんさいになりたい。 いうじゅ 9

東京都 電車の運てん手になりたい。 山野はると 9

東京都 電車の運転手になれますように りょう 9

東京都 電車の車掌さんになりたい 心 9

東京都 電車のしゃしょうさんになりたい。 川合ガモン 9

東京都 東京オリンピックがせいこうしますように！ のどか 9

東京都 東大ごうかくして天才はかせになりたい 細田ねね 9

東京都 東大にいきたい！ ー 9

東京都 東大に行って生物の研究をしたい 手塚しん三ろう 9

東京都 東大に入って卒業したらタカラトミーに入る。 りょうや 9

東京都 動物園で動物のおせわをしたい。 麻央 9

東京都 動物園の人になりたいです。 かずね 9

東京都 動物のおいしゃさんになりたい。 さほ 9

東京都 動物をたすける人 う田はん 9

東京都 図書館の人になりたい めい 9

東京都 トップユーチューバー けいと 9

東京都 とらねこになりたい！ おと也 9

東京都 トリマーになりたいです。 えんどうかりん 9

東京都 トリマーになる！！ HIMO 9

東京都 トワイスにあいたい！ みき 9

東京都 内科医になりたい 太田成奏 9

東京都 長生きする！ 山中康永 9

東京都 なにかけんきゅうするひとになりたい。 ゆかり 9

東京都 なにかの世界きろくがとりたい。 久我渚 9

東京都 日本一のフットサル選手になる！ ゆいＰ 9

東京都 日本が平和になり、みんながくらせるように。 すずね 9

東京都 日本全国を周る Sユウ大 9

東京都 日本代表になりたい（サッカー） 大河 9

東京都 日本テレビアナウンサーになりたい！ 大野樹莉 9

東京都 人気のモデルになりたい！！ Aがた 9

東京都 ニンテンドーではたらきたい！！！！！ かたずけないまおう 9

東京都 にんてんどーになりたい。 りくと 9

東京都 ネイルの人になりたい 斎藤悠空 9

東京都 猫カフェに行きたい・猫と犬を飼う 今井ももか 9

東京都 ねこカフェの店員になりたい はゆ 9

東京都 ねこカフェの人になりたい シナモン 9

東京都 ノーベルしょうをとりたい はん 9

東京都 乗りもの関係の仕事につきたい。 酒井Ｒｙｏｕ 9

東京都 ハードルのせんしゅになりたい せり 9

東京都 バイクのじむいんになりたいです。 福田芽咲 9

東京都 はいしゃさんになりたい かとうりり 9

東京都 歯医者になりたい かれん 9

東京都 ハイテクの家になりたい。 いうじゅ 9
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東京都 パイロット 晴太 9

東京都 パイロットになりたい 許 9

東京都 パイロットになりたい！！ ひまり 9

東京都 はかせ 武廣歩 9

東京都 はかせ 身がってのごくい 9

東京都 バク転をできるようにしたい 長田陽瑛 9

東京都 はじめに投資家！お金をいっぱい作ったら自分の会社を作る！ かいかい 9

東京都 バスケット選手になりたい！ うるま 9

東京都 バスケットボールせん手 お金持ち 山本れん 9

東京都 バスケットボール選手になる しょう 9

東京都 バスケの選手！ピアニスト 溝口悠菜 9

東京都 バタフライがうまく泳げるようになりたい さいとう 9

東京都 発明家になりたい 高橋元 9

東京都 はつめいしたい。 かくも 9

東京都 パティシエ あおい 9

東京都 パティシエ さーや 9

東京都 パティシエ　おかしなどと作りみんなを楽しませたい。 みらい 9

東京都 パティシエ　パンやさん　ピアノの先生 澤内未羽 9

東京都
パティシエ、音楽系の仕事や、無利だったら公務員になりたい！！

今より科学が進歩してほしい！（技術も）
中村さつき 9

東京都 パティシエになって、友だちとかかぞくとかにケーキいろんなものをプレゼントした 高林七海 9

東京都 パティシエになりたい ゆうみ 9

東京都 パティシエになりたい ひかり 9

東京都 パティシエになりたい いちこ 9

東京都 パティシエになりたい さら 9

東京都 パティシエになりたい 美波 9

東京都 パティシエになりたい！ れいな 9

東京都 パティシエになりたい！ わたそん 9

東京都 パティシエになりたい！！ Yui 9

東京都 パティシエになりたい。 はゆ 9

東京都 パティシエになる！！ あーちゃん 9

東京都 バトミントンせん手になりたい きりあんけると 9

東京都 バドミントン選手になりたい！ ちいさま 9

東京都 バトルシューティングゲームを作るため、ゲーム会社の社長になりたい フランシスコウ 9

東京都 花屋 ななほ 9

東京都 花屋さん 大森遥香 9

東京都 花屋さんになりたい！ うるさい人 9

東京都 花屋になりたい。 まりな 9

東京都 ハムスターをかいたい けん人 9

東京都 ハやぶさのうんてんし 晴太 9

東京都 パリとシャンハイのディズニーにいきたい。 はる 9

東京都 バレエダンサーになりたい たなかにいな 9

東京都 バレエダンサーになりたい たけまる 9

東京都 バレエの先生になる ー 9

東京都 バレーボールせんしゅになりたい。 もろちゃん 9

東京都 バレーボールせん手 ゆい 9

東京都 バレリーナになりたい 怜香 9

東京都 バレリーナになりたい！ みなみ 9

東京都 ハワイにいきたい はん 9

東京都 パンや ポクタカレジ 9

東京都 パンやさんになりたい ナッチ 9

東京都 パンやさんになりたい。 大西希生 9

東京都 パン屋になりたい・ つつみゆうた 9

東京都 パン屋さんになりたい。 ちづる 9

東京都 パン屋さんになりたい。 島田凪沙 9

東京都 ピアニストになりたい 知隼 9

東京都 ピアニストになりたい！ MeiMei 9

東京都 ピアニストになりたい♪ minai 9

東京都 ピアニストになれますように。 凛 9

東京都 ピアノうまくまれますように。 うーたん 9

東京都 ピアノがうまくなりたい！！ ー 9

東京都 ピアノのコンクールでゆうしょうすること みなみ 9

東京都 ピアノの先生 ゆな 9

東京都 ピアノの先生になりたい まゆり 9

東京都 ピアノの先生になりたい！ みく 9

東京都 ヒールリフティングがうまくなりたい いうじゅ 9
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東京都 ヒカキンに会いたい 海音 9

東京都 ひこうきのパイロット（ANA） たかはしはると 9

東京都 ピザ屋さんになりたい。 大根 9

東京都 人がよく来る駅前の高級パン屋さんになりたい。 れいな 9

東京都 人者 晴太 9

東京都 人のやくに立てる仕ごとをしたい かりん 9

東京都 びょういんのかんごしになってみんなをたすけたいです。 和奏 9

東京都 びょうしになりたい ののか 9

東京都 びようしになりたい！ かわのあいる 9

東京都 びようしになりたい！ 茶里子 9

東京都 美ようしになりたい。長崎に行きたい。 みはる 9

東京都 びようしになれますように！ Ami 9

東京都 びようしになれますように！ Ｋａｉ 9

東京都 ピンクラテのお店屋さんになりたいです 山口紗穂 9

東京都 ファッションデザイナーになりたい 松本さやか 9

東京都 ファッションデザイナーになりたい！！ 久我渚 9

東京都 ファッションデザイナーになりたい。 みお 9

東京都 ファッションデザイナーになりたい。 しーちゃん 9

東京都 ファッションデザイナ－になりたい。 にこ 9

東京都 ファッションに関係する仕事 M.F 9

東京都 プールせんしゅ ここの 9

東京都 フェンシングのオリンピック 悠月 9

東京都 ふくのデザイナーになる！ かんな 9

東京都 ふつう人になりたい かえで 9

東京都 フットサル選手になりたい はにゃ 9

東京都 プロキックボクシングせん手になりたい！ J.JJ 9

東京都 プロクライマーになりたい。 大倉勇人 9

東京都 プロゲーマーになりたい！ こいちゃん 9

東京都 プロゲーマーになりたいです。 本間玲次 9

東京都 プロゲーマーになる ぜんいち 9

東京都 プロゲーマーになる ありま 9

東京都 プロサッカ選手になる。 あおと 9

東京都 プロスキーヤーになりたい。 すず木りひと 9

東京都 プロの井ご選手になりたい 寺園海翔 9

東京都 プロ野きゅうのピッチャー ブーちゃん 9

東京都 プロのサッカー選手になる！ いけしょう 9

東京都 プロのたっ球せん手になりたい！！！！！！！！
アトミックギャラクシブロ

リー
9

東京都 プロのプールのせん手になりたい えりちゃん 9

東京都 プロバスケ選手になりたい！ れん 9

東京都 プロバレエダンサーになって大きなぶたいに立つ！！ 板垣妃望 9

東京都 プロ野球せんしゅ 義村鷹朝 9

東京都 プロ野球選手です はる 9

東京都 プロ野球選手と体そうせん手になりたい！ もりいグット 9

東京都 プロ野球選手になりたい りくと 9

東京都 プロ野球選手になりたい オレオレさぎ 9

東京都 プロ野球選手になりたい のむっとさん 9

東京都 プロ野球選手になりたい！ こうき 9

東京都 ヘアーセットの人になりたい？ みっちゃん 9

東京都 ペットショップ店員になりたい 中山おとね 9

東京都 ペットショップになりたい 大買綾乃 9

東京都 ペットショップのていいんさんになりたい ゆい 9

東京都 ペットショップの人 たきみな 9

東京都 ペットのおいしゃさんになりたいです。 上野有理 9

東京都 ペットのトリマーになりたい のん 9

東京都 べんごしになりたい ゆうり 9

東京都 弁護士になりたい！ いわ 9

東京都 べんごしになりたい。 けいこ 9

東京都 ほいくえんの先生 Rina 9

東京都 保育園の先生になりたい！！ とだゆいな 9

東京都 ほいくし 結ぶ愛 9

東京都 ほいくし ゆめえ 9

東京都 保育士 みーちゃん 9

東京都 ほいくし 松浦　爽 9

東京都 ほいくしになって子どもといっしょに遊びたいです。 菅原桃 9

東京都 保育士になりたい たえ 9
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東京都 ほいくしになりたい まひろ 9

東京都 ほいくしになりたい りんか 9

東京都 保育士になりたい！ ささ 9

東京都 ほいくしになりたい！ りっち 9

東京都 ほいくしになりたい。 もえ 9

東京都 ほいくしになりたいです。（ようち園の先生） KAOY 9

東京都 ほいく園の先生 りせ 9

東京都
ぼくのしょうらいにゆめはいしゃです。（放しゃせん科）

なぜかというと、たくさんの人の命をすくいたいからです。
高橋良多 9

東京都 ぼくは、しょうらいサッカー日本だいひょうになりたいです。 中村りく 9

東京都 ぼくは野球選手になりたい 三坂ともや 9

東京都 ボルダリングのせんしゅ りほ 9

東京都 本物のじゅうをうちたい はん 9

東京都 本屋さんになりたいです。 まお 9

東京都 マイクラのプロゲーマアになりたい。 まつあぜゆうだい 9

東京都 マックの店員さんになりたい 福田有希 9

東京都

マックのポテトをおなかいっぱいあきるまでたべたい

ディズニーのスタッフになりたい

ゲームをいっぱいやりたい

畠野莉緒 9

東京都 マッサージしになれますように。 こやなぎかずね 9

東京都 マリオメーカー２がほしい 吉岡 9

東京都 マンガ家 Yhh20 9

東京都 マンガ家 しょうちゃん 9

東京都 まんが家になりたい 大王イカ（メス） 9

東京都 マンガか みこん 9

東京都 マンガかになりたい マーコ 9

東京都 まんがかになりたい！ まな 9

東京都 マンガ家になりたい！ まゆ 9

東京都 まん画家になりたい！ 日夏乃 9

東京都 まんが画になりたい！おいしゃさんになりたい！ あきもとこはる 9

東京都 マンガ家になりたい。 義功 9

東京都 まんが家になりたいです！ 松田悠良 9

東京都 まんが家になりたいです。 井上路菜 9

東京都 ミュージカル女ゆう　舞こさん 咲みん 9

東京都 ミュージカル女優になりたい のんのん 9

東京都 みらいの新しいテクノロジーを開発したい ジェリー 9

東京都 みんなのやくにたちたい!! ういか 9

東京都 名探偵になりたいです。 あやの 9

東京都 メジャーリーガーになって活やくしたい 中澤翼 9

東京都 もっと水泳がうまくなりたい。 戸張桜月 9

東京都 もてもてになりたい。未来を見てみたい いうじゅ 9

東京都 モデルとデザイナー ララ 9

東京都 モデルになりたい！ あかり 9

東京都 モデルになりたい！！！ N 9

東京都 モデルになりたい。 小林なでしこ 9

東京都 モデルになりたい。 すばる 9

東京都 モデルになりたいです。 ならぶあおい 9

東京都 物語を作る人！ アタコ 9

東京都 ものなどつくる人 ネコボンバー 9

東京都 野球せんしゅ ようぷん 9

東京都 野球選手 たいが 9

東京都 やきゅうせんしゅになりたい。 あきと 9

東京都 野球せんしゅになりたいです。 優斗 9

東京都 野球せん手になりたいです。 久保侑也 9

東京都 やきゅうせんしゅになる。 りく 9

東京都 野球で特大ホームランと特大フライキャッチしたい。 半熟たまご 9

東京都 やくざいかようちえんの先生になりたいです！！ ちはる 9

東京都 薬ざいしになりたい 小山﨑　羽奏 9

東京都 やくざいしになりたい おおすが 9

東京都 やくざいしになりたい さな 9

東京都 薬剤師になりたい はるな 9

東京都 やさしいおかあさんになりたいです！ かずね 9

東京都 やさしい人になりたい。 いうじゅ 9

東京都 ユーチューバー そっぴー 9

東京都 ユーチューバー ぐんぴー 9

東京都 ユーチューバー ゆっくりゆうと 9
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東京都 ユーチューバーになりたい 小宮一真 9

東京都 ユーチューバーになりたい サンズ 9

東京都 ユーチューバーになりたい パトリック 9

東京都 ユーチューバーになりたい ようへい 9

東京都 ユーチューバーになりたい おん 9

東京都 ユーチューバーになりたい！ シルク 9

東京都 ユーチューバーになりたい！ 瑛大 9

東京都 ユーチューバーになりたい。 さいとうみつき 9

東京都 ユーチューバーになりたい。 渡辺愛奈 9

東京都 ユーチューバーになりたい。 長谷川かね継 9

東京都 ユーチューバーになりたい。 衛トゥkig. 9

東京都 ユーチューバーになりたいです。 せな 9

東京都 ユーチューバーになる 友永天馬 9

東京都 ゆうめい人になりたい いうじゅ 9

東京都 ゆめはいまの練習をがんばってプロの野球選手の投手になりたい。 老沼 9

東京都 ゆめははつめいかです。 たけのしょうま 9

東京都 夢をふやしたい。 いうじゅ 9

東京都 ユンユと会いたい いうじゅ 9

東京都 ようち園の先生 かのん 9

東京都 ようち園の先生になりたい！ 千葉さくら 9

東京都 ようちえんの先生になりたい。 みーちゃん 9

東京都 洋服のデザイナーになりたい！ みお 9

東京都 ようふくのデザイナーになりたい！！！ アーちゃん♡ 9

東京都 ようふくやさんになりたい。 鈴木里緒 9

東京都 ようふくをデザインするデザイナーになりたい。 りん 9

東京都 世かい一しゅうりょこう 晴太 9

東京都 ラーメン屋になりたい うめ田友ひさ 9

東京都 ラグビーせんしゅ（世界一) まさ 9

東京都 陸上選手になりたい！ ー 9

東京都 りょうきょうしつがっこうをひらきたい あやの 9

東京都 漁師になりたい 百合奈 9

東京都 漁師になりたい。 木下莉玖 9

東京都 料理が上手になる。 二袖元 9

東京都
料理にんになれますように。あとバトミントンがうまくなれますように。

友だちと家族いっしょにいられますように。
大渕萌依 9

東京都 料理人になってプロになりたい！！ひのとーしゃに住みたい 漆島楓 9

東京都 歴史学者になりたい！！ るちあ 9

東京都 れきしをしりたい。 いうじゅ 9

東京都 レゴ社ではたらく えいた 9

東京都 れすとらんではたらきたい 井上　鳳我 9

東京都 レストランのしぇふ けいと 9

東京都 ロボット作る人になりたい 山﨑恒輝 9

東京都 わたしの夢は、ぬいぐるみ、たい切な物が、お話しできるようになってもらうことです。 べちコッち 9

東京都
わたしは、しょうらいひとをよろこばせられるしごとをしたいです。

例（スクールカウンセラー・レストランのコック）
ゆり☆ 9

東京都 わたしはしょうらいCAになりたいです。 長岡実乃里 9

東京都 私はせいじ家になりたいです 佳奈 9

東京都 わんちゃんがおとなになったらそだてたいです ふじたはるの 9

東京都 宇宙に行っていろんな星を見たい 村田七海 9

東京都 金もちになりたい いうじゅ 9

東京都 建築家になっていろんな人の夢を叶えたい まい 9

東京都 原宿に行ってみたい Ｙｕｒｉ 9

東京都 放射線科医になりたい。 かえで 9

東京都 （夢）運がいい日がつづいてほしい！ 濱野晃真 10

東京都 『建ちく家』になりたい！ Kaho 10

東京都 90才まで生きたい。 太助 10

東京都 Ｂクラスに入りたい 岩崎秀朗 10

東京都 F1のメカニックになりたいです。 しゅん 10

東京都 IQ300になりたい ハンバーグ 10

東京都 IT企業の社長になって１生遊んでくらしたい。 中川茉子 10

東京都 Jリーガーになりたい。 Kaisei 10

東京都 K-POPの人になりたい。 このみ 10

東京都 NBAのバスケットボールプレイヤーになりたい。 千年海仁 10

東京都 NHLプレイヤーになりたい。 つっくん 10

東京都 TWICeのミーグリに行きたい！！けいおうに行く。 ー 10

東京都 TWICEのメイクアップアーティストになりたい 愛菜 10
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東京都 TWICEのメイクアップアーティストになりたい みおな 10

東京都 Youtubeになりたい 大森ひびき 10

東京都 足が走くなる まるる 10

東京都 頭がよくなって字もうまくなって、みんなの役に立つ。お医者さんになる 寺内萌亜 10

東京都 アナウンサーになって水卜ちゃんに会う！ Ｔｏｍｏｎａ 10

東京都 アナウンサーになりたい！！ にこ 10

東京都 アナウンサーになりたい。 かもるん 10

東京都 アニメイターになりたい。 竹内亮輔 10

東京都 アニメーターになりたいです！ 石田怜衣 10

東京都 いい仕事につく！！ ！！！あぎょ！！！ 10

東京都 生き物を調べる生き物博せになりたいです。 齊藤佑哉 10

東京都 いごのプロになりたい たいちっち 10

東京都 医者 かいち 10

東京都 医者 イリマ 10

東京都 医者(産婦人科)になりたい！ ツッツー 10

東京都 医者(内科) はるま 10

東京都 医者とバイオリンニストになりたい。 まこ 10

東京都 医者になって人びとをたすけてあげたいです。 りいち 10

東京都 医者になりたい 美緒 10

東京都 医者になりたい 大村一真 10

東京都 医者になりたい 前野 10

東京都 いしゃになりたい ゆーちゃん 10

東京都 医者になりたい とし 10

東京都 医者になりたい 初音 10

東京都 医者になりたい！ みさき 10

東京都 医者になりたい！ あんパン 10

東京都 医者になりたい！！ オトハ 10

東京都 医者になりたい！！ イガ 10

東京都 一級建築士になりたい。 あきうえ 10

東京都 いつもみんなを笑わせていたいです。みんなの笑顔がうれしいです。でも野球でも有名になりたいです。 タク 10

東京都 犬、お金がほしい！！ あんり 10

東京都 いぬかいあつひろさんにあってみたい りんご 10

東京都 犬が飼いたい さらさ 10

東京都 犬をいっぱい飼ってやさしいひとになりたい！ ゆいな 10

東京都 犬をかいたい。 陽菜乃 10

東京都 今の親友と一緒にマンガを書きたい！ 結月 10

東京都 イラストレーターになりたい！ 竹内彩花 10

東京都 イラストレターになりたい。 実礼 10

東京都 イルカのショーのおねえさんになりたい！ マカロン 10

東京都 いろんな鉄道に乗りたい えらしこ 10

東京都 ヴァイオリニスト、作家、車関係の仕事、食堂のおじちゃん あっくん 10

東京都 ウェディングプランナーになりたい。 ピーチ 10

東京都 うちゅういちおもしろい人になりたい カンティー 10

東京都 宇宙に行きたい よんう 10

東京都 宇宙飛行士 Y.A 10

東京都 宇宙飛行士になりたい。 浅野心 10

東京都 うちゅう飛行士になる！ 小林咲絢 10

東京都 うちゅう飛行士になりたい とし 10

東京都 馬と牛がかいたい 栞奈 10

東京都 英語がしゃべれるようになりたいです！ 石原みゆ 10

東京都 えいごの先生になりたい！ Rina 10

東京都 えいゆうになりたい。 みんほ 10

東京都 絵が上手くなりたい！ 未樹 10

東京都 絵にかかわる仕事 ゆいりんご 10

東京都 エベレストを登山したい よんう 10

東京都 お医者さん ゆきこ 10

東京都 おいしゃさん！ たまご 10

東京都 お医者さん(内科)になりたいです ゆいゆい 10

東京都 お医者さんになって、命を助けたり病気を治したり、人の役に立ちたいです。 Lino 10

東京都 お医者さんになってびょうきを治す ー 10

東京都 お医者さんになりたい！ うえの 10

東京都 お医者さんになりたい。 せいか 10

東京都 お医者さんになりたい。 かんちゃん 10

東京都 お医者さんになりたいです！ ゆずぽ 10

東京都 お医者さんになれますように！ めぐ 10

東京都 大金もちになりたい みんほ 10
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東京都 大金もちになりたい よんう 10

東京都 大金持ちになりたい かなちゃん 10

東京都 大きくなったら･･･パティシエになりたい ななちゃん 10

東京都 大きくなったらかんごしになりたい！！ ありす 10

東京都 大物のデザイナーになる事 楓音 10

東京都 お母さんといっしょの公む員のしごとをする！ ももね 10

東京都 おかしがうまくつくれるようになりたい たきざわりな 10

東京都 おかしづくりが上手になりたい。 ひなのん 10

東京都 おかし屋さん かず 10

東京都 おかし屋さんになりたい。 ひばか 10

東京都 おかしやさんになりたいです。 陸 10

東京都 おかし屋さんの店長になりたい！ 齊藤理央 10

東京都 お金持ちになりたい！ たまよ 10

東京都 お金持ちになる！ ライト 10

東京都 おすもうさんになりたい ガブ 10

東京都 お父さんのようになりたい たけのこじょうろ 10

東京都 大人になったらファッションデザイナーになりたい！ かりん 10

東京都 お花屋さん 琵和 10

東京都 オペかんごしになりたい 後田しおり 10

東京都 おべんとうや そうだんぶリーダー 10

東京都 おもちゃ屋になりたい 吉川政樹 10

東京都 オリンピックに出場する。 だいき 10

東京都 おわらいげいにんになる。 こうとくひろし 10

東京都 音楽家になりたい カービィー 10

東京都 海外に翔ぶ AGE 10

東京都 海外のディズニーリゾートではたらく、そのために英語をペラペラになる めい 10

東京都 外交官になりたいです・ タミヒナ 10

東京都 がいこくにいきたい ゆうき 10

東京都 かいごしになりたい 瑠那 10

東京都 かいしゃで一番ゆうしゅうなサラリーマンになりたい みんほ 10

東京都 科学者 あっちゃん 10

東京都 科学者になってノーベル賞をとりたい！ 萩野惺 10

東京都 かがくしゃになりたい 福本真之 10

東京都 科学者になりたい。 石原尚将 10

東京都 科学者になりたい。約二夏開発をしたいです。 航輝 10

東京都 科学者になる！ ことこ 10

東京都 科学者や数学者 山口聡太 10

東京都 画家になりたい 千木良菫 10

東京都 画家になりたい みお 10

東京都 がかになりたい。 みすず 10

東京都 がかになりたいです ミリクラゲ 10

東京都 画家になりたいです。 みさき 10

東京都 かく兵きを作りたい。 岩吉彩斗 10

東京都 がくりょくが上がりたい そよか 10

東京都 果樹園と動物園と水族館の複合施設をつくること みなと 10

東京都 学校のきょうしになりたい！ こはる 10

東京都 学校の先生になりたい 加々見怜奈 10

東京都 学校の先生になりたい かずは 10

東京都 学校の先生になりたい おはぎ 10

東京都 学校の先生になりたい 木佐貫　謙 10

東京都 学校の先生になりたい！ まりん 10

東京都 学校の先生になりたい！！ りほ 10

東京都 学校の先生になりたい！(小学校の) トナリネット 10

東京都 学校のそうじをする人になりたい さなっち 10

東京都 家電しゅうり人になりたい。 ポカソこおり 10

東京都 かみの毛をできるだけのばして、のばしたかみをかみがはえてこない人のためにきふしたいです。 堀田栞名 10

東京都 カメラマン ほりゆずほ 10

東京都 空手の生先 浜野真衣 10

東京都 空手の選手になりたい！！ パン 10

東京都 カレーやさんをどうぶつえんとすいぞくかんのなかではんばいしたい 北見こうや 10

東京都 かん国・イタリア・フランスイギリスに行きたい。ひふ科医がげか医になりたい。 平野菜央 10

東京都 かん国に行きたい 田中朝媛 10

東京都 かんごし ゆりぴー 10

東京都 かんごし もりたみさ 10

東京都 かんごしになって、人のやくにたちたい。 りおたん 10

東京都 かんご師になって人を救う ちほ 10
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東京都 かんごしになりたい 目黒龍護 10

東京都 かんごしになりたい！ じゅり 10

東京都 かんごしになりたい！ 佐藤楓 10

東京都 かんごしになりたい！！ りこ 10

東京都 かんごしになりたい！！！ 中前芳留奈 10

東京都 かんごしになりたい。 さき 10

東京都 かんごしになりたい。 愛美 10

東京都 かんごしになりたい☆ あみ 10

東京都 かんごしになる。 みらい 10

東京都 観察館になりたいです。 たかひろ 10

東京都 器械体操の先生になりたいです！ 穂香☆ 10

東京都 きぎょうを立ち上げてみたい！ ニャンゴロー 10

東京都 キックボクシングで世界一にる！ トニートニーチョッパー 10

東京都 ギネスブックになりたい よんう 10

東京都 客室乗む員（リーダー）飛行機キャビンアテンダント 守屋樹李 10

東京都 キャットシッターになりたい Ｉ・Ｍ 10

東京都 キャビンアテンダントか新聞記者になりたい！ あこりん 10

東京都 キャビンアテンダントになりたい めい 10

東京都 キャビンアテンダントになりたい TOWA 10

東京都 キャビンアテンダントになりたい！！ ゆい 10

東京都 キャビンアテンドになりたい！ ななこ 10

東京都 きゅりょうが高くてしあわせにくらす satou tomohiko 10

東京都 ぎょうしになりたい ぞうすけ 10

東京都 恐竜学者になる！ こうた 10

東京都 キリスト教を広めたい よんう 10

東京都 銀行員になりたい 悠士郎 10

東京都 空軍になりたいです！ そら 10

東京都 薬ざいし 坂本なつみ 10

東京都 薬ざい師になりたい 天野花依 10

東京都 薬ざいしになりたい。 ゆらたん 10

東京都 京急線の車掌になりたい 璃久人 10

東京都 けいさつ→きばたい・みんなに好かれる人になりたい マコト 10

東京都 けいさつかんになりたい てんちゃん 10

東京都 けいさつかんになりたい 山岸 10

東京都 けいさつかんになりたい さきき 10

東京都 警さつかんになりたい Haっちゃん 10

東京都 けいさつかんになりたい！ F.KAREN 10

東京都 けいさつかんになりたいです。 船迫龍斗 10

東京都 けいさつ管になりたいです 守屋アオサ 10

東京都 計算が早くできるようになりたい。漢字をたくさんおぼえれるようになりたい。 心雪 10

東京都 芸人になりたい カビゴン 10

東京都 芸能界いり あんちゃん 10

東京都 ケーキやさんか、わがししょく人になりたいです。C153 かりム 10

東京都 ケーキやさんかわがしやさんになりたい かりん 10

東京都 ケーキ屋さんになりたい！ 上家陽愛 10

東京都 ケーキやさんになりたい。 りりは 10

東京都 ケーキ屋さんになりたいです。 立花 10

東京都 ゲーム会社の社員になる バナナくん 10

東京都 ゲームクリエイター S9uidking 10

東京都 ゲームクリエイターになって人気になるゲームをつくりたい。 こうき 10

東京都 ゲームクリエーター 愛夏子 10

東京都 ゲームクリエーターになりたい ダジャレ人間 10

東京都 ゲームクリエーターもしくはユチューバー 岩佐りゅうい 10

東京都 ゲームのキャラクターを作る人になりたいです！！ 清水夏 10

東京都 ゲームを作る人になりたい。 太洋 10

東京都 けんこうで100さいまでいきたい ルンルン 10

東京都 けん玉名人になりたい！ しょう 10

東京都 けんちく家になりたい！ リノピー 10

東京都 けんちく家になりたい。 たくみ 10

東京都 けんちくかになりたい。 ゆずか 10

東京都 建築士になりたい！ かほっち 10

東京都 公む員になりたい バンクドッチ 10

東京都 声ゆうか女ゆうになりたい。 あき 10

東京都 声ゆうになりたい いのうえ未ちる 10

東京都 五億円がほしい。 海渡 10

東京都 古生物科学者になりたい 得能悠成 10
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東京都 子供を産む！！(お母さんになる) なつこ 10

東京都 こまっている人を助ける弁護士になりたいです。 栗原聡和子 10

東京都 これから、夢を見つけます。 くみ 10

東京都 こんびにのていんになりたい しゅんすけ 10

東京都 さかんやさんになりたい 秋野朗人 10

東京都 サッカーがうまくなれますように ゆめと 10

東京都 サッカーせんしゅ 陽真 10

東京都 サッカー選手 ー 10

東京都 サッカー選手になってワールドカップに出場する。 樹人 10

東京都 サッカーせんしゅになってワールドカップゆうしょうして家ぞくを幸せにする。 ゲンタッキー 10

東京都 サッカー選手になりたい 花岡 10

東京都 サッカーせんしゅになりたい よんう 10

東京都 サッカー選手になりたい たくま 10

東京都 サッカーせんしゅになりたい ゆうき 10

東京都 サッカー選手になりたい ともき 10

東京都 サッカー選手になりたい！ 一花 10

東京都 サッカー選手になりたい！！ ふみ 10

東京都 サッカーせんしゅになりたい!! げんき 10

東京都 サッカー選手になりたい。 上野義人 10

東京都 サッカー選手になりたい。 ひだか 10

東京都 サッカー選手になりたいです せんと 10

東京都 サッカーせんしゅになりたいです。 りょうーくん 10

東京都 サッカー選手になりたい。 H.N 10

東京都 サッカー選手になりたい りょうた 10

東京都 サッカー日本代表になりたいです。 古いずみはるき 10

東京都 サッカー日本代表の選手に選ばれますように。 しゅん 10

東京都 サッカーのGKの日本代表になってワールドカップをゆうしょうしたい。 たいし 10

東京都 サッカーやりたい みんほ 10

東京都 サッカーワールドカップでゆうしょうしたい よんう 10

東京都 サッカー選手 たくみ 10

東京都 サッカー選手になりたい 下やん 10

東京都 サラリーマンになりたい。 まっつー 10

東京都 算数がとくいになりたい。 そのか 10

東京都 さんたさんからプレゼントをたくさんもらうこと！ こはる 10

東京都 産婦人科医になりたい。 中島桜 10

東京都 しあわせな家族を作りたい！ こじしゅん 10

東京都 幸せになれますように はる 10

東京都 シェフ ゆうな 10

東京都 シェフになりたい まり花 10

東京都 字がうまくなりたい！！ ひまり 10

東京都 地震研究者になりたい アライグマあいう 10

東京都 自分のお店を持っている、かっこいいびようしさんになりたい！ 皆川美陽 10

東京都 じぶんのこきょうをしらせたい よんう 10

東京都 社会人になりたい ニックネーム 10

東京都 社会で活やくできるようになりたい！ 神さん 10

東京都 じゅうい　ソニーの社長 三富ひなの 10

東京都 獣医師になって世界中の動物を助ける。 Riana,Y 10

東京都 じゅう医になりたい たしろしょうだい 10

東京都 じゅう医になりたい ゆうか 10

東京都 じゅう医になりたい！ のぞみ 10

東京都 じゅう医になりたい。 みり 10

東京都 自由になりたい。（１時間） みんほ 10

東京都 受験が受かりますように。 えいと 10

東京都 受験がうかれるようにいなりたいです。 やまと 10

東京都 受験で合格できますように 大島大空 10

東京都 小児科になりたい りな 10

東京都 小学校の先生 しーちゃん 10

東京都 小学校の先生→子供が楽しむ　理由子供・遊ぶ大好き 平川菜央 10

東京都 小学校の先生になりたい。 ゆめの 10

東京都 小説家になりたい キマイラ 10

東京都 小説家になりたい。 七海 10

東京都 小説家になりたいです。 本大好き君 10

東京都 小中学校の先生になりたい！ 力様 10

東京都 しょうらい「絵師」になりたい あや 10

東京都 しょうらいのゆめ　プロサッカーせんしゅ きかざる 10

東京都 将来の夢は、医者になる事です。 秀徳 10
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東京都 しょう来の夢は、パン屋さんになりたいです。 れい 10

東京都 しょうらいの夢は…デザイナーです。 しゅり 10

東京都 しょうらいのゆめは1組のこころちゃんとすむことです！ ひま 10

東京都 しょうらいはいしゃになっていろんな人をたすけたい！ ゆ月 10

東京都 しょうらいはお医者さんになる こうき 10

東京都 助産師になりたい 真彩 10

東京都 新かん線のうんてんしゅになりたい ー 10

東京都 新聞記者になりたい バナナマン 10

東京都 新聞記者になりたい!! ゆい 10

東京都 すいえいがもっともっとうまくなる！ みちる 10

東京都 水泳選手になりたい つーさん 10

東京都 水泳選手になりたい。 早川直希 10

東京都 水泳でオリンピックにでたいです。 蒼良 10

東京都 水泳のオリンピック選手 関戸心響 10

東京都 水泳の選手かコーチ あゆ 10

東京都 水泳の選手になって金メダルをとりたい！ 美沙希 10

東京都 水泳の選手になりたい Rio 10

東京都 水族館トレーナーになりたいです。 伊藤樹香 10

東京都 水族館のイルカやシャチのショーに出る人になりたい。 片岡亜弓 10

東京都 水族館の飼育員さんになりたい！ もーたん 10

東京都 スキー選手になりたい ほのさん 10

東京都 好きなバンドの関係者 栗原茉子 10

東京都 すし屋になりたーーーーーーーーーーーーーーーーーい 将輝 10

東京都 スタントマンになりたい！ ともやんま 10

東京都 ずっと元気でいること M 10

東京都 スノーボードがうまくなりたい ミク 10

東京都 スポーツ選手 りょう 10

東京都 スポーツ選手になりたい。 コマさん 10

東京都 生物折り紙作家 オオタカ 10

東京都 声優になりたい。 ミリアノ 10

東京都 声優になりたい ニーチェ 10

東京都 世界１のパイロットになりたいです。 ソウスケ 10

東京都 世界いさんをめぐりたい&おいしい食べ物をた～くさん食べたい なつき 10

東京都 世界一周したい よんう 10

東京都 世界から毒をなくす研究をしたい あゆむ 10

東京都 世界にのこるくらいの人になりたい。 みんほ 10

東京都 世界を平和にしたい よんう 10

東京都 世界を見てまわりたい シトラスユーノス 10

東京都 設計士になりたい、 中井那音 10

東京都 セブンイレブンの社長になって欠点をなおして、スゴクよくする！！ モチャナ 10

東京都 ソフトウェアエンジニアになりたい！！ ベンジンレオン 10

東京都 そろばんが上手くなりたい 愛奈 10

東京都 そろばんで忠までに初だんいけますように 稲津花香 10

東京都 たいかの選手になりたいな かつ 10

東京都 大工 赤羽龍人 10

東京都 大工 とらそ 10

東京都 たいくがじょうずになりたいです。 エスタシオ 10

東京都 大工さんになりたい 吏玖 10

東京都 大工さんになりたい。 一希 10

東京都 大工になりたい。 にゃる 10

東京都 体操選手になる！！ うっちー 10

東京都 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大金もちになりた 我マネー 10

東京都 宝くじで１０おく円当てたい りゅうさく 10

東京都 たくさん鳥をかいたい おさら 10

東京都 たくさん本がほしい 石塚茅大 10

東京都 たっきゅうせんしゅ あいな 10

東京都 卓球選手になりたい！ のぞみ 10

東京都 たっきゅうせんしゅになりたい。 ゴリラ 10

東京都 卓球選手になりたい。 柊也 10

東京都 卓球でオリンピックせん手になりたい みかポ 10

東京都 ダンサーになりたい ちひろ 10

東京都 ダンサーになりたい ちゃち 10

東京都 ダンサーになりたい！ 直哉 10

東京都 ダンスを上手くして、海外にいくこと。 籾山らら 10

東京都 チアダンサーになり、世界大会で優勝すること。 かなっち 10

東京都 チアダンスの大会にゆうしょうし、チアの先生になりたい まこ 10
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東京都 チアの先生 すず 10

東京都 力が強くなりたい よんう 10

東京都 中学受験に合格したい 立石隆将 10

東京都 ちゅうかりょうりやさんになりたい こうたろう 10

東京都 爪のケアをする人か、教師か、歌手になりたい みやちゃん 10

東京都 ディズニーキャスターになりたい！ 伶亜 10

東京都 ディズニーキャスト 早川奈々葉 10

東京都 ディズニーのキャスト（スタッフ） みゆ 10

東京都 ディズニーのキャストになりたい ピッピ 10

東京都 ディズニーのキャストになりたい MIKU 10

東京都 ディズニーのキャストになりたい。 ネネ 10

東京都 ディズニーのキャストになる！ほんばのディズニーに行く！ りな 10

東京都
ディズニーの年間パスポートを持っているプロ野球選手になり、超高級レストランをひらき、大金持ちになってテレビ

に出て100才まで生きること。
ブルー 10

東京都 ディズニーランドのホテルではらたく。 みゆ 10

東京都 ディズニのキャスト モチャネ 10

東京都 テーマパークダンサー(ディズニーランドの)になりたい！！ おくせひお 10

東京都 てきとうにだいく ますだ 10

東京都 デザイナー もたんこ 10

東京都 デザイナー ー 10

東京都 デザイナーになりたい るな 10

東京都 デザイナーになりたい。 かよ 10

東京都 デザイナーになる 吉田莉南 10

東京都 手づか治になりたい じゆう 10

東京都 鉄道会社に入ること！ 半田優海 10

東京都 てつどうのうんてん士になりたい 蒼眞 10

東京都 鉄道の運転手になりたい たこやき、あかしやき 10

東京都 鉄道の車しょうになりたい。 落合逸星 10

東京都 鉄道をつくるひと たっくん 10

東京都 テニス選手になりたい 神永美優 10

東京都 テニス選手になりたい 金ちゃん 10

東京都 テニス選手になりたい！！ 妃華 10

東京都 テニス選手になりたい。 文美 10

東京都 テニスと柔道と囲碁としょうぎの世界チャンピオンになりたい。 まっつー 10

東京都 テニスのコーチになって、みんなに好かれるようなコーチになりたい。 花 10

東京都 テニスの上手な人になりたい 本間祐翔 10

東京都 テニスのせん手になりたい！ まひろ 10

東京都 テニスの選手になりたい。 mituki 10

東京都 テレビにでたい。 みんほ 10

東京都 店員さん 山ざきりお 10

東京都 天さいになりたい よんう 10

東京都 天さいの中の天さいになりたい。 みんほ 10

東京都 電車の運転士になりたい（京急か京成） 齊藤悠生 10

東京都 東京で一番えらい人になりたい よんう 10

東京都 どうぶつえんのしいくいん セえウチ 10

東京都 どうぶつえんのしいくいんになりたい 望有 10

東京都 動物じゅういになりたい れお 10

東京都 動物せんもんの仕事に入りたい 紗由 10

東京都 動物などの生き物に関わる仕事につきたい エナポン 10

東京都 動物にかかわる仕事をしたい。 つぐみ 10

東京都 どうぶつのいしゃ 羽賀 10

東京都 どうぶつのびょうきをなおすきごと！ みそ 10

東京都 動物博士になりたい。 アイスマカロン（愛結） 10

東京都 ドクターになりたい。 木暮珠里 10

東京都 友達と家にとまっていっぱい遊ぶこと 梨 10

東京都 トランペットがじょうずになりたい なの 10

東京都 トリマーになりたい！ さや 10

東京都 トリマーになりたい。（犬をきれいにすること） なつみ 10

東京都 ナースになりたい ことなん 10

東京都 長生きしたい さとちゃん 10

東京都 南きょくに行きたい。 はるき 10

東京都 なんでもいい。 みんほ 10

東京都 日本一やさしい人になりたい。 みんほ 10

東京都 日本一周をしたい。 波人 10

東京都 ぬいぐるみをつくるしごとがやりたい。 吉川大樹 10
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東京都
デッカイ家を買って。世界に１台しかない車を買って。などとちかくリッチ・億万長者になり、ゆうがなくらしをする。調

理しめんきょをとる。
Hanami 10

東京都 ネイリストになりたい じゅり 10

東京都 ねこかいたい。 みんほ 10

東京都 ノーベルしょうをとりたい よんう 10

東京都 ハーバード大学 磯崎妃奈 10

東京都 バイオリンをうまくひきたい！ ゆいこ 10

東京都 パイロットになりたい 杉本 10

東京都 パイロットになりたい はるか 10

東京都 パイロットになりたい。 はるき 10

東京都 パイロットになりたいです。 ヨウタクン 10

東京都 はかい者になりたい。 鬼頭 10

東京都 はじめしゃちょーとはたけのメンバーにあってみたい。 まいまい 10

東京都 バスケット選手になりたい！ はまさん 10

東京都 バスケットのせんしゅになりたい！ めい 10

東京都 バスケットボールでゆうしょうすること RIINA 10

東京都 バスケットボールの選手になってかつやくしたい。 拓仁 10

東京都 バスケの選手になりたい！ 長松千夏 10

東京都 はちゅうるい店ではたらきた 天野翼 10

東京都 発明家になりたい ひろき 10

東京都 パティシエ トマト 10

東京都 パティシエールになりたい ゆいゆい 10

東京都 パティシェになりたい ありんこ 10

東京都 パティシエになりたい 大輪優羽 10

東京都 パティシエになりたい スミナエ 10

東京都 パティシエになりたい！ ゆうな 10

東京都 パティシエになりたい！！ やよ 10

東京都 パティシエになりたい。 中山結 10

東京都 パティシエになりたい。 川口あん 10

東京都 パテシエになる。 あやあや 10

東京都 パテしシエー なな 10

東京都 バトンがもっと上手くなりたい ＡＹＵＭＩ 10

東京都 ハ者 ころ 10

東京都 はるみじどうかんの先生 ほなみ 10

東京都 はるみじどうかんの先生になりたい 波月 10

東京都 バレエがもっと上手になりたい。 岩下りさ 10

東京都 バレーボールが上手になりたい（バレーが上手になりたい） KAHO.N 10

東京都 バレリーナになりたい！！ のん 10

東京都 ハンドボールの日本代表選手になりたい。 なつ 10

東京都 パンやさんにないたい ゆうか 10

東京都 パンやさんになりたい かめやまめぐみ 10

東京都 パン屋さんになりたい！ 越山奈緒 10

東京都 パン屋さんになりたい！！ まい 10

東京都 パン屋さんになりたい！！ わさび 10

東京都 パンやさんになれますように。 ななこ 10

東京都 パン屋になりたい 田上心き 10

東京都 パン屋になりたい さら 10

東京都 パン屋になりたい メイメイ 10

東京都 ピアニスト そら 10

東京都 ピアニスト あやね 10

東京都 ピアニストになりたいです ひな子 10

東京都 ピアノがうまくひきたい。かぞくがしあわせにくらしていきたい りん 10

東京都 ピアノがとても上手になりたい 伊澤帆春 10

東京都 ピアノがもっと上手になりたい ゆめ 10

東京都 人のやくに立つ医りょう関係につきたい Mie 10

東京都 人の役に立つ仕事がしたい！ さおりん 10

東京都 人の役に立つしごとをしたい。 ゆら 10

東京都 一人ぐらしをしたい！ kyouka 10

東京都 人を笑顔にできる仕事！！ Aoki Fukuko 10

東京都 人を幸せにする職業につきたい！ MOA 10

東京都 人をすくいたい よんう 10

東京都 人を助けたい。 みんほ 10

東京都 人を助ける仕事がしたい。 櫨山文夏 10

東京都 びょういんの先生になって、みんなを救いたい。 鈴木葵 10

東京都 びよういんのてんいん ほうめ 10

東京都 美容しになりたい あーたん 10
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東京都 美容師になりたい AIMI 10

東京都 美容師になりたい。 ここな 10

東京都 美容師になりたい。 あや 10

東京都 美容師になりたすぎる りす子 10

東京都 平野君とあう しずき 10

東京都 ファッションデザイナー あいり 10

東京都 ファッションデザイナーになりたい さなみん 10

東京都 ファッションデザイナーになりたい！ ひかり 10

東京都 ファッションデザイナーになりたい！！ こさ 10

東京都 ファッションデザイナーになりたい！！ さといも 10

東京都 ファッションデザイナーになりたい！！ りさこ 10

東京都 ファッションデザイナーになれますように ゆい 10

東京都 ファッションに関わる仕事 A.S 10

東京都 ファッションモデル さっちゃん 10

東京都 フウガドールすみ田に入って全日本フットサル選手けん大会で優勝！ えいちゃん 10

東京都 フォートナイトでだるまいずごとをこえる 山﨑陽翔 10

東京都 フォートナイトでねこくんこえる。 りくと 10

東京都 フォートナイトの世界一になりたい。 マツナミッキー 10

東京都 フォトグラファーでもある声優さんになりたい さゆみん 10

東京都 ふじさんのぼりたい。 みんほ 10

東京都 ふじさんをのぼりたい 　 10

東京都 双子そろってアニメーターになりたい ゆいめい 10

東京都 部長 けんと 10

東京都 フライトドクターになりたい！ あやな 10

東京都 プリマバレリーナになりたい！ ももか 10

東京都 プロ棋士になりたい！！ アポロ 10

東京都 プログラマー Roy 10

東京都 プログラマーになりたい Ai 10

東京都 プログラマーになりたい！！ りょりょ 10

東京都 プログラミングの先生になりたい ゆうき 10

東京都 プロゲーマーになりたい Ｋ 10

東京都 プロゲーマーになりたい！ よっひー 10

東京都 プロゲーマーになりたい！ 百士貴 10

東京都 プロゲーマーになりたい！ 悠軌 10

東京都 プロゲーマーになりたい。 ドラえもん 10

東京都 プロゲーマーになりたい。 アレス 10

東京都 プロゲーマーになりたい。 ゾム 10

東京都 プロゲーマーになりたい。（ポケモンGO青おにオンライン） みんほ 10

東京都 プロサッカー選手 キティガイ 10

東京都 プロサッカー選手になりたい ペンチャン 10

東京都 プロサッカー選手になりたい！！ そら 10

東京都 プロサッカー選手になりたい！！！ 星　望来 10

東京都 プロサッカー選手になりたい。 杏璃 10

東京都 プロサッカー選手になりたいです。 ＲＥＩＹＡ 10

東京都 プロサッカー選手になる 山内悠輔 10

東京都 プロサッカー選手になること😊✌ しょうが（匠磨） 10

東京都 プロサッカー選手になりたい。レアルマドリードでクラブワールドカップで優勝したい 成田悠之助 10

東京都 プロダンサーになりたいです コロロ 10

東京都 プロチアリーディング選手になる 涼花 10

東京都 プロのサッカー選手になる！ スマブラ 10

東京都 プロバスケットボールせんしゅになりたい。 環 10

東京都 プロ野球せんしゅになりたい 小林 10

東京都 プロ野球せんしゅになりたい 高梨大翔 10

東京都 プロ野球選手になりたい まさと 10

東京都 プロ野球選手になりたい うっしー 10

東京都 プロ野球選手になりたい。 太地 10

東京都 プロ野球選手になりたい。 あおい 10

東京都 プロ野球選手になりたい。 シザン 10

東京都 プロ野球選手になりたい。 福ちゃん 10

東京都 プロ野球選手になる 木田志生 10

東京都 プロ野球せん手になる！ すがだよー 10

東京都 プロ野球せん選 平良真ノ介 10

東京都 文章を書く仕事をしたい！ 一花 10

東京都 米軍になりたい ゆきと 10

東京都 ペットがほしい よんう 10

東京都 ペットシッター じゅりっぺ 10
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東京都 ペットショップに店員さんになりたい えま 10

東京都 ペットショップの店いんさん りーちゃん 10

東京都 ペットショップの店員さんになりたいの。 うさちゃ 10

東京都 ペットショップを開きたい。 ＳＡＫＡＩ 10

東京都 勉強マンになる！！ アンリ 10

東京都 弁護士になりたい あいあい 10

東京都 弁護士になりたい！ アンジェラ 10

東京都 べんごしになりたい・やさいかーさんになりたい　以上 みお 10

東京都 弁護士になりたい♪ めぐみ 10

東京都 ほいくえん、ようちえんの先生になりたい ゆい 10

東京都 ほいくえんのせんせい 小町歩香 10

東京都 ほいくえんの先生 りんご 10

東京都 保育園の先生！ なつみ 10

東京都 ほいくえんの先生になりたい りーたん 10

東京都 保育園の先生になりたいです！ 広瀬明希 10

東京都 ほいくさいさんになりたい あいる 10

東京都 保育士 こっちゃん 10

東京都 保育士になりたい しー 10

東京都 保育士になりたい！ マリオ 10

東京都 保育士になりたい。 えり 10

東京都 ほいく園になりたい！！ まっちゃ 10

東京都 ぼうけん家になりたいです。 大谷えいこう 10

東京都 ボクシング世界チャンピオンになりたい。 琥珀 10

東京都 ボクシング選手。 凛虎 10

東京都 ぼくは、サッカー選手になってみんなから喜ばれるようになりたい。 小野澤武瑠 10

東京都 ぼくはディズニーのキャストになりたいです みつき 10

東京都 ぼくはユチュウバーになりたいです。 りしんさん 10

東京都 ポケモンのゲームクリエーターになりたい ほのか 10

東京都 保健室の先生に「なりたいです。 なつき 10

東京都 ほけん室の先生になりたい！ みかん 10

東京都 星をけんきゅうする人になりたい みくり 10

東京都 北海道日本ハムファイターズの一軍用具担当 志村 10

東京都 北海道へ行きたい 康甫 10

東京都 北極けんに行って見たい インディアナ 10

東京都 ポップティーンのせんぞくモデルになりたい！ 彩羽 10

東京都 ホテルコンシェルジュになりたい！！ Erina☆ 10

東京都 ホテルマンになりたいです。あと、バスケットボールも上手になりたいです 井上こゆき 10

東京都 ボルダリング選手 坂本天音 10

東京都 ボルタリングでいろんな所をのぼりたい きなこ 10

東京都 本の校えつの仕事がしたい。（作家さんのお手伝いがしたいのと、本が好きだから。） W.A 10

東京都 マジシャン Nチッチ 10

東京都 マスイカ医になりたい。 ましろ 10

東京都 ママとフランスへ住めますように ななたん 10

東京都 まんが家になりたい。 たくナ 10

東京都 まんが家 あかねっぴ 10

東京都 まんが家になりたい natsumi 10

東京都 まんがかになりたい！ なな 10

東京都 マンガ家になりたい！ かずき 10

東京都 マンガ家になりたい。 そら 10

東京都 漫画家になりたいです！！ あきかにゃん 10

東京都 マンガ家になりたいです。 大矢由唯 10

東京都 まんが家になれますように！ わか 10

東京都 みんなを笑顔にできるイルカショーをする人になってお金もちになる。 リリー 10

東京都 虫博士になりたい 安積まさ宗 10

東京都 メイクアップアーティスト さら 10

東京都 メジャーリーガーになりたい。 こうし 10

東京都 もうじゅうをかりたい。（クマワニライオン） みんほ 10

東京都 木ざいしになりたいです。 松田夏煕 10

東京都 もっとゆうめいなユーチューバーになりたい。いっきょうあかみかんでユーチューブやっています。 もりやこうた 10

東京都 モデルと女ゆうになりたいです。 あい 10

東京都 モデルになりたい！ りりあ 10

東京都 モデルになりたい！オーディジョンに受かる！ りん 10

東京都 物を作るかがくしゃになりたいです。 こもつ 10

東京都 物を作る人になりたい タケ 10

東京都 野球上手になりたい 柊斗 10

東京都 野球選手と電車のデザイナーになりたい。 千田瑛太 10
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東京都 野球選手になりたい ショウ 10

東京都 野球選手になりたい。 まさか 10

東京都 野球せんしゅになる。 真田陽向 10

東京都 野球選手になること くわかどとうご 10

東京都 やくざいしになりたい わかにゃん 10

東京都 やくざいしになりたい ひより 10

東京都 薬剤師になりたい りんご 10

東京都 やくざいしになりたい。 みっちゃん 10

東京都 役者になりたい。 サエカ 10

東京都 やさしいお母さんになって元気に100才まで生きたいです
Ｍｉｋｉ　Ｋａｎａ

ｔａ
10

東京都 優しい学校の先生になりたい めいる 10

東京都 やさしい人になりたい。 みんほ 10

東京都 ユーチューバー 大たけ和き 10

東京都 ユーチューバーになりたい ドラメリ 10

東京都 ユーチューバーになりたい はす 10

東京都 ユーチューバーになりたい！ み子 10

東京都 ユーチューバーになりたい。 三浦広美 10

東京都 ユーチューバーになりたい。（ニート 中村 10

東京都 ユーチューバになりたい ゆうこりん 10

東京都 有名なテニスプレイヤー順位２けた年しゅう500万以上 かおる 10

東京都 有名になりたい レン 10

東京都 ゆめがほしい さらさ 10

東京都 夢はお医者さんになって世界中の人たちを助けることです。 佐々木謙太 10

東京都 幼稚園の先生になりたい！ わかちゃん 10

東京都 ヨークシャテリアのめすがほしい 沼田れな 10

東京都 立派になる ひでき 10

東京都 りょうしになりたい りな 10

東京都 料理人になりたい 一ノ瀬 10

東京都 りょう理人になりたい！ りす 10

東京都 旅行会社をつくりたい。 藤間浬杏 10

東京都 れきしをもっとしりたい よんう 10

東京都 レストランのひとになりたい！ はっしー 10

東京都 ロケットで宇宙にいきたい。 美奈 10

東京都 ロボットはかせになりたい！ ももっち 10

東京都 和がし職人 山田実音 10

東京都 わがししょくにんになりたい 松本優月 10

東京都 私がかよっていたようちえんの先生になりたい なっちゃん 10

東京都 私は、みんなを喜ばせるような「画家」になりたい！ yuna 10

東京都 わたしは大きくなったらユーチューバーになりたいです 岩崎未良 10

東京都 私はしょう来パルクールアーティストになりたいです！ はな 10

東京都
歌手かなぁ…それともYouTuber…いやアナウンサーもいいなぁ

…あ！そうだゲームクリエイターも…迷い中。（夢を）
優成 10

東京都 金しょうをとりたい よんう 10

東京都 裁判官になりたい 平野 10

東京都 (歯)医者になりたい！ けい 11

東京都 「歌い手」になりたい！ なつみ 11

東京都 １００００円のプリペイを買いたい 三裕酒場 11

東京都 100点をたくさん取る。 聡太 11

東京都 1級建築士 人間 11

東京都 5つ星シェフになる事です まお 11

東京都 Ｃ．Ａ　キャビンアテンダント もか 11

東京都 CAになりたい！ ユナぶ～ 11

東京都 eスポーツ選手になりたい！ マサヨシ 11

東京都 GOOGLE社に入る！！！ T-MAX 11

東京都 IT系社長になりたい 額賀あかり 11

東京都 JRの鉄道運転手になります！ 秀彦 11

東京都 Keioに合格する！ 佐藤 11

東京都 K察官 ブルーハワイ1号 11

東京都 NHLの世界をみてみたい jejeje 11

東京都 Sonny　musicで働く 彩羽 11

東京都 ＴＷＩＣＥに会いたい！ あすぴー 11

東京都 アイドル（坂道グループ）になりたい！！ ゆめちゃん 11

東京都 頭がよくなりたい ゆず 11

東京都 頭がよくなりたい！！ ぺがさす 11

東京都 アナウンサーになって正確な情報を日本の人に届けたい！ 香川真央 11
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東京都 アナウンサーになりたい たまのたまこ 11

東京都 アナウンサーになりたい。 りんごさき 11

東京都 アニメーターの仕事につきたい！ 食物繊維 11

東京都 アニメかんとく　マンガ家 さくら 11

東京都 アニメやゲームを作る仕事 みく 11

東京都 アルバイトしたい うう 11

東京都 安定した収入が手に入る、残業が多すぎない１００％ホワイト企業に入りたいです suger,suger 11

東京都 以後の選手になりたい 柳川宗司 11

東京都 医師になりたい。 聡太 11

東京都 医師になりたい。 美空 11

東京都 医者 さき 11

東京都 医者になってたくさんの人の命す救いたい いぺら 11

東京都 医者になりたい このか 11

東京都 医者になりたい 壮平 11

東京都 いしゃになりたい りょうすけ 11

東京都 医者になりたい ちゃーはん 11

東京都 医者になりたい 天才 11

東京都 医者になりたい メガネ 11

東京都 医者になりたい りさ 11

東京都 医者になりたい！ あおい 11

東京都 医者になりたい！ ゆっちゃん 11

東京都 医者になりたい！ しゅんしゅん 11

東京都 医者になりたい！！ 清友優杏 11

東京都 医者になりたいです。 幸大 11

東京都 医者になりたいです。 だいすけ 11

東京都 医者になりたいです。 こーき 11

東京都 いじんになりたい 榮民 11

東京都 一級建築士になりたい とろとろ 11

東京都 一級建築士になりたい じゃがいも 11

東京都 一級建築士になりたい。 はる 11

東京都 一級建築士になりたい。 まーちゃん 11

東京都 犬の栄養士になりたい！ 折り紙少女 11

東京都 今、行ってる学校の先生になりたい ー 11

東京都 イラストレーターになりたい うい 11

東京都 イラストレーターになりたい 胡蝶 11

東京都 イラストレーターになりたい！ ゆいＰ 11

東京都 イラストレーターになる！ ほっしー 11

東京都 イラストレーターになれますように。 しほ 11

東京都 医療系の道に進みたい ゆうき 11

東京都 いろいろな幾何学も様をかけるようになりたい かざトン 11

東京都 色々なひとを救える医者になりたい！ ここみ 11

東京都 ヴァイオリンニストになりたい！ 銘禹 11

東京都 歌か動物園関係の仕事につきたい レイレイ 11

東京都 宇宙人になりたい 李 11

東京都 うちゅう飛行士になりたい。 琉苑 11

東京都 宇宙飛行士になりたい。 のりゆき 11

東京都 うどんや ももくん 11

東京都 浦安市の公務員 みり 11

東京都 運転手になりたい バナ～～～ナ！！！ 11

東京都 水泳選手になって、オリンピックで金メダルを取る！ けいすけ 11

東京都 笑顔でみんなを楽しませるダンサーになりたい！ 心美 11

東京都 絵書きになりたいです。 藤井百華 11

東京都 絵本作家になりたい りり 11

東京都 絵本作家になる！ 高井集 11

東京都 えらい人の通訳係になりたい！ えんう 11

東京都 絵を書くのが、上手になりたい！！ ゆう 11

東京都 お医者さん さくら 11

東京都 お医者さんになりたい。 ユウピクミン 11

東京都 お医者さんになる まあちゃんけろっぴ 11

東京都 大金持ち 颯太や 11

東京都 大金持ちになりたい！！ 幸男 11

東京都 大金もちになる ムウ 11

東京都 大きなお家に住んで、かわいい犬を飼う！ りり 11

東京都 おかしを作る会社に入りたい！ こころ 11

東京都 お金もちになる 中屋来望 11

東京都 お金をかせぐこと たっくん 11
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東京都 お金をたくさん稼ぎたい！！ 藤原道長 11

東京都 億万兆者になりたい！ 想太 11

東京都 おとうさんの動物病院をつぎたい！ 又三郎 11

東京都 大人になったらバイトしたい えんどぅー 11

東京都 大人になっても、ピアノをひけるようにしておきたい！ えぐしー 11

東京都 おどりが上手になって、ディズニーのダンサーになりたいです 柚奈 11

東京都 お花屋さんになりたい！ うらたん 11

東京都 お花やさんになりたい。 まゆゆ 11

東京都 おりょうりができるお母さん すみれ 11

東京都 オリンピックでフェンシングの金メダルを取る 中島加鈴 11

東京都 お笑い芸人になりたい！ 凌大 11

東京都 音楽家になること イケヤ 11

東京都 音楽関係 池田莉音 11

東京都 音楽に関わる仕事をする！！ 根尾君ファン！！ 11

東京都 女ゆうさん わにちゃん 11

東京都 海外りゅう学したい いせき 11

東京都 会計士になりたい ゆきき 11

東京都 外国で大きな家にすみたい！ 瑠々伽 11

東京都 介護士になりたいです！ あーちゃん 11

東京都 介護士になる！！ トーカ 11

東京都 会社員になりたい みお 11

東京都 会社員になりたい。 ＳＩＯ 11

東京都 海上保安官になる 山中春遼 11

東京都 海洋生物学者になって外国に行きたい！ みっちゃん 11

東京都 海洋生物学者になりたい。 敬太 11

東京都 科学者ＯＲ大工になりたい たっくん 11

東京都 科学者になってロボットを作りたい ようちゃん 11

東京都 科学者になりたい ゆうた 11

東京都 科学者になりたい！ けんたろう 11

東京都 画家になりたい サトイモ 11

東京都 家族を幸せにしたい！！ しんや 11

東京都 学校の先生 とも 11

東京都 学校の先生になりたい！ 飯塚 11

東京都 学校の先生になりたいです！ まりね 11

東京都 家庭教師になりたい さゆみ 11

東京都 金とごう神けんアルバトロスがほしい。 櫻井優真 11

東京都 金持ち&カワウソを買うこと！ あんちゃん 11

東京都 空手の全国大会に出て優勝する。 Akari 11

東京都 空手のチャンピョンになりたいです。 龍矢 11

東京都 かんご師さんになりたい 真愛 11

東京都 かんごしさんになりたい！ あか 11

東京都 看護師にないたい。 朋夏 11

東京都 かんごしになりたい さき 11

東京都 かんごしになりたい！ なゆ 11

東京都 看護師になりたい！ はるか 11

東京都 看護師になりたい！！ ちさき 11

東京都 看護師になりたい。 和奏 11

東京都 かんごしになりたい。 めく 11

東京都 看護師になりたい～ ハリネズミ 11

東京都 かんごしになりたいです。 岡田まゆ 11

東京都 かんごしになる あの 11

東京都 かん字をいっぱいかけるようになりたい ピー 11

東京都 気象予報士になりたい。 竹田偉彦 11

東京都 気づかいの出来る大人 かずっち 11

東京都 キャビンアテンダントになってみたいです！！ 怜菜 11

東京都 キャビンアテンダントになりたい！ Miomi 11

東京都 キャビンアテンダントになりたい！ みき 11

東京都 キャラクターデザイナーになりたいです。 ひまり 11

東京都 教師になること！ 山本ゆめ 11

東京都 銀行員、または人を運搬する職に就きたい 髙橋拓未 11

東京都 薬をつくる人になりたい！ 弓斗 11

東京都 車関係の仕事をやりたい。 今ちゃん 11

東京都 車の開発者 あや 11

東京都 車をつくる人になりたい 松浦優哉 11

東京都 黒帯になって空手の先生になりたい あん 11

東京都 警察官 降谷優 11
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東京都 けいさつかんになりたい まさ 11

東京都 警察官になりたい！ シーク 11

東京都 けいさつ官になりたいです。 ねお 11

東京都 警察官になりたいです・・・ 玲菜 11

東京都 警察になりたい MoMo 11

東京都 刑事さんになりたい。 ゆう君 11

東京都 芸能人になって有名になりたい がく 11

東京都 芸能人になりたい こた 11

東京都 芸能人になりたいです。 ワッキー 11

東京都 ケーキ作る人になりたい。 はるか 11

東京都 ゲーム関係のしごとにつきたい！ てき当 11

東京都 ゲームクリエイター ねぐせ 11

東京都 ゲームクリエイター ゆうた 11

東京都 ゲームクリエイター 本間奏多 11

東京都 ゲームクリエイターになりたい のふお 11

東京都 ゲームクリエイターになりたい HOWKeye 11

東京都 ゲームクリエイターになりたい！！ おかき 11

東京都 ゲームクリエーターになりたい あやか 11

東京都 ゲームクリエーターになりたい 卓偉 11

東京都 ゲームクリエーターになりたい！！ えみフライ 11

東京都 ゲーム実況者かプロゲーマーか水族館で働きたい！ １０１３ＳＫＹ 11

東京都 ゲームプログラマーになりたい！！ ソウマ 11

東京都 結婚式場ではたらく人になりたい！！ にんじん 11

東京都 研究者、もしくは医者にないたい！ 晃宏 11

東京都 研究者になりたい 惺弥 11

東京都 健康で一生を終えたい なる 11

東京都 検察になりたい。 カラス 11

東京都 けんだまけんてい6級ごうかく。 なん 11

東京都 建築会社にはいる れんれん 11

東京都 建築家になりたい そうすけ 11

東京都 建築家になりたい！ 温大 11

東京都 けんちく家をしながらバスケのチームに入って、2つの職業をしたい！ 中田郎 11

東京都 建築士が好きな編集者。自分の好きな仕事につきたい。 ちあ 11

東京都 建築士になりたい もちゃら 11

東京都 剣道の教師になりたい。 大和 11

東京都 剣道の大会でいい結果をたくさんだしたい！ こじゅろう 11

東京都 高校生デビューできるくらいの絵が描けるマンガ家になりたい！ かのん 11

東京都 高校の教師 タコ助 11

東京都 こうしえんにえらばれたい。 安田活人 11

東京都 高身長になりたい～。 あっちゃん 11

東京都 公務員 こう仙人 11

東京都 こうむいんになりたい。 ちぇる 11

東京都 国語の先生になりたい そう 11

東京都 古生物学者になる！ りっくん 11

東京都 昆虫学者になりたい おくポン 11

東京都 財務省職員になって国を支える！ ゆき 11

東京都 サッカー選手 隼也 11

東京都 サッカー選手 BABU- 11

東京都 サッカーせんしゅ　人間国宝　石油王　神 リュウタロウ　等 11

東京都 サッカーせんしゅうサッカーせんしゅうになりたい れい 11

東京都 サッカー選手になりたい ヨッシー 11

東京都 サッカー選手になりたい たっちゃん 11

東京都 サッカー選手になりたい！ 蒼空 11

東京都 サッカー選手になりたい！！ れもん 11

東京都 サッカー選手になりたい！！ ことおげ 11

東京都 サッカー選手になりたい。 こうき 11

東京都 サッカー選手になりたい。 凪音 11

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 ゆうた 11

東京都 サッカー選手になりたい。 じゅっき 11

東京都 サッカーに関わる仕事につきたい。 ゆいか 11

東京都 サッカーに関わる仕事になりたい！！ ケンティー 11

東京都 サッカー選手になりたい。 もちゃたろう 11

東京都 作家か一級建ちく士かようち園の先生になって、給料が安定した仕事について、幸せな毎日をすごしたい かんのみお 11

東京都 作家になりたい くり 11

東京都 雑貨屋になりたい！！ ﾘﾝﾀﾛｽ 11

東京都 サラリーマンになりたい。 じゅん 11
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東京都 算数オリンピックでゆうしょう ミサ 11

東京都 幸せな世界になり戦争や悲しいじけんがなくなりますよう 合田宇希 11

東京都 幸せに暮らしたい（すごし)です ー 11

東京都 しあわせになりたい こうせい 11

東京都 自衛隊に入りたい。 𠮷バーグ 11

東京都 シェフになってみんなにみとめられる！笑顔にする！ のあゴン11号 11

東京都 歯科じょしゅになりたい！！ 楓 11

東京都 司書になりたい！ えびちゃん 11

東京都 システムエンジニアになりたい まさひろ 11

東京都 自分にあったしごとをみつけたり！ せんこ 11

東京都 自分に自信や勇気がほしい。 みなみ 11

東京都
自分の将来の夢は、プログラマーです。元々はゲームプログラムだったけど、

他の機械も手がけたいです。
杉角大和 11

東京都 社会に先生（歴吏）になりたい まさゆき 11

東京都 社長 misapaFe 11

東京都 社長になりたい ピーリ食べたい 11

東京都 社長になりたい！ ちだうと 11

東京都 じゅいさんになりたいです。 ゆー 11

東京都 獣医師になりたい！ 知足 11

東京都 獣医になりたい！ 彩耶香 11

東京都 獣医になりたいです！！ アユミ 11

東京都 樹木医になりたい！ まゆ 11

東京都 小学校の教師になりたい！ 百霞 11

東京都 小学校の先生になりたい！ 真実 11

東京都 小学校の先生になりたい。 さやか 11

東京都 小学校の先生になる事 エリカ 11

東京都 小説家か漫画家になりたい しほ 11

東京都 小説家になりたい！ 海鮮とびっこ 11

東京都 小児科医になりたい しゅうまい 11

東京都 小児科の医者になりたい！！ せい 11

東京都 しょうぼうしになりたい 店長 11

東京都 しょう来、電車の運転手になりたい。 温哉 11

東京都 しょうらい、パティシエールになりますように 津端優々子 11

東京都 将来の夢は看護師です！ 美結 11

東京都 将来の夢はサッカー選手になってブラジルで活やくしたいです。 石本暁人 11

東京都 しょうらいのゆめは大工です。 詩 11

東京都 将来の夢を見つけたいです。 ひかり 11

東京都 しょうらいの夢は、陸上せんしゅ。 矢澤佑規 11

東京都 しょう来は「歌手」か「ファッションデザイナー」になりたいです。 Rio 11

東京都 将来私はミュージカルスターになりたい なっちゃん 11

東京都 職人になりたい！ れも 11

東京都 助産師になりたい ゆう 11

東京都 助産しになる 涼 11

東京都 書道の先生 ゆい 11

東京都 女優 にこりん 11

東京都 じょゆうになりたい ゆうか 11

東京都 私立中学国語の教師になります！ ゆらら 11

東京都 字をうまくなりたい なつ 11

東京都 深海生物研究者になりたい みゆう 11

東京都 新幹線の運転手になりたい 隆太朗 11

東京都 新体操の大会に出たい！ AYA 11

東京都 身長が高くなりたい！！ フラワー 11

東京都 新聞記者になりたい ー 11

東京都 水泳せんしゅになりたい。 進ひなた 11

東京都 水泳の経験を生かし、スポーツトレーナなどの人の役に立つ仕事につきたい。 名の知れたツッコミ役 11

東京都 水泳の審判と選手になりたい なーちゃん 11

東京都 水泳の選手になりたい！ みみ 11

東京都 すいそう楽で演奏する人になりたい！！ 石井 11

東京都 水ぞく館で働らきたい。 一歩 11

東京都 水族館の飼育いん えーみず 11

東京都 水族館の飼育員 ダムン 11

東京都 水族館の飼育員になりたい しおん 11

東京都 スカイツリーにのぼりたい。 ハナ 11

東京都 介ご士になりたい！ なな 11

東京都 スタイリストまたは美容師 むつき 11

東京都 スプラをじょうずになりたい！ みのき 11
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東京都 スポーツコーチになりたい！ ひろき 11

東京都 スポーツ選手になること。 ほっしー 11

東京都 スポーツトレーナーになりたい いおり 11

東京都 スポーツトレーナーになりたい。 萌那 11

東京都 スポーツトレーナーになりたい。 和真 11

東京都 税関職員になる たくみ 11

東京都 世界中の人たちの命をすくう医者になりたい！！ 橋場心美 11

東京都 世界の食料不足解消のため、どこでも育つ植物の品種を作る スヌーピー 11

東京都 背がのびること　サッカー選手　保育士 ぴーちゃん（ひよこ） 11

東京都 設計士になりたい！ マホマホ 11

東京都 設計士になりたい！ なな 11

東京都 設計士になりたいです。 ゆき 11

東京都 設計士になる！！ ＷＭ 11

東京都 先生になりたい あやね 11

東京都 全日本テニスベスト８又は全英オープン出場 マイン 11

東京都 空を飛んでみたい こうき 11

東京都 そうさかんになりたい！ ちえみ 11

東京都 造幣局に務めて、新しいこう貨か(特に記念こう貨)をデザインしたい。 カポロン 11

東京都 大会でゆうしょうしたい しおん 11

東京都 大金もちになりたい。 たかし 11

東京都 大工さんになりたい 祐聡 11

東京都 体そうの先生になりたい 羽瑠 11

東京都 大てき業の社長になってハワイにすんでセグウェイにのって家の中でくつろぐ 竹中陽 11

東京都 代表取締役になりたい！ はるか 11

東京都 宝くじを当ててはたらかないでくらしたい 雅貴 11

東京都 たくさんカードがほしい けいた 11

東京都 たくさんの魚たちが私の下へ行き、海を旅する天才。 佐藤礼 11

東京都 卓球選手になりたい 直井健一郎 11

東京都 卓球選手になりたい みゆ 11

東京都 楽しく生きたい！ ゆづき 11

東京都 楽しくくらしたい ももち 11

東京都 だれにでも頼れる優しい人になりたい！ NON 11

東京都 だれにでも優しくできる人になりたい！ risa 11

東京都 ダンサーになりたい ポプル 11

東京都 ダンサーになりたい！ みお 11

東京都 ダンサーになる！ マッキー 11

東京都 ダンスが上手くなりたい。 愛 11

東京都 ダンスをもっとうまくなりたい サコ 11

東京都 チアダンスでアメリカに行ってゆう勝する みなみ 11

東京都 地球温暖化が進まないように天気予報士になりたい りさ 11

東京都 中学受験に合格し図書館司書になる いしもん 11

東京都 調理師になりたい！！ まどど 11

東京都 通訳になりたい まお 11

東京都 つうやくになりたい！ こはる 11

東京都 通訳をする人になりたい 豆ふ 11

東京都 ディズニー関係者になりたい！ シャイニー 11

東京都 ディズニーキャストになりたい！ あすか 11

東京都 ディズニーのキャスト みおり 11

東京都 ディズニーのキャスト さちか 11

東京都 ディズニーのキャストとかシャチのショーをやってる人になりたい！えいごなどをがんばる！ ゆい 11

東京都 ディズニーのキャストになりたい！ みーちゃん 11

東京都 ディズニーのダンサーになりたい！ りお 11

東京都 デザイナー チータラ 11

東京都 デザイナー みお 11

東京都 デザイナーになりたい 未桜 11

東京都 デザイナーになりたい 西川舞弥 11

東京都 デザイナーになりたい！ メルメルキャンディー 11

東京都 デザイナーになりたい！！ るな 11

東京都 デザイナーになりたい。 つきか 11

東京都 デザイナーになりたい。 実結 11

東京都 デザイナーになること（インテリア、建築） おしゃれ女子 11

東京都 でっかい会社の社長になって豪邸をたててその豪邸の中をセグウェイで移動すること、と世界せいふくをすること
ジーニアスで神、天才

の卍ちゃん
11

東京都 鉄道運転士になりたい れつ 11

東京都 鉄道関係の仕事につきたい こうせい 11

東京都 鉄道でたびをしたい はおん 11
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東京都 テニス選手　医者　動物関係 ゆづ（ゆっちゃん） 11

東京都 テニスせんしゅになって金もちになりたい。 横田れい 11

東京都 テニス選手になりたい！！ りょう 11

東京都 テニス選手になりたい！！ 伊藤匠生 11

東京都 テニス選手になりたい。 ゆうすけ 11

東京都 テニスの選手になりたい！ うー 11

東京都 テニス選手になりたい 大川愛奈 11

東京都 寺のじゅしょくになりたい あつお 11

東京都 テレビに映る仕事がしたいな　たとえばアナウンサーとか女優とか えぐはな 11

東京都 テレビに出たい 佐藤來 11

東京都 東京ディズニーリゾートで働きたい！！ 早川由夏 11

東京都 東京ドームで野球をして活やくしてみたい！ あおい 11

東京都 東大王に！なる！ 東郷小町 11

東京都 動物園の飼育係になりたい。 はな 11

東京都 動物飼育員になりたい。 がく 11

東京都 動物とかかわる仕事をすること Aさん 11

東京都 動物にかかわる仕事がしたい！ ゆーゆ 11

東京都 動物に関わるしごとがしたい！ くるみ 11

東京都 動物のじゅうい師になりたい。 かな 11

東京都 動物博士になりたい はなえ 11

東京都 動物びょういんの先生になりたい るるか 11

東京都 ドクターストレンジみたいに物をあやつれる人になりたいです。あとストレンジがもっているふゆうまんとがほしいです。 なっとう 11

東京都 トリマーになりたい ちなり 11

東京都 ナースになりたい ツッキー 11

東京都 夏休みの宿題をはやく終わらせてたくさん楽しむ！！ 滑川花那 11

東京都 ニートいがい正社員 たくみ 11

東京都 日本動物高度医療センターの獣医師 しんた 11

東京都 ニューヨークに行ってみたい たくま 11

東京都 にんじゃになりたい！ 萌依 11

東京都 ネイリストになりたい 祐果 11

東京都 ネイリストになりたい！ あすくるスピーカー 11

東京都 猫が飼うことができますように！！このギネスが成功しますように ゆなっち 11

東京都 年収５０００万以上の高額な収入の仕事に就職する うぷぬ 11

東京都 農家さんになりたい！（いちごかお米を作ってみたい） 莉瑚 11

東京都 ノーベルしょうをとりたい 榮民 11

東京都 乃木坂46になって、みんなに元気をあたえたい ひーたん 11

東京都 俳優になりたい！ 樹 11

東京都 パイロットになたりたい！ 竜 11

東京都 パイロットになりたい。 晴馬 11

東京都 バスケが上手くなりたい こころ 11

東京都 バスケが上手くなりたい まりん 11

東京都 バスケがもっと上手になりたい こうき 11

東京都 バスケットボール選手になりたい 石川　大介 11

東京都 バスケットボール選手になりたい！！ あいしゃ 11

東京都 バスケットボール選手になりたい。I♡BASKET かずき！ 11

東京都 バスケの選手になりたいです。 さき 11

東京都 バスのうんてんしゅ ショーちゃん 11

東京都 パソコンを使った仕事をしたい shiori 11

東京都 パティシエールになる ひめ 11

東京都 パティシエになって、家族を幸せにするおかしエお作！ かれっち 11

東京都 パティシエになって、ケーキをつくる人になりたい あいさ 11

東京都 パティシエになりたい プリミティーブルー 11

東京都 パティシエになりたい もなか 11

東京都 パティシエになりたい みく 11

東京都 パティシェになりたい！ あんな 11

東京都 パティシエになりたい！ 大友菜瑚 11

東京都 パティシエになりたい！ みつき 11

東京都 パティシエになりたい！ あられ 11

東京都 パティシエになりたい。 ネネ 11

東京都 パティシエになる！ オレオ 11

東京都 バドミントン選手になりたい！！ 島袋鹿隣 11

東京都 バトミントンで金メダルをとりたい！！ Mizuki 11

東京都 バドミントンの選手になりたい あづ 11

東京都 バドミントンの選手になりたい なな 11

東京都 バトンの大会でゆう勝できますように りか 11

東京都 バレエが上手になりたい ゆかり 11
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東京都 パレードダンサー　こうむいん ゆみどん 11

東京都 バレーボール選手になりたい！ 由季乃 11

東京都 バレーボール選手になる！ みずき 11

東京都 バレリーナ　ナース　水泳せんしゅ なっちゃん☆ 11

東京都 ハワイ大学に入学する ゆい 11

東京都 パン屋 チャチャ 11

東京都 パン屋さんになりたい！ はるや 11

東京都 パン屋になる。 まこ 11

東京都 ピアニストになりたい 結翔 11

東京都 ピアニストになりたいです。 佐藤心 11

東京都 飛行機のパイロットになりたい。 あやたか 11

東京都 人が幸せになれるひとになりたい メイメイ 11

東京都 人の役に立つ人になりたい はるな 11

東京都 人を感動させる人になりたい！！ 琉衣 11

東京都 人を助ける仕事につきたい！！ もな 11

東京都 人を楽しませる仕事に入りたい！！ 大くん 11

東京都 百かくを折れるようになりたい！ 優和 11

東京都 ビューティーアドバイザーになりたい！ きあち 11

東京都 病院で働きたい！！ あみ 11

東京都 美容系もしくは、ディズニーの人になりたい。 ゆりな　ししゃも 11

東京都 美容師さんか小説家になりたいです。 おと 11

東京都 美容しになりたい あいか 11

東京都 美容師になりたい りな 11

東京都 美容師になりたい！ 比和 11

東京都 ファションデザイナーになりたい 内田梅花 11

東京都 ファッションデザイナーになりたい ひみっち 11

東京都 ファッションデザイナーになりたいです 信定凛 11

東京都 フードコーディネーターになりたい さくら 11

東京都 フェンシングのJOC国たい選手になりたい 中島加鈴 11

東京都 ふつうにくらしたい りょう 11

東京都 フラの先生になること。 宮沢海 11

東京都 プログラマーなる！ ひろ 11

東京都 プログラマーになりたい。 ボジガズギ 11

東京都 プログラミングをがんばってゲーム作る人になりたい カゲ 11

東京都 プログラミンンぐを教える人になりたい リーマ 11

東京都 プロゲーマー ゲーマー 11

東京都 プロゲーマー カザラ 11

東京都 プロゲーマー あぺ 11

東京都 プロゲーマー 肉まんけんきゅういん 11

東京都 プロゲーマー はんじょう 11

東京都 プロゲーマー 最強神様 11

東京都 プロゲーマーになりたい リュウガングリオン 11

東京都 プロゲーマーになりたい。 グーフィー 11

東京都 プロゲーマーになりたい。 かなめん 11

東京都 プロゲーマーになりたい。 いぶ 11

東京都 プロゲーマーになる（フォートオナイト） 伊弦 11

東京都 プロゲーマになりたい。 ねこくん 11

東京都 プロコーチになりたい のぶヨリ 11

東京都 プロサッカー選手になり、Ｗ杯でゆう勝したい ミクリヤ ヨシヒサ 11

東京都 プロサッカー選手になりたい。 なかこ 11

東京都 プロサッカー選手になって、バルセロナのAに入団し、活やくする。 川島幌生 11

東京都 プロスケーターになりたい 椿樹 11

東京都 プロスケーターになりたい。 龍太朗 11

東京都 プロテニス選手になりたい！ ＳＥＩＳＹＵＮ 11

東京都 プロバスケットボール選手 大輔 11

東京都 プロ野球せんしゅ 菅原風光軍 11

東京都 プロ野球選手 落合 11

東京都 プロ野球選手 じんと 11

東京都 プロ野球選手 ポチャけん 11

東京都 プロ野球選手 ポチャけん 11

東京都 プロ野球選手になりたい ひろ 11

東京都 プロ野球選手になりたい 幸村くん 11

東京都 プロ野球選手になりたい！ まぶー 11

東京都 プロ野球選手になりたい！ ウミルク 11

東京都 プロ野球選手になりたい！！ かなちん 11

東京都 プロ野球選手になりたい！！ いっちゃん 11
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東京都 プロ野球選手になりたい。 外山優斗 11

東京都 プロ野球選手になりたい。 スギちゃん 11

東京都 プロ野球選手になることです まなと 11

東京都 プロ野球で5億円かせぐひとになりたいＷＢＣに出る ＦＵＬＥＡ 11

東京都 ぷろやきゅうになりたい。 エラーサンズ 11

東京都 ヘアーデザイナーになりたい！ のもちゃん！ 11

東京都 平和なくににしたい 榮民 11

東京都 平和にくらす りのん 11

東京都 ペットショップの店員さんになりたい みか 11

東京都 ペットショップの店員になりたい！ こっしゃん 11

東京都 ペットショップの店員になりたい★ はるか 11

東京都 ペットトリマーになりたい！ あいり（な） 11

東京都 ペットトリマーになりたい。 ー 11

東京都 勉強できるようになりたいです。 Rio 11

東京都 勉強の楽しさを教えられる小学校の先生になりたい！ りす 11

東京都 べんご士になりたい 中野陽き 11

東京都 弁護士になりたい 駿介 11

東京都 弁護士になりたい 快 11

東京都 弁護士になりたい！ ひよこ 11

東京都 弁護士になりたい！ ゆうな 11

東京都 弁護士になりたい。 せいと 11

東京都 弁護士になりたい。 ともぴ 11

東京都 編集者になりたいです。 ー 11

東京都 保育園・ようち園の先生 ま~ちゃん 11

東京都 ほいくえんの先生になりたい ヒメ 11

東京都 保育園の先生になりたい！！！！！ みー 11

東京都 保育士 なかまる 11

東京都 保育士 こしょう 11

東京都 保育士と音楽の先生 MOMO（ちゃん） 11

東京都 ほいくしになって、小さい子と遊びたい！ りさ 11

東京都 保育士になって小さい子供たちの面どうをみたい S 11

東京都 保育しになりたい らむ 11

東京都 保育士になりたい ＭＥＩ 11

東京都 保育士になりたい さくら 11

東京都 保育士になりたい よしの 11

東京都 保育士になりたい るな 11

東京都 保育士になりたい 杏菜 11

東京都 保育しになりたい！ かのん 11

東京都 保育士になりたい！ てらもとりか 11

東京都 保育士になりたい！ あやか 11

東京都 保育士になりたい！！ ゆめ 11

東京都 保育士になりたい！！ めっこ 11

東京都 保育士になりたい！！ はるか 11

東京都 保育士になりたい！！ 花織 11

東京都 ほいくしになること あかり 11

東京都 保育士になってみんなからたよられる保育士になりたい。 ゆめっち 11

東京都 放しゃ線科になりたい。 わかな 11

東京都 放送作家 あかり 11

東京都 法律系の仕事につきたいです！！ 赤ちゃん 11

東京都 ボルダリングのジムをひらくこと ちはる 11

東京都 ホルンにスト チーボー 11

東京都 本に関わる仕事につきたい MiuMi 11

東京都 本屋で働きたい！ レイブーン 11

東京都 マインクラフトのプロゲーマーになりたい！！ しゅうすけ 11

東京都 マジシャンになりたい！！ クリリン 11

東京都 まだ、決まっていない。だけれども、人の役に立つ仕事につけたらいい。 イー 11

東京都 町を守る消防士さんになりたい！！ げんきくん 11

東京都 マンガか タロ 11

東京都 マンガ家 大渕結子 11

東京都 まんが家か科学者になりたい 谷口咲希 11

東京都 マンガ家になりたい さいか 11

東京都 まんが家になりたい 真芽 11

東京都 漫画家になりたい ＫＯＵ 11

東京都 漫画家になりたい りさる 11

東京都 漫画家になりたい 南帆 11

東京都 店の経営になりたい ぺかちゅう 11
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東京都 ミニチュアモデルカーの製作士 潤 11

東京都 みんながあこがれる女優になりたい あおちゃん 11

東京都 みんながこまってるときに助ける医者になる。 くるみ 11

東京都 みんなに愛されて超すてきな人と出会えますように。 としちゃん 11

東京都 みんなを幸せにする
「数学屋さん」をよんで

いる女
11

東京都 メーキャップアーティストになりたい！！ かえこ 11

東京都 もっと字がきれいになるようにがんばりたい。 戸張美月 11

東京都 モデルになりたい！ サトミー 11

東京都 物語を書く作家になりたい。 ゴリラ 11

東京都 野球選手になりたい！ ヨッシー 11

東京都 野球選手になる あさひ 11

東京都 やきゅうせんしゅになる ドーナツ 11

東京都 野球選手になる USA 11

東京都 薬剤師になりたい かほ 11

東京都 薬剤師になりたい！ まい 11

東京都 薬剤師になりたい！ はな 11

東京都 薬剤師になりたい。 香名 11

東京都 やさしい人になりたい みやぞん（仮名） 11

東京都 やさしい人になりたい。 小柳 11

東京都 やさしくなりたい 榮民 11

東京都 宿主になりたい。 智天 11

東京都 ゆうしゅうなお医者さんになりたい 勇太 11

東京都 ユウチューバーになりたい 安島 11

東京都 有名大学教授になりたい！ つぶけん 11

東京都 有名になる！ ゆうな 11

東京都 良い大学にいきたい！ ゆうげつ 11

東京都 ようちえんの先生 まーちゃん 11

東京都 ようち園の先生！ 大山すみれ 11

東京都 ようち園の先生になりたい！ あやね 11

東京都 ようちえんの先生になりたいです！ まなみ 11

東京都 世の中の誰かの役に立つこと 一ノ瀬匠偉 11

東京都 ラ・フェラーリを買いたい アベンジャーズ 11

東京都 ラグビー選手 そら 11

東京都 陸上選手です。 龍之介 11

東京都 陸上選手になる！！ りく 11

東京都 りっぱなお母さん ルンルン 11

東京都 漁師か医師になりたい 大和 11

東京都 りょうしになってみんなに、魚のおいしさを知ってもらいたい。 三浦託実 11

東京都 漁師になりたい 石川優樹 11

東京都 料理人になりたい はる 11

東京都 料理人になりたい。 颯 11

東京都 料理人になりたい。 竜生 11

東京都 料理人になりたいです。 玄空 11

東京都 レジ員になりたい！ 朱鳥 11

東京都 ロボットのかい発したい！ らん 11

東京都 私の夢は、航空機内で困っている人を助けられるフライトアテンダント（CA）になりたいです。 浅見悠花 11

東京都 私の夢はデザイナーになることです。 大平まい 11

東京都 地元の発展を手助けしたい ほなピン 11

東京都 鉄道の運転士になりたい 皓泰 11

東京都 保育園の先生になりたい！！ りこ 11

東京都 ー ユウ 11

東京都 １００さいまで長生きしたいです 大の颯二郎 12

東京都 AIプログラマーになりたい 横山漣士 12

東京都 C/Aさんになりたい メイ 12

東京都 CAになって沢山の人を笑顔にしてごどもに夢を与えたい himawari 12

東京都 CAになりたい ここたん 12

東京都 ITに関係する仕事に就きたい つくね 12

東京都 ITの会社の社長になりたい SK 12

東京都 NBAプレイヤーになりたい 壮 12

東京都 TV関係の仕事につとめたい あきなこ 12

東京都 あいたい人に会いに探しに行く。 矛珍 12

東京都 青木選手みたいに、メジャ－リーグに行きたい ザッキー 12

東京都 頭がよくなりたい！！ 智 12

東京都 頭がよくなりますように！！！ さともね 12

東京都 アニメーターになりたい。 美咲 12
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東京都 アニメを作る人になりたいです。おもしろいアニメをたくさん作りたいです。 あゆ様 12

東京都 生きる。 小久保結生 12

東京都 医師 ハチ 12

東京都 医師になりたい！ ディズニーシーマニア 12

東京都 医者 SORA 12

東京都 医者になって多くの命を救えますように！！ ミィ 12

東京都 医者になりたい りっちゃん 12

東京都 医者になりたい 神楽 12

東京都 医者になりたい！ なるっぴ 12

東京都 医者になりたい。 ケンチャン 12

東京都 医者になる！ アオイ 12

東京都 医者になるかも 柳順生 12

東京都 衣装も振り付けも舞台すべてを自考えられるバレエの先生になりたい 小梅 12

東京都 いたまえになりたい！ りり子 12

東京都 一級建築士になりたい。 西尾 12

東京都 犬をいっぱいそだてたい ゆうま 12

東京都 イラストレーター 啓太 12

東京都
イラストレーターになって、その絵で人を元気づけたり、

その人の毎日の楽しみにしてあげたい
みずき 12

東京都 イラストレーターになりたい。 れっちゃん 12

東京都 いろいろな仕事のできるプロになりたい。 まこっTこと川崎麻琴 12

東京都 ヴァイオリンニストになりたい おに 12

東京都 歌い手 みっちー 12

東京都 歌を歌いたい ゆゆ 12

東京都 宇宙に行く事 リュドラン 12

東京都 英語の小説家に　ありたい。 M.F 12

東京都 えらい人になりたい Rui 12

東京都 エンジニアになりたい たくみ 12

東京都 お医者さんなりたい！！ KH 12

東京都 大大金持ちの上の上の金持ちの上の金持ち てるき 12

東京都 大手の会社につとめたい さほ 12

東京都 お母さんを海外につれていってあげたい！ さやか 12

東京都 お金が欲しい ソラ 12

東京都 お金持ちになりたい！ みさこんぶ 12

東京都 お金持ちになりたい。 ナオじろう 12

東京都 おじいちゃんの料理店をつぎたい！！ もも 12

東京都 小田急線の運転士になりたい ひろひろ 12

東京都 親孝行したい わたたん 12

東京都 音楽関係の仕事につきたい！ マイキ 12

東京都 お金もち ここな 12

東京都 会社の社長になりたい ふつうの会社員 12

東京都 学校の先生 あやな 12

東京都 カメラマンになって世界を旅したい はぬ 12

東京都 空手で黒おびになりたい dyかぼちゃパン 12

東京都 看護師になりたい！ ちさき 12

東京都 看護師になりたい！ あっちゃん 12

東京都 かんごしになりたい！！家族が平和でしあわせでいたい 目黒琥珀 12

東京都 かんせいかんになりたい よしのり 12

東京都 気象予報士に」なりたい 森田ハル 12

東京都 キャスターに「なりたい！ こはく 12

東京都 キャストになりたい ゆい 12

東京都 教師(小学校)になりたい　ピアノのYoutuberも 莉大くん推し 12

東京都 鏡授かるたのクイーンになりたい！ ペンギン 12

東京都 薬済師になること！ ゆい 12

東京都 蔵家になりたい ケイハク 12

東京都 グランドスタッフ（空港）になりたい。 菊谷美桜 12

東京都 警察官になりたい ちはる 12

東京都 ゲーム関連のクリエイター 優真 12

東京都 ゲームクリエイター まーくん 12

東京都 ゲームクリエーター(プロゲーマー)になりたい。 昊輝 12

東京都 ゲームクリエーターになりたい！！ 魔理沙 12

東京都 外科医 けいた 12

東京都 建築家になりたい パンダ 12

東京都 建築士・まだ未定 おりとまさき 12

東京都 建築士になりたい！ はるき 12

東京都 建築士になりたい。 南部剛志 12
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東京都 高校いいとこいけますように。 かお 12

東京都 公認会計士 しいたけ 12

東京都 五大しょう社の社員になりたい トマト 12

東京都 コックさんになりたい ゆうき 12

東京都 裁判官になりたい！ みあ 12

東京都 サイフロに合格する！！ 住吉日那 12

東京都 作家 キャノン 12

東京都 サッカーが、うまくなりまい しんた 12

東京都 サッカー選手 十時 12

東京都 サッカー選手 爽太 12

東京都 サッカー選手 すずきバナナ 12

東京都 サッカー選手に絶対なる！ きいろ 12

東京都 サッカー選手になり、ワールドカップで10番ででて優勝する 安藤駿 12

東京都 サッカー選手になりたい りんご 12

東京都 サッカー選手になりたい！ くうかい 12

東京都 サッカー選手になりたい！ オールマイト 12

東京都 サッカー選手になりたい！ カルパス 12

東京都 サッカー日本代表になる！ HAYA10 12

東京都 サンリオキャラクターのデザイナーになりたいです 丸山真優 12

東京都 自分がなりたい職業を見つけてその仕事につけるようにする！！ みく 12

東京都 自分の思い通りに世界にして、楽で、つらくない最高な世界に住みたい。 チコちゃん 12

東京都 社会人になるｗ リョウ 12

東京都 社長になりたい 翔真 12

東京都 獣医師になりたい ノンノン 12

東京都 獣医になりたい 香奈 12

東京都 獣医になりたい。 武尚 12

東京都 受験を合格したいです。 wdd 12

東京都 障碍者について考えることができる大人になりたい ひなんたん 12

東京都 小学校の先生 kisoito 12

東京都 小学校の先生になりたい！！ さやちー 12

東京都 将棋でプロ棋士になる！！ こうた 12

東京都 小説家になりたい！ ルーたん 12

東京都 小説家になりたい。 いつきA 12

東京都 商品開発をしたい！ 坪川香苗 12

東京都 しょう来は…「建築家」になりたい！ バナナww 12

東京都 しんかんせんのうんてんし、野球選手、ふつうのいっぱんじん、会社員、お金もち、長生きする人になりたい。
りくちゃん、りっくん、(ふ

つうに)りく
12

東京都 人生を楽しむ しもちゃん 12

東京都 新体操選手になりたい！！ ユナ 12

東京都 死んだその後を生きてる人に伝えたい ANJ 12

東京都 新聞記者になる ゆま 12

東京都 水泳1級合格　水泳記録会で結果を残す。 望月愛莉 12

東京都 水泳にかかわるなにかをする わかめ 12

東京都 吹奏楽部のコンクールで金賞をとりたい！ 三木まどか 12

東京都 水族館の飼育員になりたい ともおちゃん 12

東京都 水族館の飼育員になりたいです 長尾英虎（ヒデ） 12

東京都 スーツアクターか動物園ではたらくこと 高岩成二 12

東京都 スクールカウンセラーなりたい！ ろい 12

東京都 すごいひとになりたい たけ 12

東京都 スポーツひょうろん家になりたい 結仁 12

東京都 スポーツマネージャーになりたい。 けんすけ 12

東京都 スマブラが千勢とサバゲーが千勢 くり 12

東京都 青春高校に入り、大人になったらパティシエになる mana 12

東京都 声優になりたい！ 力士 12

東京都 世界がいつまでも平和でいたい さえ 12

東京都 世界中の人を笑顔にするバレリーナ プリッツ 12

東京都 世界で有名になれる様なすてきな人間になりたい。 おTATA 12

東京都 石油王になりたい Moonst 12

東京都 設計士になりたい！ あお 12

東京都 先生になりたい！ リックー 12

東京都 ただのサラリーマンになって父さんになる事！！ 敬祐 12

東京都 卓球選手になりたいです。 青森君 12

東京都 ダンサーになりたい！ 宝田仁琥 12

東京都 ダンサーになりたい。 かお 12

東京都 ダンスの先生になりたい！ しょうゆ 12

東京都 チーズソムリエ 神・Ｎ・Ｋ 12
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東京都 チーズソムリエ！！ ー 12

東京都 中学に入って野球をやってみたい！ あつき 12

東京都 ディズニーのキャストになりたい かまそ 12

東京都 ディズニーランドに行きたいです。 藤田ひなの 12

東京都 ディズニーランドのキャストかダンサーになりたい！！ りこ 12

東京都 ディズニーランドのキャストになりたい 野口凱智 12

東京都 デザイナー ヒナ 12

東京都 デザイナーになりたい！ あおい 12

東京都 デザイナーになりたい！ のあ 12

東京都 デザイナーになりたいです。 Nana 12

東京都 鉄道運転士になりたい かずあき 12

東京都 テニスがうまくなりたい。 りの 12

東京都 テニス選手になりたい あっきー 12

東京都 テニス選手になりたい！ はるちゃん 12

東京都 テニス選手になりたい。 となりの田中さん 12

東京都 電車の運転手 消しゴム 12

東京都 電車の運転手になりたい T.K 12

東京都 動物園の飼育員！ Lucy 12

東京都 どう物園のしいく員になりたい 小川拓馬 12

東京都 動物関係の仕事につきたい！ T.S 12

東京都 図書館司書になりたい りこも 12

東京都 とびうお杯でB決勝に残りたい！ ヨッシー 12

東京都 友達にやさしくできる大人になりたい。 たいき 12

東京都 ドラマーになりたい 琉介 12

東京都 トロンボーンが上手になりたい！　小児科医 ミカ 12

東京都 長生きしたい ニョッキ 12

東京都 何かの事で世界一を取る！！ KAKASHI 12

東京都 日本代表のW杯メンバーに入って、日本をW杯優勝させる とわ 12

東京都 パイロットになりたい よしのり 12

東京都 バスケットボール選手になりたい 尚賢 12

東京都 バックダンサーになりたい かりん 12

東京都 パティシエールになりたい。 木本りな 12

東京都 パティシエになりたい りす 12

東京都 パティシエになりたい！ ＩＯ 12

東京都 パティシエになりたい！ なごちゃん 12

東京都 パティシエになる！　ディズニーの着ぐるみの中の人もやってみたいなー　テレビにでてみたい あずさ 12

東京都 バトンで世界大会に行く。 仁菜 12

東京都 ハリウッド女優 HANA 12

東京都 パン屋になりたい。 結菜 12

東京都 パン屋の店員 矢部太 12

東京都 パン屋をけいえいしたい さくらもち 12

東京都 ピアニストかサックス手記になりたい。 ジェラトーニ！ 12

東京都 ピアノが上手くなりたい ざくろ 12

東京都 ピアノ関係の仕事につきたい！ まな 12

東京都 ピアノの先生 ないあ 12

東京都 人を感動させる人になりたい。 佑輔 12

東京都 ファッションデザイナー♪ あおい 12

東京都 ファッションデザイナーとハンドメイド作家になりたい！ Asaka 12

東京都 ファッションデザイナーになりたい 愛雛 12

東京都 フィギアスケートをしたい→出来るなるなら世界的選手を目指す！！ ナノックス 12

東京都 フォートオナイト世界一位 ゆうと 12

東京都 フットサルでまずＦリーガーになりたい ゴリラ 12

東京都 物理学者になって新たな発見をしたい！ たいち 12

東京都 フライトドクターになりたい！ 人間 12

東京都 フライトドクターになりたい！平塚中等合格！ AKIHA 12

東京都 フルートがうまくなりたい なご 12

東京都 プロゲーマー 村人 12

東京都 プロゲーマーになりたい 細田慈樹 12

東京都 プロゲーマーになりたい。 うた君 12

東京都 プロサッカー選手になりたい 甘楽武蔵 12

東京都 プロ野球選手になりたい カズマ 12

東京都 プロ野球選手になりたい。 そうた 12

東京都 プロ野球選手になれますように。 Yoshiki 12

東京都 プロ野球選手 潮田稔希 12

東京都 平和にくらす 友永ののは 12

東京都 ペットがほしい 小嶋斗唯 12
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東京都 ペットショップの店員になる おさるのジョージ 12

東京都 ほいくし おみ 12

東京都 保育士 らーちゃん 12

東京都 保育士 ぽーちゃん 12

東京都 保育士になりたい りの 12

東京都 保育士になりたい！ キナ 12

東京都 保育士になりたい！ かりん 12

東京都 保育士になりたい！ さき 12

東京都 ほいくしになりたい！！ ぶーちゃん 12

東京都 保育士になりたい。 ユズ 12

東京都 保育士になりたい たこ 12

東京都 ホワイトハッカーになりたい！ えむ氏 12

東京都 マジシャンになりたい くま 12

東京都 まずしい子供たちのために学校をつくる はるか 12

東京都 まだ決めてない K 12

東京都 周りと全然違う平凡な生活をおくりたい 心愛ちゃんふぁん 12

東京都 マンガをかきたい 北海道 12

東京都 宮大工になりたい マゼンダ 12

東京都 ミュージカル女優になりたい！ Ｌｅｉａ 12

東京都 みんなが楽しめるジムインストラクター さいとうななみ 12

東京都 メイクアップアーティスト 雛子 12

東京都
メーキャップアーティストか洋服のデザイナーになりたい！テレビ番組に出てみたい！それか…お料理教室に入って

いるのでパティシエになりたい！手が器用になりたいｗ
ゆうな 12

東京都 メジャーリーガーになってMLBでMVPをとる Kage 12

東京都 もっとダンスをうまくなりたい！ みこ 12

東京都 野球選手 宙 12

東京都 野球選手になりたい スーパー野球人 12

東京都 野球選手になりたい よ 12

東京都 野球とピアのがうまくなりたい。 すいな 12

東京都 薬剤師 かな 12

東京都 やくざいし 依田美咲 12

東京都 優しい人になりたい いとは 12

東京都 ユーチューバーになりたいです シロクロ 12

東京都 有名人 S.K 12

東京都 有名なサッカー選手に会いたい！！ TOMATO 12

東京都 夢は幸せなくらしをしたいです！(楽しい) なお 12

東京都 夢は新生児科に医者になること 井上ちさ 12

東京都 洋楽を覚えたい！ みゅー 12

東京都 ようちえんのせんせいになりたい ぷに 12

東京都 ようち園の先生になりたい みい 12

東京都 幼稚園の先生になりたい。 ひな 12

東京都 陸上選手になりたい いっちゃん 12

東京都 私は将来外科医になって、いずれは社会に大こうけんをして歴史に名の残るような超人になりたいっ！ 坂本初音 12

東京都 私はダンサーになりたい！ おっとっと 12

東京都 1年で８８星座といろいろな地球の名前をおぼえたい cherry&star 13

東京都 アベンジャーズの一員になる！スパイダーマン！ リポリー 13

東京都 英検3級取る！！テスト高い点数出す！！ ひめの 13

東京都 オリンピックで金メダルを取る！！ ゆうちゃん 13

東京都 新聞記者になりたい はちょ 13

東京都 ちゃんとした仕事に就く 金井謙也 13

東京都 飛行機をつくる 自然 13

東京都 ファッションデザイナーになりたい！！ なっぴ 13

東京都 ペットショップで働く 富田裕 13

東京都 ユーチューバー りんたろう 13

東京都 ラグビー選手になりたい！ 高張陸駈 13

東京都 アンパンマン WAKASUGI 14

東京都 医療系の道に進みたい みーちゃん 14

東京都 神になる 田中 14

東京都 キンプリのツアーとサマステに行きたい れあ 14

東京都 ショクパンマンになりたい わか 14

東京都 内閣総理大臣 ヤナカ 14

東京都 バンドで売れる K.M 14

東京都 バンドで売れる K.Y 14

東京都 医者 たった 14

東京都 おもしろい人になりたい！ 中島 15

東京都 女優☆ はるな♡ 15
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東京都 ディズニー年パス買ってもらえますよーに。 ももか 15

東京都 ディズニーランドのキャストになってみんなを笑顔にしたい！！ かんちゃん 15

東京都 パティシエ♡ ふぁらでー 15

東京都 メイクアップアーティスト さく 15

東京都 世界征服 オレンジ 15

東京都 CA 看護師　臨床検査技師　本田翼のマネージャー なかがわしおり 16

東京都 CA 放射線技師　向井理のマネージャー ひよしやまさや 16

東京都 パティシエになりたい すず 16

東京都
私はケーキやさんになりたいですが、本当は、パワーパフガールズにも憧れています。生まれかわったら、スーパーパ

ワーがほしいです。
あかり 16

東京都 英語の成績が上がるようにがんばる！！ ミズキ 17

東京都 前田せんぱいのような社会人になる。 はやってぃー 17

東京都 Google正社員 タッキー 18

東京都 お金持ちになりたい もりさやか 18

東京都 しあわせになりたい あゆみ 18

東京都 自分の好きだと思えるような仕事に就く！ ケン 18

東京都 大好きなマンガ家さんたちを支えられる仕事をしたい パトラッシュ 18

東京都 ハーレム 世潤 18

東京都 みんなを幸せにできるお仕事につきたいです(医者や記者) ルーシーナナハ 18

東京都 3億円当たりたい！！！大きいマイホーム 松田玲愛 19

東京都 好きな人と結婚して一生幸せに暮らす りったん 19

東京都 楽しい人生を送りたい のむら 20

東京都 出版業に就く！ ばんちょう 21

東京都 世界中を子どもと旅行したい あゆみのママ 33

東京都 海外生活で老後過ごしたい さや 34

東京都 祥ちゃんが仮面ライダーになれｍすように ぽよぽよ 34

東京都 200才まで生きる 康弘 39

東京都 海外旅行 あっちー 41

東京都 社長 細田幸男 41

東京都 山に登れるおばあちゃんになりたい。 あい 45

東京都 会社を起業する！！ Satami 46

東京都 保育士になりたい ようこ 49

東京都 はつ明家になっていろいろな物を作りたいです。 リネール 85

東京都 アクセサリーを売る人になりたいです。 ともか 10才

東京都 お医者さん(しょうに科か、さんふじんか)になりたい！ 紗瑛 10才

東京都 カフェを開きたい YUA 10才

東京都 サッカー選手になりたい 泉 10才

東京都 チアリーダー 白石　心音 10才

東京都 動物学しゃ 葉音 10才

東京都 パン屋さんになりたい 田中ふう花 10才

東京都 ピアニスト　TWICEのあくしゅ会やライブに行きたい 白石　心音 10才

東京都 ファッションスタイリスト なお 10才

東京都 ようち園の先生になること YUA 10才

東京都 りょう理人 優雅 10才

東京都 りょこうがいしゃの人になりたい ひーちゃん 10才

東京都 カッコイイ女ゆうになりたい みゆ 11才

東京都 けっこんしてふつうのひとになりたい！ かえ 11才

東京都 元気に！ あま 11才

東京都 飼育員さん みお 11才

東京都 ディズニーランドの関係者 まなか 11才

東京都 鉄道運転手になりたい 櫂成 11才

東京都 ピアノがうまくひけるようになりたい まりりん 11才

東京都 ペットをかいたい ここ 11才

東京都 看護師になりたい NEMU 12才

東京都 プラモデル作る人になりたい 智輝 12才

東京都 びようし すS 17（11）

東京都 うさぎになりたいです♡ にこ 1才

東京都 かわいいおよめさんになりますように　ロボットを作りたい。 はる　ヒカリ 1才

東京都 けがしないでげんきでいる りょうた 1才

東京都 元気に大きくなります あお 1才

東京都 ネコになりたいです。 みさ 1才

東京都 パンがいっぱい食べたいな よこた　りく 1才

東京都 らいおんになりたい けんと 1才

東京都 ロケットになりたい ちか 1才

東京都 ワンワンのおいしゃさん ちひろ 1才

東京都 ー しき 1才
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東京都 ー みお １才

東京都 アンパンマン ふうか 2才

東京都 あんぱんまん きくた　めい 2才

東京都 アンパンマンになりたい れいな 2才

東京都 あんぱんまんになりたい♡ みか 2才

東京都 アンパンマンになる まきのなな 2才

東京都 うさぎになりたいです！ えり 2才

東京都 うんてんしゅさん あおと 2才

東京都 大きくなったらピンクのようふくをきる ちさと 2才

東京都 おにぎり屋さんになりたいです つむぎ 2才

東京都 おはなやさん セルマ 2才

東京都 元気に育つ！！！ るい 2才

東京都 さほうぼうしになりたいです あおい 2才

東京都 ドキンチャンになりたいです！！ 花凛 2才

東京都 ぶたさん かほ 2才

東京都 マックウィーンになりたい ゆうり 2才

東京都 ロールパンナになりたい かのこ 2才

東京都 ー ことみ 2才

東京都 ー けんと 2才

東京都 ー かほ 2才

東京都 ー なるみ 2才

東京都 お花やさんになりたいです。 上はら海さき 2年生

東京都 しょうらいのゆめは、カメラまんになりたいです。 寺島花 2年生

東京都 しょうらいのゆめは、天気よほうのアナウンサーになりたいです。 ふくしまああいり 2年生

東京都 しょうらいのゆめは、まんがかになりたいです。 橋部澪 2年生

東京都 としょかん先生になりたい。びょういん先生になりたい。 高橋杏じゅ 2年生

東京都 ドレスデザイナーになりたい。 松井咲奈 2年生

東京都
びようせいけいげかい、アイスやさん、ほいくし、ガラスずくりやさん、めがねやさん、くつやさん、じどうはんばいきやさ

ん、文ぼうぐやさん、げいのうじん、でざいんやさん、タピオカやさん。
藤波妃桜 2年生

東京都 マンガかになりたいな。 三かげ春花 2年生

東京都 やっきょくやさんになりたいです。 すずきあかね 2年生

東京都 沖縄離島めぐりに行きたい！！ よーこ 30代

東京都 アリエルになってもぐっておよぎたい しずく 3才

東京都 あんぱんまん やました　たくと 3才

東京都 あんぱんまん あゆか 3才

東京都 あんぱんまんになりた～い みやか 3才

東京都 あんぱんまんになりたい さくら 3才

東京都 アンパンマンになりたい ゆい 3才

東京都 アンパンマンになりたい。 いつき 3才

東京都 うさぎになりたい めい 3才

東京都 うさぎになりたい こはる 3才

東京都 うるちらまんになりたい みちる 3才

東京都 ウルトラマンになりたい ふじさわ　むつき 3才

東京都 ウルトラマンになりたい あらた 3才

東京都 うんてんしゅになる いっさ 3才

東京都 おおきくなったらお兄ちゃんになる かんじ 3才

東京都 オーロラひめ はなえ 3才

東京都 オーロラ姫に ゆい 3才

東京都 オーロラ姫に　なりたいです かほ 3才

東京都 おひめさまになりたいです さち 3才

東京都 キティちゃんになりたい ゆいか 3才

東京都 くるまを作るひと たつみ 3才

東京都 けいさつかんになりたい！！ ひじ 3才

東京都 ケーキ屋さんになりたい あいさわ　あやの 3才

東京都 じょーじになりたい ひろたか 3才

東京都 しらゆきひめになりたい なお 3才

東京都 ぞうさんになりたい はくと 3才

東京都 ぞうさんになりたい あかり 3才

東京都 たくさんおべんきょうできるようになりたい くどう　みり 3才

東京都 ちょうちょさん あかり 3才

東京都 チョコレートがたくさん食べれますように あかり 3才

東京都 ティラノサウルスになれますように けいた 3才

東京都 はいしゃさん ことの 3才

東京都 ひーローになりたい！！ ちとせ 3才

東京都 ぷりきゅあ さき 3才

東京都 プリキュアになりたい あおい 3才
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東京都 プリンセスになりたい かえで 3才

東京都 やきゅうせんしゅとしょうぼうしになりたい えいと 3才

東京都 わんちゃんになりたいです さな 3才

東京都 ー みずき 3才

東京都 ー けんと 3才

東京都 ー ここちゃん 3才

東京都 ー はんな 3才

東京都 サーティーワンの店いんになりたい 笹尾優翔 3年生

東京都 しょうらいのゆめは、マンガ家です。 塚原美怜 3年生

東京都 しょうらいのゆめは、れざいなーになりたいー。 山﨑杏菜 3年生

東京都 アイスクリーム屋さん KAI 4才

東京都 いちごをつくる とたま 4才

東京都 いぬのおせわすひとになりたい ひなり 4才

東京都 イルカとおよぎたい まこと 4才

東京都 おいしゃさん かずま 4才

東京都 おいしゃさん きみか 4才

東京都 おひめさまになりたい。 りく 4才

東京都 おもちゃドクタードックになりたい まどか 4才

東京都 かめんライダーしんせいいす ちろう 4才

東京都 かめんライダービルドになりたい たいが 4才

東京都 きょうりゅうみたいに強くなりたい ゆうた 4才

東京都 くるまやさん はるき 4才

東京都 けーきやさん かな 4才

東京都 サッカー選手になる みなと 4才

東京都 しんかりおんになりたい そう 4才

東京都 スターウォーズになりたい ー 4才

東京都 タクシーのうんてんしゅさんになりたい ゆうと 4才

東京都 ティラノサウルスになりたい ゆうと 4才

東京都 どうぶつのおいしゃさん かすみ 4才

東京都 とーますやさになりたい わたる 4才

東京都 にぃにぃみたいになる まさとし 4才

東京都 パイロット そうすけ 4才

東京都 ぱいろっとになりたい はやと 4才

東京都 病院のお医者さん　おやつやさん　パン屋さん　ピアノの先生　やさしいようちえんの先生　発明家になりたい まほ 4才

東京都 プリキュア まはる 4才

東京都 ぷりきゅあになりたい ゆき 4才

東京都 ぷりきゅあになる ゆな 4才

東京都 プリンセスになりたい さら 4才

東京都 プリンセスになりたい！ よしこ 4才

東京都 みにーになりたい さら 4才

東京都 みのげるになりたい こうえい 4才

東京都 やきゅうせんしゅになりたい いち 4才

東京都 ようちえんのせんせいになりたい えま 4才

東京都 ロッコはパイロットになりたい。 ロッコ 4才

東京都 ー えま 4才

東京都 あいすやさん　花やさん　本やさん　としょかん しーい 4年生

東京都 さかせんし そうそう 4年生

東京都 CA あやの 5才

東京都 JAXAではたらく ぜんた 5才

東京都 ウルトラマンオーブ はるや 5才

東京都 おいしゃさんとゆうちゅーばーになりたい やまもとはな 5才

東京都 おいしゃさんになりたいです。 ー 5才

東京都 おとうさん いわた　ふみ 5才

東京都 おはなやさんになりたい あいり 5才

東京都 カーズになりたい さとる 5才

東京都 かっこいいおとなになりたい はるや 5才

東京都 がっこうのせんせい じょう田かなめ 5才

東京都 かめんらいだーになりたい しんぺい 5才

東京都 恐竜博士になりたい りょうま 5才

東京都 けいさつかん ー 5才

東京都 けいさつかんになりたいです。 ゆうだい 5才

東京都 ケーキや まな 5才

東京都 けーきやさん みずき 5才

東京都 ケーキやさん すみ 5才

東京都 けーきやさん かわつ　みお 5才

東京都 ケーキ屋さんになりたいです。 めい 5才
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東京都 どうぶつのおいしゃさんになりたい さくら 5才

東京都 どうぶつのおいしゃさんになりたい ちえ 5才

東京都 パぃろっと きりと 5才

東京都 はなやさんになりたい こはる 5才

東京都 ぱぱとおんなじしごとするだ ごうき 5才

東京都 ぱんださんになりたい あおい 5才

東京都 プリキュアになりたい なな 5才

東京都 ほいくえんのせんせへ このみ 5才

東京都 ー ー 5才

東京都 ー うちやま　みよ 5才

東京都 パティシエになりたい ゆきゆき 5年生

東京都 ほいくしになりたいです ゆさぴー 5年生

東京都 前ぜんしすたーずにいたいです。 たいこ 5年生

東京都 わたしのゆめはトリマーです さきピー 5年生

東京都 あいすくりいむやさん うつき　めい 6才

東京都 うさぎさんかいたい きたづめくうか 6才

東京都 うたのおねぇさん ななみ 6才

東京都 うちゅうひこうしになりたい ひやま　ちな 6才

東京都 おいしゃさん ゆうご 6才

東京都 おおきくなったらかがくしゃになりたい めい 6才

東京都 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！ かんな 6才

東京都 おけしょうやさん アヒまこ 6才

東京都 カがくしゃ ゆうま 6才

東京都 科学者になりたい 山下陽平 6才

東京都 カフェやさん りの 6才

東京都 けいさくかになりたい ともか 6才

東京都 けいさつかんになりらい さとうあかり 6才

東京都 けいさつかんになる じゅみ 6才

東京都 けきやさん かいり 6才

東京都 さかせんしゅ ゆうと 6才

東京都 さっかあせんしゅ うちむらてっせい 6才

東京都 サッカーせんしゅになりたい さいとうしゆん 6才

東京都 じぇっとこーすたーにのりたい ともよし 6才

東京都 じゅういしになりたい さき 6才

東京都 しょうきをうつひとになりたい だいき 6才

東京都 しょうぼうしになりたい おおたに　かほな 6才

東京都 しょうぼうしになりたい さき 6才

東京都 じょさんしさん のぞみ 6才

東京都 スケートせんしゅになりたい めい 6才

東京都 ぜんぶかなエる りゆうみすけ 6才

東京都 そえあをとびたい じゅんや 6才

東京都 そらをたかくとぶ たかのり 6才

東京都 どうぶつのおいしゃさん ゆうな 6才

東京都 どうぶつのおいしゃさん かく　あんな 6才

東京都 にんぎょうずくり さら 6才

東京都 ぱいろっとになりたい ゆうか 6才

東京都 パティシエになりたい。 りほ 6才

東京都 はなやさんになりたい ゆいほ 6才

東京都 ばれりいなになる なな 6才

東京都 やきゅうせんしゅ ゆこと 6才

東京都 やさしいままになりたいです ほのか 6才

東京都 ユーチューバーになりたい いのうえ　さき 6才

東京都 ようちえんのせんせい たまき 6才

東京都 ようちえんのせんせい りの 6才

東京都 ようちえんやほいくえんのせんせいになりたい なかむらふじの 6才

東京都 ようふくやさんになりたいです。 なぎさ 6才

東京都 ライオンの飼育員 ピカチュー 6さい

東京都 ー さやか 6才

東京都 1ケーキやさん　2パンやさん　3チョコレートこうじょう ゴゴティー 6年生

東京都 マックではたらきたい。 まゆ 6年生

東京都 CAさんになりたいです。 りえ 7才

東京都 アイスやさんになりたい さがらあん 7才

東京都 アイドルやもでる、ファッションデザイナー！ ふくもと　あかね 7才

東京都 アレルギーのこでもたべられるドーナツやさんになることとながいきできるようになるくすりをつくることです ゆずき 7才

東京都 一か月で本を３０さつよみたい 宮尾　真加 7才

東京都 いるかをおせわするおねえさんになること こはく 7才
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東京都 おいしゃさん 林　まさえ 7才

東京都 おいしゃさんになりたい さとる 7才

東京都 おおきくなったらたまごにいちゃんになりたいし、やさしいおかあさんになる 三浦　彩夢 7才

東京都 おすしやさんになりたい ごうはら　ちひろ 7才

東京都 お手つだいをする みさ 7才

東京都 おりょりとおふらやさんとてにすせんしになりたいです。 その　文よし 7才

東京都 オリンピックのマラソンせん手になりたい なつめ 7才

東京都 お笑いげいけん しゅん太 7才

東京都 がかになりたい えな 7才

東京都 かんごしになりたい かな 7才

東京都 ケーキやさんになりたい さわ 7才

東京都 ケーキやさんになりたい。 いとうえま 7才

東京都 ケーキやさんになりたいです ゆいか 7才

東京都 けにたいをくるおしごと うしき　たかひと 7才

東京都 サッカーせんしゅになtる けんゆう 7才

東京都 さっかになりたい じょう田なつめ 7才

東京都 じゅういさんになりたい いおり 7才

東京都 じょさんしになりたいです。 はせ川　れいあ 7才

東京都 しんかんせんのうんてんしゅになりたい！ たけいしゅうき 7才

東京都 たいそうのせんしゅになりたい かのん 7才

東京都 としょしつの先生になりたい みく 7才

東京都 パチィツエになりたい！ うた 7才

東京都 パティシエになりたい あいちゃんとくるみ 7才

東京都 パティシエになりたい。 まなみ 7才

東京都 ひこうきにき ー 7才

東京都 ポケモンがオーレのポケモンマスターになる！ 梅沢絢太 7才

東京都 ようちえんのせんせい とわ 7才

東京都 ようちえんのせんせいになりたい そら 7才

東京都 れすきゅうたいになりたい たけ大 7才

東京都 わたしがなりたいのは、スイミングせんしょです。 みのり 7才

東京都 アイスクリーム屋になりたい るな 8才

東京都 えいごの先生になりたい まほ 8才

東京都 絵本作家になりたい。もう一つなれるならとこやさんになりたい。 北村桃湖 8才

東京都 お医者さんになりたい 君野　湖音 8才

東京都 おいしゃさんになりたいな 杏佳 8才

東京都 おいしゃさんになる！！ しい 8才

東京都 おおきくなったらきょうりゅうはかせ せろん 8才

東京都 大人になったらカフェやさんになれますように いーちゃん 8才

東京都 かしゅ さやは 8才

東京都 学校の先生 ふくよ　むつみ 8才

東京都 けいさつかんになりたい るき 8才

東京都 けいさつかんになりたい。 西木　かず馬 8才

東京都 ケーキやさん かなえ 8才

東京都 作家になりたい れいる 8才

東京都 シチュアですさんになりたいです いわかみさち 8才

東京都 しょうらういユーチーバーになりたい 林　めいか 8才

東京都 スケートせんしゅになりたい 瞳子 8才

東京都 だいくになりたい かな 8才

東京都 たっきゅうのいせんしゅになりたい ゆうき 8才

東京都 ディズニーランドのパレードのひとになりたい おのでら　りん 8才

東京都 はしるのが早くなりたい ふじ　さゆり 8才

東京都 パティシエになりたい！ TAMAHA 8才

東京都 びようしさん ゆいね 8才

東京都 びようしになりたい はーちゃん 8才

東京都 へいわに生きたりたのしくくらしたい たから 8才

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい 山本　かのん 8才

東京都 まほうつかい。 おきともい 8才

東京都 やくざいしさんになりたい さいとう　ももり 8才

東京都 ユーチューバーになりたい 陵成 8才

東京都 アイスクリーム屋のてんちょう 溝口　紗帆 9才

東京都 絵さっかになりたい てふ 9才

東京都 大谷翔平選手みたいにかつやくする選手になりたい 佐野　太一 9才

東京都 しいくいんになりたい 小方まみ 9才

東京都 じゅういしになって動物たちを元気にしたい 相良　りん 9才

東京都 じゅう医になりたい みよ 9才

東京都 助産師か、ペットショップの店員かようちえんの先生か保育園の先生 北瓜　海莉 9才
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東京都 大工さんになりたい。 室井杏月 9才

東京都 テニスでジュニアオリンピックにでたい 知花 9才

東京都 どうぶつにかかわるしごとしたいです。 大木　絆 9才

東京都 動物のいしゃになりた ななみ 9才

東京都 としょかんのししょになりたい！ 川久保　ゆい 9才

東京都 にんてんどうでプログラマーをやりたいです。 しのざき　りん 9才

東京都 ファッションデザイナー 朋 9才

東京都 ファッションデザイナーになりたい。 もなみ 9才

東京都 保育園の先生になりたい のどか 9才

東京都 ポケモンセンター店員になりたい れいな 9才

東京都 本を書く人になりたい ゆい 9才

東京都 ラグビー日本代表日本代表になりたい たかピー 9才

東京都 どうがくんぶんにえをのってください かつたまいと ー

東京都 「こども夢新聞づくり」のきかくがギネスブックにのってほしい 榮民 ー

東京都
・OLになりたい・ふつうなくらしがしたい

・ディズニーのスペースマウンテンのキャストになりたい
Tumura　Mio ー

東京都 ・犬と一緒いれる仕事　・空手の選手 菅将 ー

東京都
・オリンピックで金メダルをとる　・身長を2ｍ以上にしたい　・世界新記録を出す　・100才まで生きてうちゅうに行

く
SNOOPY ー

東京都 ・電車の運てんし　・空手の選しゅ よっしートランプキット ー

東京都 ♡みつきはゆうごくんのおよめさんになりたい♡ ー ー

東京都 5さいになりたい りおな ー

東京都 ５さいになりたい ゆりの ー

東京都 btsのマネージャーになる ー ー

東京都 Happy every day!心想事成 Kathy　吴凱希 ー

東京都 JIYAAN😊 ー ー

東京都 Manda Like Tiger ー ー

東京都 MSに乗る！伊勢神宮に行きたいな。 小林大河 ー

東京都 PAIROT ー ー

東京都 PANHARITHX PARIS ー ー

東京都 TWICEとかぞくになりたい ー ー

東京都 wava Aumed -ago→2 years.Dream→ to became a doctor ー ー

東京都 アーティストになりたい！ 吉崎ひとみ ー

東京都 アイスが食べたい。 ひらたしの ー

東京都 アイスクリーム！！ あやな ー

東京都 あいすくりーむやさん あんな ー

東京都 アイスクリームやさんになりたいです。 ゆうり ー

東京都 あいすやさんになりたい さき ー

東京都 あいすやさんになりたい りえ ー

東京都 アイスやさんになりたい！ あらし ー

東京都 あおいトーマスにのりたいです。 そうへい ー

東京都 赤ちゃんをたくさん生んで大家族になりたい！！ りん ー

東京都 明るく元気な女の子になぁれ♡ えま ー

東京都 足が速くなりたい ー ー

東京都 足が速くなりたい。 ー ー

東京都 頭が良くなれますように カメイレイカ ー

東京都 新しい物資にかい発してみたい ゴジラ ー

東京都 アロサウルスになりたい ゆうや ー

東京都 あわいいモデルさん まほ ー

東京都 アンパンマンになりたい はるき ー

東京都 あんぱんまんになりたい ー ー

東京都 アンパンマンになりたい りゅうじ ー

東京都 あんぱんまんになりたい ー ー

東京都 アンパンマンになりたいです はると ー

東京都 あんぱんまんになる！ けい ー

東京都 アンパンマンになるよ！ はやと ー

東京都 いい会社に入りたい 村瀬結衣子 ー

東京都 いくで～ ー ー

東京都 医者 ブラック・ジャック ー

東京都 医者になりたい ハヤシ ー

東京都 医者になりたい！！！ AKASAKA ー

東京都 医者になる ななえ ー

東京都 医者になれますように 柴崎桃加 ー

東京都 いちばんえらいひと。 あきと ー

東京都 いちばんえらいひとになりたい りゅうま ー

東京都 一輪車で100m行けるようになりたい！！ のんたん ー
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東京都 イチローみたいな野球せん手になりたい！ タイロー ー

東京都 いつかほしをみる 正之 ー

東京都 イッテQにでてみたい いうじゅ ー

東京都 いつまでもけんこうに生きたい 齊藤大翔 ー

東京都 いまでもずーっと幸わせになりたい。 いうじゅ ー

東京都 イラストレーターになりたい 博暉 ー

東京都 いろいろな国に行っていろいろな思い出を作りたい！ ニャオミ ー

東京都 いろいろな風景の絵を書きたい！ 川嶋美優 ー

東京都 いろんなことをできるようになりたいです。 ー ー

東京都 いろんな世界や都道府県に行く！！ 双葉 ー

東京都 うーたんといっしょにくらしたい ー ー

東京都 歌とダンスが上手なおねえさんになる♬ さな ー

東京都 うたのおねえさんになりたい あやさ ー

東京都 宇宙に行きたい！ はちこ ー

東京都 うちゅうに行ってみたい ほりいだいち ー

東京都 うちゅうひこう士 小関恵輔 ー

東京都 宇宙飛行士 ー ー

東京都 うちゅうひこうし こうたろう ー

東京都 うちゅうひこうし なお ー

東京都 うちゅうひこうしとプロレスラーになりたい 山下大と ー

東京都 うちゅうひこうしになりたい きみ ー

東京都 うちゅうひこうしになりたい。 りゅうや ー

東京都 うどんをたくさんたべたい ー ー

東京都 馬とくらしたい。 ー ー

東京都 ウルトラマンになりたい！ かなた ー

東京都 ウルトラマンになりたいです ー ー

東京都 うるとらまんレオになりたい。うるとらまんアストラになりたい。 ー ー

東京都 うんてんしゅさんかしゃしょうさんになりたい はるひ ー

東京都 うんどうがもっとうまくなりたい！！足も速くなりたい！ ひまわり ー

東京都 運動神経バツグンなスゴイ人になりたいです！ ナギラー ー

東京都 栄養士になりたい 加藤彩艮紗 ー

東京都 えがうまくなりたい。 おだりゅうと ー

東京都 えかきさんになりたいです みどり ー

東京都 えがじょうずになれますように ー ー

東京都 えきいんさん・ネイマールになる ひさお ー

東京都 えほんざっかになりたい くりさわけい ー

東京都 絵本作家になる つきな ー

東京都 えほんをつくりたい よっこー ー

東京都 えるさになりたい みそら ー

東京都 エルサになりたい 壺時希穂 ー

東京都 エレクトーンの先生になりたいです。 さいとうななみ ー

東京都 絵を書く人になりたいです。 大坪聖生 ー

東京都 おいしい食べ物をおなかいっぱい食べてたくさんねる！ ともみ ー

東京都 お医者さん 吉田 ー

東京都 おいしゃさん あやの ー

東京都 おいしゃさんになってこまってるひとをたすける けいすけ ー

東京都 おいしゃさんになってママのびょうきをなおす はるき ー

東京都 お医者さんになりたい 木下藍 ー

東京都 おいしゃさんになりたい M ー

東京都 おいしゃさんになりたい よねだしゆな ー

東京都 おいしゃさんになりたい すずきけいと ー

東京都 おいしゃさんになりたい しんば ー

東京都 おいしゃさんになりたい！ な音 ー

東京都 お医者さんになりたい。 小原りん ー

東京都 おいしゃさんになる～♡ もも ー

東京都 大金持ちになりたい ー ー

東京都 大金持ちになりたい！！ king KAZU47 ー

東京都 大きい会社に入って多くの人を助けたいです。 江梨奈 ー

東京都 大きい恐竜に会いに行く ー ー

東京都 おおきくなったらアーティストになりたいです ゆい ー

東京都 おおきくなったらあかちゃんのおいしゃさん しの ー

東京都 おおきくなったらエクゼイドになりたい きりゅう ー

東京都 おおきくなったらけーきやさんになりたいです ー ー

東京都 おおきくなったらけんちくかになりたいです ゆうと ー

東京都 おおきくなったらしょうぼうしゃのひとになりたい☆ おと ー

東京都 大きくなったらぞうさんになりたい ー ー
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東京都 おおきくなったらたいそうのおねえさんになりたい ゆいな ー

東京都 おおきくなったらバスケ選手になりたい たき ー

東京都 おおきくなったらバスケット選手になりたいです。 ー ー

東京都 大きくなりたい いろは ー

東京都 大きくなるー ー ー

東京都 おかあさん ごとう ー

東京都 おかあさんになりたい ともみ ー

東京都 お母さんになりたいです ひとみ ー

東京都 おかさんになりたい かのん ー

東京都 おかしづくりのひと ー ー

東京都 お金持ちになって、広い、ごうていに、住みたい 岡田凰希 ー

東京都 お金持ちになりたい ー ー

東京都 おかねもちになる はるま ー

東京都 おきくなったらファッションになりたいです。 ー ー

東京都 お仕事する人 そうすけ ー

東京都 推しに会いたい！これからも推し事したい！オタクがみとめられる世界を作りたい。 ゆうころん ー

東京都 おすもうさん なお ー

東京都 おすもうになる。 昊汰 ー

東京都 小田急えびなきちのしごとになりたい 板よ ー

東京都 お父さんの店をうけつぎたい。 ニンゲン ー

東京都 大人 R ー

東京都 大人 R ー

東京都 大人になっても楽しい人生を送る TP ー

東京都 おとなになりたい ゆがゆう ー

東京都 おはなやさん はるか ー

東京都 お花やさんかせいしゃいんになりたいです 城所和 ー

東京都 お花屋さんでお花のお世話をする ななみ ー

東京都 おはなやさんになりたい。 ー ー

東京都 おはなやさんになりたいな あんな ー

東京都 おひめさまになりたい ひぐちみさき ー

東京都 おひめさまになりたい。 ゆかこ ー

東京都 おもしろいほんをいっぱいつくるひとになりたいです。 みさき ー

東京都 おようふくやさんになりたい さよ ー

東京都 お料理上手になりたい！ なおこ ー

東京都 オリンピックせん手かデザイナーになりたいです。 たまごっち ー

東京都 オリンピック選手になりたい ＳＹＵＳＥＩ ー

東京都 オリンピックにしつじょうする。 あかがね ー

東京都 おりんぴっくにしゅつじょうしてきんめだるをとりたい ー ー

東京都 オリンピックに出てみたい 久保海絢 ー

東京都 おんがくかになりたいです ミナー ー

東京都 お医者さんになりたい 上杉凌太郎 ー

東京都 カーズになりたいです。 ー ー

東京都 海軍と海上保安たいとスナイパーになりち 榮民 ー

東京都 かいしゃいになりたい こにしりうせい ー

東京都 かがくしゃになりたい にし田太し ー

東京都 かがくしゃになりたい えいせい ー

東京都 学力をあげたい！！ 清水かれん ー

東京都 かしゅになりたい はな ー

東京都 かしゅになりたい。 ふうちゃん ー

東京都 カズレーザーみたいなクイズ玉になってついでにげい人もなる！ 紫道 ー

東京都 がっきなおす系のやつ M ー

東京都 かっこいいおにいちゃん ー ー

東京都 学校の先生になりたい りかな ー

東京都 学校の先生になりたい！ 平井恵弥 ー

東京都 学校の先生になりたい！ 菅原晶貴 ー

東京都 がっこうのせんせいになりたい。 ー ー

東京都 カップケーキやさんと仮面ライダーになりたい!! あらし ー

東京都 カップケーキやさんになりたい。 りいさ ー

東京都 金持ちになりたい 榮民 ー

東京都 カフェやさん 田中そう太ろう ー

東京都 かぶとむしなりたい けいしゅん ー

東京都 かぷへるはんこがおもってたこととぜんぜんちがった。 ー ー

東京都 カメンラーダーウォズ！！ け～と ー

東京都 かめんらいだー わたる ー

東京都 仮面ライダー！！ そらた ー

東京都 カメンライダードライブになりたい。 てんてん ー
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東京都 かめんライダーになってみんなをたすけたい！それと、おとうさんになりたい！ たかはしさとる ー

東京都 かめんらいだーになりたいです はやと ー

東京都 仮面ライダーになりたいな けいしん ー

東京都 かめんらいだーになる りん　たろう ー

東京都 かめんライダーりゅうきになりたい みきと ー

東京都 からてのせんしゅ こうき ー

東京都 かわいいおねえさんになる 芽生 ー

東京都 かんがえちゅう ー ー

東京都 かんきょう省の人になる！ みか ー

東京都 かんごし M・R ー

東京都 かんごしさんになりたい。 りほ ー

東京都 かんごしになりたい ゆいか ー

東京都 かんごしになりたい 桃ねこ ー

東京都 かんごしになりたい。 あおネコ ー

東京都 木になりたいですよ HARUNOSUKE ー

東京都 キャビンアテンダント H・S ー

東京都 キャビンアテンダントになりたいです。 あいる ー

東京都 きゅあすたあになりますように はるか ー

東京都 キュアソレイユ みあ ー

東京都 きょうごくまことになりたい ー ー

東京都 教授 ヒメ ー

東京都 今日のexcelの本試験が受かりますように ー ー

東京都 きょうりゅうはかせ けいと ー

東京都 きょうりゅうはかせになりたい あゆみ ー

東京都 極妖怪　極輪廻 ー ー

東京都 くまちゃんがどうが、またはテレビででられますように。 よしやすおとは ー

東京都 クラスで１ばんあたまがよくなりますように。 えま ー

東京都 グランドスタッフになりたい ゆいつ ー

東京都 車のエンジンをつくる仕事 たお ー

東京都 くるまをうんてんしたい！ ー ー

東京都 けいおう大学に入れますように。 つばさ ー

東京都 けいきやさん ー ー

東京都 けいさつ みなと ー

東京都 けいさつ　いわさこなる ー ー

東京都 警察官 Seiya Miyake ー

東京都 けいさつかん さら ー

東京都 けいさつかん ー ー

東京都 けいさつかん けんと ー

東京都 けいさつかん そら ー

東京都 けいさつかんになりたい しん ー

東京都 けいさつかんになりたい りお ー

東京都 けいさつかんになりたいです。 おちあいせいごう ー

東京都 けいさつかんになる。 ゆみてみのり ー

東京都 けいさつになりたいです。 丸尾彩華 ー

東京都 げいじゅつ家になりたい！ ー ー

東京都 けいすけせんせい ー ー

東京都 げいのう人になりたい りょうせい ー

東京都 けいぶになりたい たか ー

東京都 ケーキやさん コイズミサラ ー

東京都 けーきやさん まるかあやか ー

東京都 ケーキやさん しのざき ー

東京都 ケーキやさん、たこやさん、びようしさん、パンやさん おばらはぐみ ー

東京都 けーきやさんになりたい あんな ー

東京都 ケーキやさんになりたい ー ー

東京都 ケーキやさんになりたい！ こはる ー

東京都 ケーキやさんになりたい！ やで ー

東京都 ケーキやさんになりたい。 ー ー

東京都 ケーキ屋さんになりたい。 もりちはる ー

東京都 ケーキやさんになりたい。 佳朋 ー

東京都 ケーキやさんになりたい♡ みつき ー

東京都 ケーキやさんになりたいな まな ー

東京都 ケーキ屋さんになりたいの いまがわこはる ー

東京都 ケーキ屋さんになる 佳那 ー

東京都 ゲーマー ゴットレイ ー

東京都 ゲーマーになりたい 聖 ー

東京都 ゲームアプリを作ってみたい。 ぽ ー
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東京都 ゲームがいっぱいできまうように ー ー

東京都 ゲームがいっぱいできまうように。 ー ー

東京都 ゲームクリエイターになりたい。 ー ー

東京都 ゲーム好きの考古学者
スプラシューター

rensyaの命
ー

東京都 ゲームのたつじんになりたい ほそだれん ー

東京都 ゲームを作る人になりたい マサ ー

東京都 元気で大きくなあ～れ ピーちゃん ー

東京都 元気にすごしたい おっく ー

東京都 健康で長生き出来ます様に はじママ ー

東京都 健康に生きる！ あやね ー

東京都 けんこうにそだって1ねんせいになってもがんばってね うみ ー

東京都 けんこうにそだってげいんきにそだってね みり ー

東京都 建造デザイナーになりたい。 かず ー

東京都 けんちく士になって大金もちになりたい 小池晃太朗 ー

東京都 建築士になりたい 山田 ー

東京都 けんどうのせんせい きこ ー

東京都 こうちにいきたい わだたくま ー

東京都 声ゆう　びようし ゆん ー

東京都 ごくうになりたい 畠山すばる ー

東京都 子供に関わる仕事 スライム ー

東京都 コンビニのアルバイト あつひろ ー

東京都 サイタマになりたい 福田雅峰 ー

東京都 サイヤ人になりたい！！ ココナッツ ー

東京都 さかーせんしゅになりたい あやか ー

東京都 さっか、ほんや せきあいこ ー

東京都 さっかー りょうじ ー

東京都 サッカー けいご ー

東京都 サッカーが上手なりたい 榮民 ー

東京都 サッカー関係の仕事。 まなと ー

東京都 サッカー選手 Eisuke ー

東京都 サッカー選手 Y・K ー

東京都 サッカー選手 サンビー ー

東京都 サッカー選手 歩 ー

東京都 サッカー選手 スター ー

東京都 さっかーせんしゅ たくみ ー

東京都 サッカーせんしゅうになりたいです。 たなべりゅうじ ー

東京都 サッカー選手か、サラリーマン(えらい人)になりたい INABA SOU ー

東京都 さっかーせんしゅなりたいな ー ー

東京都 サッカーせん手になりたい 大空 ー

東京都 サッカーせんしゅになりたい わたる ー

東京都 サッカーセンシュになりたい 川口陽生 ー

東京都 さっかーせんしゅになりたい ー ー

東京都 サッカー選手になりたい まさひろ ー

東京都 サッカー選手になりたい ゆいか ー

東京都 サッカーせんしゅになりたい くりさわゆうせい ー

東京都 サッカー選手になりたい！！ そな ー

東京都 サッカーせんしゅになりたい。 しゆう ー

東京都 サッカーせんしゅになりたいです。 はら口けい大 ー

東京都 サッカー選手になること。 ラーメン ー

東京都 サッカーの選手になりたい。 佐藤海舟 ー

東京都 サッカーをかつ わたなべはると ー

東京都 サッカせんしょになりたい。 源二 ー

東京都 さっかになりたい とし ー

東京都 さんぱつやさん、でんしゃのうんてんしさん わたなべしゅん ー

東京都 幸せになりたい ひとみ ー

東京都 幸せになれますように ときなるみ ー

東京都 幸せを感じながら生きていたい まさこ ー

東京都 しいくがかりなりたいてす たなかさゆり ー

東京都 しかえいせいしさんになりたい！ のぞみ ー

東京都 自然を守る仕事につきたい！ Y・N ー

東京都 自然を守る仕事につく。 F森 ー

東京都 七五三の人になりたいです。 くーちゃん ー

東京都 じっけんの人になりたい みうら　そうすけ ー

東京都 児童館の職員 ー ー

東京都 自動車の運転ができるようになりたい！！(2019年中に） まこと ー
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東京都 自分でお家をたててみたい アリス ー

東京都 自分の病院をつくる　大富豪になる！ 病院 ー

東京都 自分の身は自分で守る。 鞠　泰平 ー

東京都 じゅう医さんになってたくさんの動物を助けてあげたい！ S.S ー

東京都 じゅういさんになりたい mako kato ー

東京都 じゅういさんになりたいです。 いたくらななみ ー

東京都 しゅうやんと、やきにくやさんになりたい ー ー

東京都 じゅくの先生か、小学校の先生になりたいです。 S・Y ー

東京都 首都高速パトロールたいになりたい！ OUGA ー

東京都 小学生 ときふみ ー

東京都 小学生になりたい さいかよ ー

東京都 しょうぎのプロキシ ー ー

東京都 将棋の名人になりたい ー ー

東京都 小せつ家にになる！ よし文 ー

東京都 小説家 葵 ー

東京都 しょうぼうしゃにのりたい はると ー

東京都 しょうらい大がねもちになりたい。 大室みつき ー

東京都 しょうらいのゆめは、大卒でフルートと、絵がとくいなバリバリはたらいている大人。 りり ー

東京都 食品会社を立ち上げて日しんよりいい会社にする 航 ー

東京都 じょせいぱいろっとになりたい。 ー ー

東京都 しんかいおｗ ー ー

東京都 しんかりおん さとそうき ー

東京都 しんかんせんになりたい たつき ー

東京都 しんかんせんになりたいです ひなた ー

東京都 しんかんせんのうんてん かずき ー

東京都 しんかんせんのうんてんしゅ りょうや ー

東京都 しんかんせんのうんてんしゅ あゆむ ー

東京都 人工知能のかいはつ とし ー

東京都 新体操選手になりたい！！ 浅見史織 ー

東京都 しんちょうがのびたいです。友だちとはたらきたいです。 ー ー

東京都 しんでれらになりたい えみり ー

東京都 しんぶんしゃになりたい。 ー ー

東京都 人力車をひきたい てるか ー

東京都 じんろうゲームがほしいです りん ー

東京都 水泳選手になりたい みう ー

東京都 水泳せん手になりたい！ 優子 ー

東京都 すいえい選手になりたい。 スーパーミラクルな人 ー

東京都 すいえいせんしゅになりたい。 ー ー

東京都 水泳のオリンピックでゆうしょうする。 田崎由佳 ー

東京都 すいちほしいです。 ー ー

東京都 スイミングせんしゅになれますように 伴そう太 ー

東京都 すくすくと大きなぁれ あおと ー

東京都 すしや ー ー

東京都 スタートウィンクルになりたい よしえ ー

東京都 スターネコちゃん　アンパンマン ー ー

東京都 成績がよくなりたい えんぴつ ー

東京都 せいせきがよくなりたいです。 メロンソーダS ー

東京都 西武線の運転手 なりたこういちろう ー

東京都 せかい１のテニスプレマーになりたい。 古崎智也 ー

東京都 せかいいちオリンピックせんしゅになりたい。 ともまさ ー

東京都 世界一キイてるバッターに いつきたいちろう ー

東京都 せかい一のサッカーせんしゅになりたい 中山陽希 ー

東京都 せかい一の野球せんしゅ ー ー

東京都 せかいいちばんのうたがじょうずなひとになりたいです はやみずなお ー

東京都 世界一周 ゆかP ー

東京都 世界一周したい ー ー

東京都 世界一周したいー　外交官なりたいー ホリエモン ー

東京都 せかいすいえいの金メダルのせんしゅです。 いわせ ー

東京都 せかい中のみんながたのしくあんぜんにくらせますように。 ほのか ー

東京都 世界旅行にいきたい！ ひな ー

東京都 世界旅行にいきたいです たまき ー

東京都 せかかいたかくなりたい ほった ー

東京都 背が高くなりたい K ー

東京都 背を高くしたい もんじゃ焼き ー

東京都 せんせいです。 やまもとたいせい ー

東京都 せんせいになりたい ちおーり ー
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東京都 ぜん田で車まのレースがどれくらい楽しいか、レースをしてみて車もぼくがつくる！ かにめっち ー

東京都 せんとうきパイロットになりたい。 ー ー

東京都 空を飛んでみたい ー ー

東京都 そらにとびたいです。 あかね ー

東京都 体育の先生になる ー ー

東京都 大がくの先生になりたい！！ ー ー

東京都 だいくさんになりたいです ー ー

東京都 だいくになりたい りくま ー

東京都 たいそうせんしゅになりた ひなた ー

東京都 たいそうせんしゅになりたい いとうゆうき ー

東京都 だがしやさん せーくん ー

東京都 たけうまにのれるようになりたい あきお ー

東京都 卓球せんしゅ ゆっち ー

東京都 卓球選手なりたいです。 ー ー

東京都 たっきゅうせん手になりたい ぴざのしん ー

東京都 たつまきの中にいる ゆみちゃん ー

東京都 タピオカランドを作る タピオカたんてい ー

東京都 ダンサーになりたい るっちゃん ー

東京都 ダンスのできる、ゴルフもテニスもできる、おいしゃさんになりたい。 ー ー

東京都 探偵になりたい 丸山瑛叶 ー

東京都 中間テストで1位になる!!! Yui ー

東京都 調査兵団にはいりたい 水谷りん ー

東京都 超能力者になりたい！！ れ ー

東京都 ディズニーランドのホテルにとまったり１００かいいきたい。 やすだちなつ ー

東京都 てがみをぽすとにいれて ー ー

東京都 デザイナー はるか ー

東京都 デザイナーになりたい かほ ー

東京都 でざいなーになりたい はるか ー

東京都 てつぼうが上手になりたい。 つばき ー

東京都 テニスせん手 沖縄 ー

東京都 テニスのせんしゅになりたい。 ー ー

東京都 テレビにでたい ー ー

東京都 電車になりたい。 もりそういちろう ー

東京都 でんしゃのうんてんし ー ー

東京都 でんしゃのうんてんしたい ひかる ー

東京都 でんしゃのうんてんしゅ。 田口比登 ー

東京都 でんしゃのうんてんしゅさんになりたい ー ー

東京都 でんしゃのスタンプラリーをしたい！！ ー ー

東京都 電車の整備士になりたい かず ー

東京都 東京大学に入って、テレビに出たいです。 みっちー☆ ー

東京都 どうぶつえんのしんくいん さとうゆづき ー

東京都 どうぶつ大好き！いっぱい見に行くよ。 ゆうが ー

東京都 動物や石にかんけいする仕事につきたいです。 山口莉里亜 ー

東京都 とくになし まっ茶神 ー

東京都 とこやさんになりたい。 ー ー

東京都 としょの人になりたい しみずはるる ー

東京都 ドックトレーナーになりたい ー ー

東京都 ドッチボールがうまくなりたいです。 しんたろう ー

東京都 どらえもん けんたろう ー

東京都 とりとびたい ー ー

東京都 どろぼうになって大金もちになりたい。 ー ー

東京都 長生きしたい　100才までとか。 イワちゃん ー

東京都 なし うめはら ー

東京都 なわとび１００回とびたい E.T ー

東京都 なんでもいいから１位になりたい 榮民 ー

東京都 にしにっぽりのえきいんさん さな ー

東京都 にわしになりたいです 町田栞 ー

東京都 にんじゃ 響稀 ー

東京都 にんじゃになる！！ けい ー

東京都
任天堂のPS(プレイステーション)のゲームクリエイターになる。(恐竜ゲームのアークシリーズも作る)銀行の会社員

になる
コナン(伊串) ー

東京都 ネイリストになりたい あいな ー

東京都 ネイリストになりたい。 はるな ー

東京都 ねこになりたい。 れいな ー

東京都 農家 YN ー

東京都 ハートになりたい みさき ー
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東京都 バイオリンニストになりたい。それかやさいい人になりたい。 上太 ー

東京都 バイクにのりたい なおいそうすけ ー

東京都 歯医者 あかり ー

東京都 はいしゃさんになりたい なぎさ ー

東京都 はいしゃさんになりたい。 ー ー

東京都 はいしゃさんになりたいです ひろより ー

東京都 バイトをして、お金を、10万円ためたい。（ちょっとたいへんそう！！） ー ー

東京都 はいゆうになってたくさんの人を楽しませたい ゆうまろ☆ ー

東京都 パイロット ー ー

東京都 ぱいろっと まりか ー

東京都 はかせになってどせいにいきたい はるお ー

東京都 はかせになりたい。 こうき ー

東京都 バスケB1ﾘｰｸﾞからNBAに通用するプレイヤーになりたい 大DAI ー

東京都 バスケがらみの仕事がしたい 高橋祐衣 ー

東京都 バスケせんしゅになりたい Ryuto ー

東京都 バスケで都大会を優勝したい りょりょ ー

東京都 バスのうんてんしゅになりたい かい ー

東京都 パティシエ～ルになりたい！ ゆま ー

東京都 パティシエになりたい あかりん ー

東京都 パティシエになりたい かりん ー

東京都 パティシエになりたい。 ブルー ー

東京都 パティシエになりたい♡ ー ー

東京都 パティシェになりたいです。 ます山みう ー

東京都 バドミントン選手になりたい ー ー

東京都 バドミントンの選手になってオリンピックに出たいです。 はるはる ー

東京都 はなやさんいなりたい いろは ー

東京都 はなやさんになりたい あゆむ ー

東京都 花やさんになりたいです。 ー ー

東京都 花屋さんになりたいです。 りな。 ー

東京都 バルサに入る！ 齋藤悠興 ー

東京都 バレーボール選手 ことは ー

東京都 バレリーナ E・K ー

東京都 バレリーナ さら ー

東京都 バレリーナになりたい りこ ー

東京都 ハワイにりゅうがくする はる ー

東京都 パン屋 0.1 ー

東京都 パンやさんにないたい。 かの ー

東京都 ぱんやさんになりたい いっちゃん ー

東京都 パン屋さんになりたい！ きわ ー

東京都 ぱんやさんになりたいです みきのぶ ー

東京都 パン屋さんになる。 ー ー

東京都 ぴあのをつくるひと れい ー

東京都 ヒーローの央になりたい。 ー ー

東京都 ぴかきゅうになりたい ひかり ー

東京都 ヒカキんになる おかだれん ー

東京都 ひこうきのうんてんしになりたい。 ー ー

東京都 ピザしょくにんになりたい　はじめラーメンやになりたい あつむ ー

東京都 ぴざやさんになりたい。 ー ー

東京都 火じで火をけしたい。 たかひろ ー

東京都 ヒップホップダンサー K・T ー

東京都 ひとのためになりたい。 まっつー ー

東京都 人の為になる会社経営と発展！ 株式会社 実総 ー

東京都 人をたすけれるようになりたいです。 ー ー

東京都 ピやのがじょうづになりたい。 あかり ー

東京都 病院 しんば ー

東京都 びよういんになりたい ー ー

東京都 びよういんのひとになりたい かい ー

東京都 びよういんのひとになりたい ゆめ ー

東京都 びよう皮ﾌ科になりたい さくら ー

東京都 びようし なみきまなか ー

東京都 びようし れの ー

東京都 美容師さん、スタイリスト、ネイリスト、めいくさん系のしごとにつきたい！！ ななみん ー

東京都 びようしとかしゅ　テレびにでたい めさかのあ ー

東京都 びようしになりたい ー ー

東京都 美容師になりたい！ ちいちゃん ー

東京都 ファントミラージュになりたいな さいとうみなみ ー
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東京都 ファントミラージュになりたいな りかこ ー

東京都 フィギアの大きな大会をみにいきたい(外国の) ななぬ ー

東京都 ふうせん りくは ー

東京都 プールがほし3になりたい。 ー ー

東京都 プールの先生になりたい りんご ー

東京都 ふつうの人になりたい ソノハア ー

東京都 ふつうの人になる。 しょうすけ ー

東京都 フマントミラージュになりたい ひな ー

東京都 ぷりきゅあ いちか ー

東京都 ぷりきゅあになた ゆめ ー

東京都 プリキュアになりたい あみ ー

東京都 プリキュアになりたい りつか ー

東京都 プリキュアになりたい！ えみ ー

東京都 プリキュアになります はるか ー

東京都 ぷりきわになりたい ー ー

東京都 プリンセスソフィアになりたい もえか ー

東京都 プリンセスになりたい わたなべゆま ー

東京都 プリンセスになりたい みわ ー

東京都 プリンセスになりたい りんか ー

東京都 プリンセスになりたい ー ー

東京都 プリンセスになりたい！！ さほ ー

東京都 プリンセスになる ゆめ ー

東京都 ぷりんせすぷりきあ ー ー

東京都 プログラマー 涼夏 ー

東京都 プログラマーになりたい プログラミング ー

東京都 プログラマーになりたい！ はくれいハルト ー

東京都 プログラミングですごいゲームを作る人になりたい。 けんた ー

東京都 プロゲーマーになりたい キックコックおかぴー ー

東京都 プロサッカー選手になりたいです。 ー ー

東京都 プロサッカー選手のスカウトをしたい TAKIMORI KENTA ー

東京都 プロ野球せん手 真彦 ー

東京都 プロ野球選手 ー ー

東京都 プロ野球選手になりたい！！ 落合蓮 ー

東京都 プロ野球選手になりたい。画家になりたい。 高橋風雅 ー

東京都 ペットショップのてんいんてん ことの ー

東京都 ペットショップの人になりたい。 やまだしの ー

東京都 ペットしょぷのしいくががり 田中まさこ ー

東京都 べんきょうが野球になってほしい フォーU ー

東京都 べんごしになりたい りほ ー

東京都 ほいえんのせんせいになりたい ー ー

東京都 ほいく園の先生になりたい 内池陽香 ー

東京都 ほいくえんのせんせいになりたい。 ー ー

東京都 保育士になりたい ー ー

東京都 ほいくしになりたい みう ー

東京都 保育士になりたい！ ー ー

東京都 保育士になりたい！ みーちゃん ー

東京都 保育士になりたい！ ゆっちゃん ー

東京都 保育士になりたい！ まゆ ー

東京都 ぼうけんか 村長れん ー

東京都 ポケモンガオーレのポケモントレーナー ー ー

東京都 ポケモンゲーム・アニメなどをやりたい。ポケモンならなんでもいい。 ー ー

東京都 ポケモンマスター ー ー

東京都 ポケモンをかってみたい 大野ようせい ー

東京都 ポップコーンがたべたい ー ー

東京都 ほてるのてえいんになりたい。 ー ー

東京都 ボルダリンぐせんしゅになれますように 麻琴 ー

東京都 ほんやさんになりたい りえ ー

東京都 ほんやさんになりたい さやね ー

東京都 ほんをかくひとになりたい。 やひろ ー

東京都 まいにち笑顔で ー ー

東京都 毎日幸せにくらしたい ー ー

東京都 毎日時間わりが体育になってほしい。 マイッキー ー

東京都 毎日の時間わりが体育、プール！ よっちあおっち ー

東京都 マジシャンになりたい まりか ー

東京都 ますます仕事を充実させる D.Y ー

東京都 まそんのきんめだりすとになりたい ー ー

175



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

東京都 マックイーンにあいたい♡ しゅうじ ー

東京都 まほうがつかえるおいしゃさん いしだ　さくらこ ー

東京都 マンガ家 ー ー

東京都
マンガ家になってみんなに自分の話を読んでもらいたい！

Pixivのフォロワー数１００をめざしたい！
あやね ー

東京都 まんがかになりたい。 ー ー

東京都 みきまるのexcelが受かりますように♡ ー ー

東京都 ミュージカルスターになりたい！！！！！！！！ まひろ ー

東京都 みんながしあわせになりますように ー ー

東京都 みんな元気で幸せに！ くみこ ー

東京都 みんなでバスケができるところをつくりたい、だれでもしなないでみんなたのしくくらせるように。 ー ー

東京都 みんなの役にたちたい 榮民 ー

東京都 名声を取りたい（名を残したい） 榮民 ー

東京都 メダルゲームでおおもうけしたい10000万当たるように 藤橋民文煌 ー

東京都 もっと絵がうまくなって、絵本作家になる！！ ぴー ー

東京都 もっとやさしくなりたい りひと ー

東京都 もでるになりたい 白雪すみれ ー

東京都 野球選手になりたい C.A.Pアアルカイト ー

東京都 野球選手になりたいです。 ー ー

東京都 やくざいしになりたい H・N ー

東京都 役者になりたい ゆうや ー

東京都 やさしいお母さん ここな ー

東京都 やさしくて、人を助けられる人になりたい。 丸田理央 ー

東京都 ゆうきとふたりでかいがいりょこうにいきたい!! 大人 まはろ ー

東京都 ゆうしゃになりたい。 ー ー

東京都 ユーチューバーになって金がほしい！むりだったらバイト。 ー ー

東京都 ユーチューバーになりたい。ミュージカルに、でたい！ すず木はのか ー

東京都 ゆうめいじんとしゃしんをとりたい ー ー

東京都 ゆうめい人になりたい ー ー

東京都 ゆめになりたい はるひさ ー

東京都 夢をはやく決めたい 天照大神 ー

東京都 ようちえんにたのしくいく あき ー

東京都 ようち園の先生になりたい！ さっつん ー

東京都 ようふくのデザイナー ひかるっち ー

東京都 ラグビーせんしゅになりたい そうすけこっここっけこっこ ー

東京都 陸上選手になりたい。（あしをはやくなりたい） あいり ー

東京都 立派な人になる！メジャーリーガー・登山家・BMXライダー ゆうと ー

東京都 両国中学校に通えますように。 ゆうな ー

東京都 料理士になって、レストランを作ってみんなを喜ろこばせたいです L ー

東京都 レーサーになりたい ゆひろ ー

東京都 れーしんぐかーをうんてんするひとになりたい ゆきと ー

東京都 歴史の勉強がうまくなりたい 榮民 ー

東京都 ロケットの宇宙飛行士になりたい。 久保田　寛人 ー

東京都 和太鼓がもっとうまくなりたい。 はるか ー

東京都
私のしょうらいのゆめはかんごしになることです。理由は、かんごしになって、

いろいろな人を元気にしたいからです。
高津そう ー

東京都 わたしの夢は、ママのすきなカフェ店を作ってママをよろこばせたいです！ つばさ ー

東京都 わたしはプリキュアになりたいです よしの ー

東京都 我希望周遊世界 悦 Joy ー

東京都 ワンワンに会う ー ー

東京都 保育園の先生になりたい！！ A・A ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー
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東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー みこと ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー いのまたゆずき ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー りほ ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー せいが ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー 利菜 ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー ゆうな ー

東京都 ー ー ー

東京都 ー えりこ ー

東京都 ー ー ー

神奈川県 家族仲良く幸せに暮らしたい 裕飛 0

神奈川県 パパとママと３人で幸せに楽しく過ごしたい しゅん 0

神奈川県 おいしいご飯がたくさんたべれますように。 アッキー 1

神奈川県 たからくじがあたりませんように バカス６４まい 1

神奈川県 ねこにさわりたいです 柳原りりん 1

神奈川県 ー ゆあ 1

神奈川県 アンパンマンのマンガにねぇねと出たい。 彩人 2

神奈川県 くものうえにのる！ ニンジンくん 2

神奈川県 プリンセスになりたい こはる 2

神奈川県 洋服屋になってほしいです。 イオソ 2

神奈川県 ウルトラマンになりたい せきやあお 3

神奈川県 ウルトラマンになりたい しゅんすけ 3

神奈川県 大きなジャングルジムで遊びたい ゆいか 3

神奈川県 おはなになりたい こうたろう 3

神奈川県 かめんらいだー はるひこ 3

神奈川県 かわいいネックレス職人 みさき 3

神奈川県 さかなやになりたい さか田つむぎ 3

神奈川県 ジャンガリアンハムスターになりたい しょうた 3

神奈川県 スーパーヒーローになりたい。 はるくん 3

神奈川県 パオロっとかおまわりさんか、消防士さんになりたい！ かいかい 3

神奈川県 はっとりせんせいみたいにモシモシする。カーズのこわいくるまみたいになる。 テディ 3

神奈川県 プリンセスになりたい めい 3

神奈川県 ボールさばきがうまくなってかっこいいさっかーせんしゅ えまえま 3

神奈川県 ミッキーに会いたい 松本優依 3

神奈川県 OKスーバ せつトせつき 4

神奈川県 妖精になりたい のんちゃん 4
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神奈川県 あいすくりいむやさん しーちゃん 4

神奈川県 アイドルとおかあさんになりたいです。 こんどうまい 4

神奈川県 アイドルになりたい きい 4

神奈川県 アイドルになりたいです わこ 4

神奈川県 アンパンマン りんか 4

神奈川県 いろんなかっこいいものになれますように かい 4

神奈川県 歌のお姉さん さき 4

神奈川県 宇宙にいきたい さな 4

神奈川県 うまになりたい そうた 4

神奈川県 エレベーターは京に任せろ！ けい 4

神奈川県 おうな えいた 4

神奈川県 お菓子屋さんになりたい。 ちさこ 4

神奈川県 弟とパティシエになりたい もみやまかえで 4

神奈川県 おはなやさんになりたいです たかのりこ 4

神奈川県 おまわりさん りこ 4

神奈川県 おまわりさん えみ 4

神奈川県 仮面ライダーになりたい あいと 4

神奈川県 けいさつかんになりたい。 笠井菜子 4

神奈川県 ケーキやさんなりたい。 YUIKA 4

神奈川県 ケーキやさんにおりたい しほ 4

神奈川県 ゴジラ ゆっちゃん 4

神奈川県 サッカーしてるひとになりたい こうき 4

神奈川県 しんかんせんになりたい えみり 4

神奈川県 ダンスの上手なアイドルになりたい☆ かほさく 4

神奈川県 にんじゃになりたい Koki 4

神奈川県 ぷりきゅうあ・アイスやさんになりたい ふうか 4

神奈川県 プリンセスになりたい もみじ 4

神奈川県 プリンセスになりたい 石井絢菜 4

神奈川県 プリンセスになりたい みお 4

神奈川県 やきゅうせんしゅ ひろき 4

神奈川県 らいおんにあいたい みのり 4

神奈川県 ラプンツェルかひとをたすけるひとになります まこ 4

神奈川県 リュウソウジャーになる。 のあ 4

神奈川県 ー ニッチ 4

神奈川県 ー しせい 4

神奈川県 E6けいこまちのうんてんしゅになりたいです みのるん 5

神奈川県 あいどるです あーちゃん 5

神奈川県 あいどるになりたい かまたなつか 5

神奈川県 嵐のメンバーになりたい けいちゃん 5

神奈川県 おえかきがんばりたい うた 5

神奈川県 おはなやさん あお 5

神奈川県 おはなやさんになりたい ひこな 5

神奈川県 かんごしさんになりたい かっちゆりか 5

神奈川県 キャビンアテンダントになりたい としこし 5

神奈川県 恐竜博士 はる 5

神奈川県 くもんのせんせい りお 5

神奈川県 ケーキ屋さん ひー 5

神奈川県 ケーキやさん りお 5

神奈川県 けーきやさん ごとうちなみ 5

神奈川県 ケーキ屋さんになりたい ゆりみ 5

神奈川県 けーきやさんになりたい かな 5

神奈川県 ケーキやさんになること。ぐりとぐらのやいたおおきいケーキをやく みいな 5

神奈川県 さっかーせんしゅなりたい はるき 5

神奈川県 サッカー選手になりたい かんた 5

神奈川県 サッカー選手になりたい!! だい 5

神奈川県 しいくいんになりたい はやさかさくら 5

神奈川県 シンクロのせんしゅになって、オリンピックに出る とうこ？TOKO 5

神奈川県 しんぶんをつくるひとになりたい きほ 5

神奈川県 そらるさんにあいたい くるみ 5

神奈川県 でんしゃのうんてんしゅ れい 5

神奈川県 でんしゃをつくるひとになりたい たすく 5

神奈川県 とうぶつとはなたい こーた 5

神奈川県 どくたーになりたい かずみ 5

神奈川県 パン屋さんになりたい りょうか 5

神奈川県 ヒーローになりたい こうたろう 5

神奈川県 ふねにのりたい いちた 5
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神奈川県 プリキュアになりたい このは 5

神奈川県 ぷりんせすになりたい。 ゆいちゃん 5

神奈川県 プロダンスの人 かたおせりょうた 5

神奈川県 プろやきゅうになりたい かなし 5

神奈川県 ベルになりたい ゆら 5

神奈川県 ままになりたい さくら 5

神奈川県 もっともっといっぱいおねえさんになりたい。 けちっち 5

神奈川県 やきゅうせんしゅになりたい！ きいち 5

神奈川県 レストランのシェフになりたい さつき 5

神奈川県 20000000おくえんのいえがかいたい かなと 6

神奈川県 あいきどうのせんせいになる ー 6

神奈川県 あいすクリーむやさんになりたい。 こはる 6

神奈川県 あいどるになりたい いたくらりさ 6

神奈川県 いのししさんを触りたくなった りんちゃん 6

神奈川県 イラストれいたーになりたい。 ゆかり 6

神奈川県 えかきさんになりたい おぎわらこうだい 6

神奈川県 おいしゃさん はやしゆきえ 6

神奈川県 おいしゃさんになりたいです。 みさき 6

神奈川県 おいしゃになりたい うびん 6

神奈川県 おおきくなたらけいきやさんになりたい。 ほしももわ 6

神奈川県 おおきくなりたい。 いとう 6

神奈川県 おかしやさんになりたい めぐみ 6

神奈川県 おかねもちになりたい こき 6

神奈川県 お豆腐やさん あちゃま 6

神奈川県 おはなやさんになりたい ゆずな 6

神奈川県 おはなやさんになりたい みい 6

神奈川県 おはなやさんになりたい。 あいこ 6

神奈川県 おはなやさんになりたい。 みゆ 6

神奈川県 おべんきょうをがんばる ゆあ 6

神奈川県 おみせやさんになりたいです いとうさや 6

神奈川県 かいしゃのひとになりたい くぼた 6

神奈川県 かいようせいぶつはかせになりたい せきやはる 6

神奈川県 かがくしゃなりたい みつたか 6

神奈川県 かがくしゃになりたい がくと 6

神奈川県 きゃびあてんだんとになりたいです ゆまな 6

神奈川県 きゃびんあてんだんとになりたいです みやしろねね 6

神奈川県 きゃびんあてんだんとになれますように。 ゆの 6

神奈川県 救急隊員 りゅう 6

神奈川県 きょうりゅうはかせ ようすけ 6

神奈川県 けいきやさんになりたい♡ 工藤えま 6

神奈川県 けいさつかんになりたい はだ 6

神奈川県 けいさつかんになりたい！ けいちん 6

神奈川県 けいさつかんになりたいです。 えいと 6

神奈川県 けいさつかんポリス ひまり 6

神奈川県 ケーキ屋さん、テレビに出てみんなを笑顔にする人になりたいです。 すずめ 6

神奈川県 けえきやさんになりたい はな 6

神奈川県 ケーキやさんになりたい。 ひやちゃん 6

神奈川県 ゲームのせかいえいきたい じゅの 6

神奈川県 ゲームをつくるひと ゆりな 6

神奈川県 けこんしきをじゅんぎおするひと みなと 6

神奈川県 けっーきやさんになりたい うえだゆい 6

神奈川県 コアラになりたい こはる 6

神奈川県 こんにゃく農家 ちはる 6

神奈川県 サーカーがうまくなたい。 大のけ 6

神奈川県 さかあせんしゅ さいこへい 6

神奈川県 サッカー選手になりたい れん 6

神奈川県 しいくいんさんになりたいはるか はまだはるか 6

神奈川県 しーるやさんになりいたい
しーるしんぶんし（平岡

月実）
6

神奈川県 自転車選手 ちはる 6

神奈川県 じてんしゃやさん まさかず 6

神奈川県 しょうぎのぷろになる だい 6

神奈川県 しょうぎのめいじんになる しょうぎじろ 6

神奈川県 消防士 ゆうすけ 6

神奈川県 しょうらい、いしゃになりたいです。 よこやまりょう 6

神奈川県 しんかいせいぶつをさがす 信康 6

179



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

神奈川県 すてきなおよめさんになりたい なつみ 6

神奈川県 スポーツ選手(サッカー)になりたい たかあき 6

神奈川県 せーゆさんになれますように。 ゆら 6

神奈川県 せんせせいになりたい。 こうけん 6

神奈川県 大工さんになりたい 大門新 6

神奈川県 だいくになりたい りょたそ 6

神奈川県 たくさんの人を助けるかんごしさんになりたい！ のえみ 6

神奈川県 タクシーのうんてんしゅになりたい かなた 6

神奈川県 たんけんか ゆうくん 6

神奈川県 ダンサーになりたい こはる 6

神奈川県 だんすのせんせいになりたい あかり 6

神奈川県 チアダンスが大すきだからチアダンスのせんせいになりた りんりん 6

神奈川県 でざいなーになりたいです。 あそういろは 6

神奈川県 テニスの選手 ぺえくん 6

神奈川県 でんしゃのうんてんしゅになりたい くどう　しゅんや 6

神奈川県 ドーナツやさんになりたいです さーぽん 6

神奈川県 ドーナツやさんになれますように まちだそら 6

神奈川県 どっじぼうるがつよこなれますように。 おおひさはると 6

神奈川県 トップモデルになりたいです！！ もか 6

神奈川県 どんなむしもたすけられるむしのおいしゃさんになりたいな！ わたくん 6

神奈川県 にんてんどうすいちがっほしい となかちせ 6

神奈川県 パイロット かわかみはるゆき 6

神奈川県 ぱてぃしえです。 まお 6

神奈川県 ぱてぃしえになりたい あめ 6

神奈川県 パティシエになりたい。 しま 6

神奈川県 パフェヤさん ゆのっち 6

神奈川県 ばれーのせんせいに、なりたいです。 りーり 6

神奈川県 ぱんやさんになりたいです 中川かのん 6

神奈川県 ぴあにすとになりたい ももこ 6

神奈川県 ぴあにすとになりたい いわすぎはると 6

神奈川県 ピアノのせんせい またむらかなこ 6

神奈川県 ピアノノせんせいになりたい ひな 6

神奈川県 びょういんのせんせい みやぎはな 6

神奈川県 ぷりきゅあになりたいです。 さえ 6

神奈川県 プロゲーマあになりたい しゅうと 6

神奈川県 ほいくし せいちゃん 6

神奈川県 ポケモンのミーツーになりたい！ ゾイドだいすき 6

神奈川県 漫画家になりたい 結衣 6

神奈川県 めいたんてい ふうか 6

神奈川県 めちゃながいきする。 まーちゃん 6

神奈川県 餅つきをしたい ちはる 6

神奈川県 モデル ちはる 6

神奈川県 モデルになっていろんな国に行きたいです。 こここね 6

神奈川県 もでるになりたい。 ゆうい 6

神奈川県 やきゅうせんしゅ 辻尚恭 6

神奈川県 やきゅうせんしゅになりたい りく 6

神奈川県 やきゅうせんしゅになりたい。 古関雄大 6

神奈川県 薬剤師になりたい 菊池羽夏 6

神奈川県 ユーチューバーになりたい こうちゃん 6

神奈川県 ゆめはどーなつをつくるひとになりたいです。 りな 6

神奈川県 ゆめはぱてぃしえになることです。 ねいしさゆき 6

神奈川県 ようちえんのせんせいになりたい ならきゆうあ 6

神奈川県 ようちえんのせんせいになりたい あやのちゃん 6

神奈川県 ラグビー日本代表 さっくん 6

神奈川県 らっぱになりたい はると 6

神奈川県 レーサーになりたい こうへい 6

神奈川県 れすとらんのしょうになにたいです。 とみい 6

神奈川県 れすとらんのひとになりたいです あんり 6

神奈川県 わたしのゆめは、せかいいちのぱりしえです。そしておいしいすいいつをみんなにとどけたいです。 のんちゃん 6

神奈川県 わたしは、けいさつかんに、なりたい。 オオ久ボ　ナナミ 6

神奈川県 わたしは、プリンセスになりたいです。 きょうか 6

神奈川県 わたしはあいすやさんになりたいです しみずあかり 6

神奈川県 わたしはぬいぐるみやさんになりたいです ふかざわきょうか 6

神奈川県 わたしはばいおりんこんさーとにでてはかせたろうみたいになりたいです ののかねりさ 6

神奈川県 Jリーガー せきぐち 7

神奈川県 USAになりたい ー 7
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神奈川県 アイスクリームやさん しのはらしほり 7

神奈川県 アイドル あいな 7

神奈川県 アメリカで火星に飛ばす探査機を作って、火星に関する様々な研究する！ atsuki 7

神奈川県 家で大きな動物とかの生き物をいっぱい飼いたい けんくん 7

神奈川県 いきものはかせになりたいです たしもせいこー 7

神奈川県 いしゃさんになりたい。 おうしんとう 7

神奈川県 いちばんつよいサッカーせんしゅになりたい。 はるまき 7

神奈川県 いとことケーキやさんをやります。 りいくん 7

神奈川県 いるかのしいくいんさんになりたい あいちゃん 7

神奈川県 おいしゃさんになりたいです。 ちはる 7

神奈川県 おいしゃさんになりたいです。 ももは 7

神奈川県 おかしやさんになりたい たかはしはるか 7

神奈川県 お金もうける。 志 7

神奈川県 おかねもちになりたい。 けんてい 7

神奈川県 おにぎりやさんになりたいです 林優那 7

神奈川県 おはなやさんになりたい かんちゃん 7

神奈川県 お花やさんになりたいです。 ひまり 7

神奈川県 おわらいげいにんになりたい もえ 7

神奈川県 お金もちになりたい 青山智毅 7

神奈川県 かがくしゃになりたい しおり 7

神奈川県 歌手になりたい ゆうせい 7

神奈川県 がっこうのせんせいになりたい りん 7

神奈川県 がっこうのせんせいになりたい。 げん 7

神奈川県 かわいいアイドルになれますように ゆりか 7

神奈川県 キャビンアテンダンドになること ゆきね 7

神奈川県 キラモになりたい あかりん 7

神奈川県 警察官 みっちゃん 7

神奈川県 けいさつかんになりたい 藤田竜暉 7

神奈川県 けいさつかんになりたい！ ryugakky 7

神奈川県 けいさつかんになりたい。 そうま 7

神奈川県 けいさつかんになりたい。 マータン 7

神奈川県 けいさつになりたい はたのるるか 7

神奈川県 ケーキ屋さん あすか 7

神奈川県 ケーキやさん！ つかさ 7

神奈川県 ケーキやさんになりたい あかね 7

神奈川県 ケーキやさんになりたい。 あすみ 7

神奈川県 ケーキやさんになりたいです。 ゆめ 7

神奈川県 けーきやさんになりたいです。 めい 7

神奈川県 けーきやさんになりたいです。 かのん 7

神奈川県 ゲーマーになりたい。 のざきあき仁 7

神奈川県 ゲームのせかいにいきたい どしだゆきと 7

神奈川県 月～水はお医者さん、木金はお花屋さん、土日はアイドル！やりたいことがたくさんある！ のんちゃん 7

神奈川県 けんきゅうしゃになりたい わちゆう生 7

神奈川県 高校生になったらサーティーワンアイスクリーム屋さんにはたらきたいです。 ひよちゃん 7

神奈川県 高校生になったらサーティーワンアイス屋さんではたらく 岳本ひより 7

神奈川県 こうむいん いとうたくみ 7

神奈川県 さっかーせんしゅ はる 7

神奈川県 サッカーせんしゅとだいくさんとピザやさんになりたい こんどうけい 7

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい いとう 7

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい ゆうと 7

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい。 たなけん 7

神奈川県 サッカー選手になりたい・絵がうまくなりたい ルフィ 7

神奈川県 サッカーをうまくなりたい！ たかはしなお 7

神奈川県 ざっかやさんになりたい 小川ゆづき 7

神奈川県 じがうまくなりますように。 さき 7

神奈川県 耳鼻科の先生になってたくさんの困ってる人を治したい 江成涼太 7

神奈川県 獣医さん れなまるこ 7

神奈川県 じゅういさんになりたい。 かっちみうな 7

神奈川県 じゅういさんになりたいです。 高はしれな 7

神奈川県 小学校の先生になりたいです るっぴー 7

神奈川県 しょうぎしとサッカーがうまくなりたいです こうた 7

神奈川県 将来の夢はラグビー日本代表！！強くなりたい！ ほづみん 7

神奈川県 助産師さん もも 7

神奈川県 しんぶんきしゃになりたい。 ゆー 7

神奈川県 しんぶんきしゃになりたい。 林ゆうな 7

神奈川県 すいえいせんしゅ おか 7
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神奈川県 スケートせんしゅになりたい さか田ののは 7

神奈川県 スポーツ大好き。 西元暖真 7

神奈川県 空を飛びたい にし村つばさ 7

神奈川県 だいがめんで、ゲームをしたい。 りきや 7

神奈川県 卓球をやりたい はる 7

神奈川県 たべものやさん かえで 7

神奈川県 ダンサーになりたいです ひな 7

神奈川県 でぃずにーらんどではたらきたい
はーちゃん＆ゆきーちゃ

ん
7

神奈川県 デザイナー みーちゃん 7

神奈川県 デザイナーになりたい みれい 7

神奈川県 デザイナになりたい！ ゆい 7

神奈川県 てんしみたいにとびたい えんどうゆかり 7

神奈川県 てんしみたいにとびたい　　プリンセスになりたい。 えんどうゆかり 7

神奈川県 どらごんをみたい りんきんゆ 7

神奈川県 はいしゃさんになりたいです しゅうくりいむ 7

神奈川県 パイロットになりたい。 武波亮太 7

神奈川県 パスタのごはんが土よう日ぜったい食べる 福田たつおみ 7

神奈川県 パチィシエになりたいです。 のの子 7

神奈川県 パティシエになりたいです。！ 佑月 7

神奈川県 バレーの先生になりたいです。 りほ 7

神奈川県 ばれーぼーるのせんしゅになりたい みいちゃん 7

神奈川県 パンやさん あんな 7

神奈川県 ぱんやさんになりたい みたみわ 7

神奈川県 パンやさんになりたい ももみ 7

神奈川県 ぴあののせんせいになりたい こっぴー 7

神奈川県 ひまがいい よしざわしゅんた 7

神奈川県 びようしになりたい まお 7

神奈川県 船のせんちょうになる。
つもとかずま（かずちゃ

ん）
7

神奈川県 プロサッカーせん手かプロテニスせん手になりたい！ 瞬 7

神奈川県 ぷろだんさーになりたいです。 さーちゃん 7

神奈川県 プロ野球選手になって全日本に選ばれる ハム 7

神奈川県 ペットショップ もっちゃん 7

神奈川県 ペットショップの店員 この 7

神奈川県 ぺっとやさんとおはなやさんになりたい こおり千え 7

神奈川県 ペットやさんとおはなやさんになりたい。 こおり千え 7

神奈川県 ぺっとをかいたいそしてじょゆうになりたい！ ゆうな 7

神奈川県 ほいくえんのせんせいになりたい たかはしなな 7

神奈川県 ほいくえんのせんせいになりたい だいすき 7

神奈川県 ほいくえんのせんせいになりたいです みづき 7

神奈川県 ほいくしになりたい！ ながのみつき 7

神奈川県 ぼくはうみのしごとをしたいです うきょう 7

神奈川県 ぼくはパイロトになりたいです。しごとをがんばります きしん 7

神奈川県 ぽけもんせんたあのおみせになりたい いいじまゆうま 7

神奈川県 ポケモンマスターになりたいです。 たか山りょう 7

神奈川県 マックの人になりたい なつ 7

神奈川県 まんがかになりたい ふくしますず子 7

神奈川県 モデル　おいしゃさんになりたい。 ユカ 7

神奈川県 もでるになりたい。 こばやしせな 7

神奈川県 やきゅうしゃんしゅうのしゃんしゅになりたいです すばる 7

神奈川県 やきゅうせんしゅなりたい りく 7

神奈川県 ユーチューバーになりたい 海斗 7

神奈川県 ゆーちゅーばーになりたい こうへい 7

神奈川県 ユーチューバーになりたい 岸上琉士 7

神奈川県 ユうちゅうばーになりたいです。 はると 7

神奈川県 ゆめは、ペットショップでアルバイトをしてみたい。 のロくれあ 7

神奈川県 ゆめはアイドルになりたいです たにふじうたえ 7

神奈川県 令和は楽しくしたい しょうたろう 7

神奈川県 れきしに名をのこしたい。 はるき 7

神奈川県 ロマンスカーの運転手になりたい！ みのる 7

神奈川県 わたしのゆめは、せかいいちのぱりしえです。すいいつをいぱいつくてみんなにすいいつをあげます。 りおちゃん 7

神奈川県 電車のえきいんやうんてんし、しゃしょうになりたいです。 たいすけ 7

神奈川県 「ケーキやさん」に、なりたいです。 あいる 8

神奈川県 「デザイナー」になりたいです。 ひなぴー 8

神奈川県 TVにでる。 元木太星 8
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神奈川県 アイドルになりたい しぃちゃん 8

神奈川県 アイドルになりたい みずき 8

神奈川県 アイドルになりたい たけうちさき 8

神奈川県 アイドルになりたい。 竹内　咲季 8

神奈川県 イニエスタより強くなりたい しゅうと 8

神奈川県 犬のおいしゃさんになりたい！！ 小泉そな 8

神奈川県 うちゅうひこうしになりたい。 さとちゃん 8

神奈川県 宇宙飛行士もしながらディズニーピクサーにも就職して、カーズの続編をつくります ☆HOKU☆ 8

神奈川県 英語の先生になりたい かっちゃん 8

神奈川県 お医者さん いちご 8

神奈川県 大ガねもち おぐやま 8

神奈川県 大さかなおみになること りな子 8

神奈川県 おかしやさんになりたい かんな 8

神奈川県 大人になったらデザイナーになりたいです。 うっちゃん 8

神奈川県 おりょうりの先生になりたい。 石川　心海 8

神奈川県 かがくしゃ ちひろ 8

神奈川県 科学者　お医者 ボールパイソン 8

神奈川県 科学者になって不老不死の薬を作る ザ・ソウママン 8

神奈川県 かんごしになりたい うた 8

神奈川県 キャビンアテンダントになること れな 8

神奈川県 教員になる ぽちゃ 8

神奈川県 恐竜の先生 あっくん 8

神奈川県 クリエターになる。 ケンタッキー 8

神奈川県 けいさつかんになりたい！ あおい 8

神奈川県 けいさつになりたい！！ くつまるこめ 8

神奈川県 ケーキやさん。 あゆり 8

神奈川県 ケーキやさんになりたいです。 くみ 8

神奈川県 ゲームじっきょうしゃになりたい。 にわ 8

神奈川県 考古学者になれますように たつ 8

神奈川県 子どもがうまれますように ふるはしゆいな 8

神奈川県 こどもが楽しく勉強できる本を作りたい Mei 8

神奈川県 子どもと楽しく図工をする図工のせんせいになりたい！ リューイ 8

神奈川県 子やくになって、『ぼうけんしゃたち』で、メゾやくができますように。 みずぬまめい 8

神奈川県 さいばんかんになりたいです。 ひろ 8

神奈川県 サッカー選手 シア 8

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい つつみゆうせい 8

神奈川県 サッカー選手になる！ たいよう 8

神奈川県 サッカー日本代表せん手になりたい A.イニエスタ 8

神奈川県 サッカーのプろせんしゅ 小杉そう 8

神奈川県 サンバをえんそうする人になりたい みほ 8

神奈川県 しいくいんになりたい 中村そうすけ 8

神奈川県 しょう来、昆虫はかせになりたい。 カマキリ☆ゆうすけ 8

神奈川県 しょうに科の先生 ひとちゃん 8

神奈川県 しょうぼうしになりたい しょうま 8

神奈川県 食品サンプル作家になりたい あーぽん 8

神奈川県 新聞記者になりたい 中原じゅり 8

神奈川県 しんぶんづくりのひと 森はんな 8

神奈川県 新聞を作る人になりたいです。 りほ 8

神奈川県 スイミングのせんしゅになりたいです。 とみながゆな 8

神奈川県 せかいのディズニーをまわりたい すず木あおか 8

神奈川県 卓球せんしゅになること いなのべりょう 8

神奈川県 たっきゅうせん手になりたい！！！ クリスティ・アーノシュン 8

神奈川県 チアダンスの先生になってぜんごくたいかいへいかせたい。 ちい 8

神奈川県 デザイナー みゆう 8

神奈川県 デザイナーになりたい。 堀口紗来 8

神奈川県 東大生になりたいです！！ ルナルナ 8

神奈川県 どうぶつをたすけたい まーちゃん 8

神奈川県 とかんしょになりたい くりたのりこ 8

神奈川県 ドレスデザイナー こっちゃん 8

神奈川県 日本代表になりたい。(サッカー) れんかい 8

神奈川県 ぬいぐるみがほしい りな 8

神奈川県 ネイルリストになりたいです。 上條結菜 8

神奈川県 はいしゃさんのいしになりたいです。 いとうひな 8

神奈川県 バスケせんしゅになりたい。 ゲマー 8

神奈川県 パティシエ あやちゃん 8

神奈川県 パティシエになって人をげんきずけたいです。(ケーキを食べてもらって) うーたん 8

183



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

神奈川県 ぱてぃしえになりたいなりたい。 ここにゃん 8

神奈川県 花やに、なりたい みゆな 8

神奈川県 バレエがすっ～ごく上手になりたい。(プールも)。おひめさまになりたい。 しぶしぶ(女) 8

神奈川県 ピアニスト♪ 玲音 8

神奈川県 ピアノの先生になりたい 古郡ゆきな 8

神奈川県 飛行機をつくるエンジニアになりたい なる川はると 8

神奈川県 人のやくにたつ仕事をする人になりたい！ なゆ 8

神奈川県 ファッションデザイナーになりたい はるか 8

神奈川県 ファッションデザイナーになりたいです。 なっちゃんジュース 8

神奈川県 プロのポリスなりたい！！ ないとぅーな豆 8

神奈川県 プロ野球せんしゅ ゆうと 8

神奈川県 プロ野球せんしゅ ゆうと 8

神奈川県 プロやきゅうせんしゅ はるま 8

神奈川県 プロ野球せんしゅになりたいです。 ゆう星 8

神奈川県 ほいくえんの先生 たきよしいちか 8

神奈川県 ほいくしになりたい。 りんりん 8

神奈川県 ほいくしになりたいです！ 上野千な 8

神奈川県 ポケモンマスターになりたい 田中統貴 8

神奈川県 マックのてんいんになりたい りく 8

神奈川県 まんがかになりたい のり 8

神奈川県 マンガカになる！！ ネマ 8

神奈川県 みんなけんかをしないしごとをしたいです。がんばります みーちゃん 8

神奈川県 虫博士 ひろっぴー 8

神奈川県 むしをしらべる人なる こう大 8

神奈川県 もでる。 たきたもな 8

神奈川県 モデルになりたいです。 大原りえ 8

神奈川県 もでるになりたいゆめです おうりょうせつより 8

神奈川県 やきゅうせん手にぜったいなる ゆいと 8

神奈川県 やきゅうせん手 かんち 8

神奈川県 やきゅうのしあいをなんかいも見たい りゅうのすけ 8

神奈川県 ヨガインストラクター ruru 8

神奈川県 ロックバンドを、くみたい あんざいさわ子 8

神奈川県 わたしのゆめはナースになることです。ナースになってみんなをなおしたいです 早ちゃん 8

神奈川県 ワンちゃんのをさんほがしたい ゆうちゃん 8

神奈川県 ー あいり 8

神奈川県 ー かつまたさら 8

神奈川県 アナウンサーになりたいです。 さたしん 9

神奈川県 いしゃ 飯田サキーナ 9

神奈川県 医者になりたい コハ 9

神奈川県 医者になりたい！ 和知愛莉 9

神奈川県 うさぎを飼いたい りほ 9

神奈川県 うちゅうひこうしになりたい 原ばら 9

神奈川県 園芸家 つう 9

神奈川県 おいしゃさん 小宮夕依 9

神奈川県 お医者さんになりたい！！ こんどうあんな 9

神奈川県 お医者さんになりたい。 ひかる 9

神奈川県 おいしゃさんになりたいうな♡ 木内うな 9

神奈川県 お医者さんになることです。 ふみ 9

神奈川県 オセロで世界大会に出場する！ meimei 9

神奈川県 お花屋さん えりちゃん 9

神奈川県 カープの、きくちと、すずきにあいたい！！ いとう 9

神奈川県 学者・研究者 まおまお 9

神奈川県 歌手「になりたい。 ゆなネコ 9

神奈川県 かしゅになりたい。 AKIYAMA KAORI 9

神奈川県 学校のせんせい りこ 9

神奈川県 学校の先生 もも 9

神奈川県 学校の先生になりたい ふじわらりこ 9

神奈川県 かんごし・ようちえん・ほいくえんのせんせいかほけんしつのせんせい。 大橋妃奈子 9

神奈川県 かんごしさんになりたい あいちゃん 9

神奈川県 薬ざい師とバトントワラーになりたい ゆり 9

神奈川県 けい察官 大桃篤人 9

神奈川県 けいさつかんになりたい 光星 9

神奈川県 けいさつかんになる。こまっている人をたすける。 らい 9

神奈川県 ゲーム会社に入りゲームを作りたい！ 深澤 9

神奈川県 ゲームクリエイター あずぎ 9

神奈川県 げきだんしきのじょゆうになりたい TOA 9
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神奈川県 考古学しゃ 孝太 9

神奈川県 サッカーがうまくなりたい スプラたのしい 9

神奈川県 サッカー選手 ソータ 9

神奈川県 サッカーせんしゅ かいじ 9

神奈川県 サッカーせんしゅ 大せい 9

神奈川県 サッカー選手 藤井蒼大 9

神奈川県 サッカー選手になりたい。 リム大 9

神奈川県 サッカー選手 澄真 9

神奈川県 自分のおみせをひらきたい ゆず 9

神奈川県 獣医さんになる。 のんのん 9

神奈川県 消防士になりたい！ はるく 9

神奈川県 新聞記者になりたい。 かな 9

神奈川県 しんぶんきしゃになりたい。 藤代　尚也 9

神奈川県 しんぶんの美女のお女市さん のんのんのん 9

神奈川県 水泳せん手 もも 9

神奈川県 スイエーせんしゅになりたい。プログラマーになりたい。 ゴリラ 9

神奈川県 水ぞくかんのオーナー さかな 9

神奈川県 数学者になっていろいろな人の数学のぎもんをかいけつしたい。 成田航太朗 9

神奈川県 声優さんになりたい！ ゆっきー 9

神奈川県 世界一のミュージカルスター にいちゃん 9

神奈川県 世界一有名なファッションデザイナーになりたい！！ 下川原昊 9

神奈川県 たからくじではく円があたりますように。 千代柊太くん 9

神奈川県 ダンサーになりたい！ ふーちゃん 9

神奈川県 ダンスのプロになりたい T・M 9

神奈川県 ダンスの先生 かめいりの 9

神奈川県 ディズニーの中ではたらく みのりんご 9

神奈川県 デザイナー さいこ 9

神奈川県 テニス選手 泰士 9

神奈川県 テニスせんしゅになりたい。りくじょうせんしゅになりたい。 けんご 9

神奈川県 天気アナウンサーになりたい！ わーちゃん 9

神奈川県 天才になりたい たきくん 9

神奈川県 電車の社長と関内駅たらきたい 坂口英 9

神奈川県 東急東横線の電車の運転手 高橋てっ平 9

神奈川県 ドーナツ屋の店員になりたい 永野みのり 9

神奈川県 ドーナツ屋の店員になりたい 永野みのり 9

神奈川県 ドーナツ屋の店員になりたい。 永野みのり 9

神奈川県 ナースさんになりたい ゆーちゃん 9

神奈川県 ならいごとをがんばってじょうずになる あーちゃん 9

神奈川県 ニンテンドー会社に入ってゲームをかいはつしたい。 小林ゆうと 9

神奈川県 ネイリストになりたい、なりたい！！ あい 9

神奈川県 パティシエ こっちゃん 9

神奈川県 パティシエ かりい 9

神奈川県 パティシエ 糸井初音 9

神奈川県 パティシエ MIKI 9

神奈川県 パティシエ☆ かふう 9

神奈川県 パティシエになりたい のんのん 9

神奈川県 バトミントン選手 ねこがい1号 9

神奈川県 バトミントン選手になりたい ももた 9

神奈川県 バレエが上手になりたい キトリ 9

神奈川県 パン屋さん ヘドウィック♪ 9

神奈川県 パンやさん わかな 9

神奈川県 パンやさんになりたい。パンやさんになったら、パンのしんぶんをだしたい。 工どう　かな 9

神奈川県 ピアニストになりたい 原谷 9

神奈川県 人を助けるお仕事をしたいです。けいさつ、べんごし、医者です。 小滝　凜乃 9

神奈川県 ファッションデザイナー あっぴぃ 9

神奈川県 ファッションデザイナーになりたい 山ざきまいむ 9

神奈川県 プールいきたいです ゆき 9

神奈川県 船いん れんげそう 9

神奈川県 プログラマーになりたい はやと 9

神奈川県 プロゲーマーあに、なりたいです。 こがえにし 9

神奈川県 プロゲーマーになりたい 鷲塚 9

神奈川県 プロサッカー選手になりたい。 勇人 9

神奈川県 プロサッカー選手になりたいです。 ほりうちゆうせい 9

神奈川県 プロデューサーか先生になること あき子 9

神奈川県 プロ野球せん手 かくせいきなこもち 9

神奈川県 平和にすごすこと。あと、ねこをかうこと 白猫団長しゃん 9

185



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

神奈川県 ほいくえんの先生 橋場一葉 9

神奈川県 ほいくえんの先生になりたい！ Yuiha 9

神奈川県 ほいくえんの先生になりたい。 えま 9

神奈川県 ほいくし りり 9

神奈川県 ほいくしになりたい。 ちよ 9

神奈川県 ほいくしになれますように ひらいみう 9

神奈川県 ボーイングではたらきながらレゴビルダーになる KUBO 9

神奈川県 ぼくのしょうらいのゆめは、サッカー選手です。 戸田理仁 9

神奈川県 ほごセンターの人になりたいです。 ひまり 9

神奈川県 本屋さんになりたい みいな 9

神奈川県 まほうがつかえるようになること あ～やん 9

神奈川県 マラソン選手になりたい。 こもこも 9

神奈川県 まんがえいがになりたい きょうづかかえ 9

神奈川県 漫画界のキング・オブ王・サッカー選手、ふつうのサラリーマン、けしかすキング

ユリアースビナジひなっ

チ、漫画の大王、みー

ま

9

神奈川県 未来を作りたい。 西村じえい 9

神奈川県 みんながえがおになれるしごとでえがおにはたらきたいです。 ミュウ 9

神奈川県 メッシの様なサッカー選手になって世界で活躍したい ちびたつ 9

神奈川県 モデルさんになりたいです 利奈 9

神奈川県 やきゅうせんしゅ みちあき 9

神奈川県 野球せん手か、バスケットボールせん手 ベンソンこう平 9

神奈川県 野球選手になれますように。 横手　凱 9

神奈川県 薬ざいしになりたい。 曽根　佑香 9

神奈川県 やさしいお医者さんになりたい 立田唯 9

神奈川県 山田選手に会いたい かほ 9

神奈川県 ユーチューバー りょっぴー 9

神奈川県 ようち園の先生 ゆめこちゃん 9

神奈川県 ようふくをうるお店ではたらきたいです。 うつみあかり 9

神奈川県 陸上選手になってオリンピックに出て人々を喜ばせたい。 成田航太朗 9

神奈川県 レディーガガにあいたい 篠﨑杏理 9

神奈川県 ロボット工場の社長になりたい ゆう星 9

神奈川県 わたしのしょうらいのゆめはかんごしになることです。 竹内花歩 9

神奈川県 わたしの夢は、ダンサーになることです。 チルチル 9

神奈川県 保育しになりたい。 はるるん 9

神奈川県 「けいさつ宮」です。 保坂　麻里香 10

神奈川県 F1レーサーになりたいです。 人見　颯 10

神奈川県 I dream that I can read and sepeak Japaness and I wikk be first in my everyclass. セレスタキーラン 10

神奈川県 頭がいい人になりたい。 まなたまご 10

神奈川県 アナウンサー マオネーズ 10

神奈川県 アナウンサーになりたい あさかあおい 10

神奈川県 案定した私生活 藤田　永太 10

神奈川県 医者になりたい 松本　智貴 10

神奈川県 インターネットでひ害にあった人を助けるべんごし。ないかくそうり大臣 うりうーり 10

神奈川県 宇宙飛行士になって、月を探索する？？ こうへい 10

神奈川県 英語の先生か、ディズニーのキャストになりたいです。頑張って英語の勉強します！ ナヨンラブ 10

神奈川県 え本さっかになりたい ミコン 10

神奈川県 絵本作家マンガ家です。 ムーン 10

神奈川県 絵を描く人 きり 10

神奈川県 エンジニア ユウキチ 10

神奈川県 お医者さん 竹内るみ 10

神奈川県 お金がかせげるようになる ー 10

神奈川県 音楽の先生になりたい 甲地咲陽乃 10

神奈川県 カートの選手 平川　大雅 10

神奈川県 外国に行きたい 池田　涼太 10

神奈川県 かしゅ　うたを自分で作りたい。うたいたい　そういう人になりたい！ 大原るか 10

神奈川県 家族でたくさん海外旅行に行く。 福田怜真 10

神奈川県 学校の先生 もーちゃん♡ 10

神奈川県 かんごし さとうめいあ 10

神奈川県 かんごしになりたい 倉持　美海 10

神奈川県 かんごしになりたいです。 相原 10

神奈川県 かんりえいようしになりたい 斉藤　かなこ 10

神奈川県 けいさつかん 佐々木ねこ様 10

神奈川県 けいさつかん やまさん 10

神奈川県 警察官になりたい ぬりかべいただき(笑) 10

神奈川県 警察官 ちぃ 10
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神奈川県 けいたいの人のせんせいになるゆめ!!! ふるはしあいり 10

神奈川県 げいのう人になりたい。(げい人いがい) 小林万紘 10

神奈川県 こうむいんになりたい 鹿野心晴 10

神奈川県 こうむ員になりたいです。 横川　詢弥 10

神奈川県 ごくふつうの会社員になりたい 矢島　颯也 10

神奈川県 サッカー選手 小山和輝 10

神奈川県 サッカー選手！！ ランマール選手 10

神奈川県 サッカーせん手 そう大 10

神奈川県 サッカーせん手になりたいです 大槻　泰雅 10

神奈川県 サッカー選手 れいれい 10

神奈川県 幸せにくらすこと 山口さゆ 10

神奈川県 幸せにくらすこと 加藤和奏 10

神奈川県 自分のゆめは…(のら猫)猫カフェの店員 尾上　由芽 10

神奈川県 じゅう医 白川真理奈 10

神奈川県 小学校の先生！！ 孔陽 10

神奈川県 小学校の先生かペットショップの店員さんになりたい ゆっぴー 10

神奈川県 小説家 さーや 10

神奈川県 小説家と先生 露木　陽菜 10

神奈川県 小児科の先生になりたい あいか 10

神奈川県 しょうらいかんごしになりたい おてんてん 10

神奈川県 しょうらいのゆめは、マンガかです。理由　笑える絵、言葉をかきたいからです。 小池　直人 10

神奈川県 しょうらいのゆめは、モデル　ステージに立つのがゆめです。 高林　まい 10

神奈川県 しょうらいマンガ家になりたい!! あつねこ 10

神奈川県 新体操せんしゅになりたい！ 川手　はるか 10

神奈川県 スタンド使い 吉川　小春 10

神奈川県 たからんらんくじがあーたーりーまーすーよーにー。 ゆうし 10

神奈川県 卓球選手になりたい。 長嶋　美椰 10

神奈川県 ダンス関係の仕事につくこと 都築志乃 10

神奈川県 チアの先生 ひなこ 10

神奈川県 ちゃんとはたらけるようになりたい 村山 10

神奈川県 デザイナー♡ 与那嶺ひかる 10

神奈川県 デザイナーになって社長になりたい！！(有名人もなってみたい) HiYoRi 10

神奈川県 デザイナーになりたい イカガール 10

神奈川県 デザイナーになりたい！ ももちゃん 10

神奈川県 電車会社ではたらく。 トッティー 10

神奈川県 動物園のしいくいんになりたい。 小杉華子 10

神奈川県 時計メーカーか、文ぼう具メーカー
ルーク・スカイオルカ

―．
10

神奈川県 ナースになりたい 清水心 10

神奈川県 日本史学者になりたいです！ 葵衣 10

神奈川県 ネイルサロンの店長になりたい HR 10

神奈川県 ノーベル文学賞をとりたい！ 浜田ほのか 10

神奈川県 箱根細工しょく人になりたい。 まにまに 10

神奈川県 バスケット選手になってマイケル・ジョーダンみたいにダンクしたい。 ハヤBST 10

神奈川県 バスケでオリンピックにでること 高田涼介 10

神奈川県 パティシエ 高木結衣 10

神奈川県 パティシェになりたい ゆい 10

神奈川県 パティシエになりたい 岡本みりあん 10

神奈川県 パティシエになりたい。 まきのりな 10

神奈川県 パンやさんになりたい。 清水　咲希 10

神奈川県 ピザ屋さん わかしゃも 10

神奈川県 人が幸せになれる仕ごとをしたいです。 泉　彩奏 10

神奈川県 百人一首がすごい強い人になりたい。 まなみ 10

神奈川県 美容師 ゆうなこ 10

神奈川県 ファッションデザイナーになりたい。 タケウチ 10

神奈川県 プログラマー 杉田　光 10

神奈川県 プログラマー 青木　透麻 10

神奈川県 プロゲーマー サシヌ(あか) 10

神奈川県 プロゲーマー ITSU-N 二之宮　樹 10

神奈川県 プロゲーマーに俺はなる！！ キラとげおにぎり 10

神奈川県 プロゲーマーになりたい キラとげおにぎり 10

神奈川県 プロ野球選手になりたい 平松大輝 10

神奈川県 プロ野球選手になりたい。 國生瑛太 10

神奈川県 プロ野球選手になりたい。 慶一 10

神奈川県 ペットショプの人になりたい。 M・S 10

神奈川県 保育園の先生になりたいです。 井領　青夏 10
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神奈川県 保育士 らーちゃん 10

神奈川県 ポップティーンしょぞくもでるになりたい 八代聖七 10

神奈川県 本(しょうせつ)のさっかさん、じゅう医 タイガーアイ 10

神奈川県 まだありません。 たくちゃん 10

神奈川県 みんなを笑顔にするパティシエ あやぽん 10

神奈川県 名探偵ひとし　または竜王ひとし ひとし 10

神奈川県 めざせ!!まんが家!! れいピー 10

神奈川県 もでるになりたい。 杉沢杏菜 10

神奈川県 野球　メジーリーグ 横川　蒼空 10

神奈川県 野球選手 まっつー 10

神奈川県 野球選手になる ドラエモン 10

神奈川県 薬ざいしになりたい!!! ららっクマ 10

神奈川県 ユーチューバー 江川陽 10

神奈川県 ユーチューバー 安野櫂斗 10

神奈川県 ゆめはくろおび まさき 10

神奈川県 よこすかで人気なタクシードライバーになりたい
プラスチックパトローラー

008
10

神奈川県 ラグビーワールドカップに出場中華料理屋を三代目で継ぐ たっちゃん 10

神奈川県 りくじょうせんしゅ ブラックシャドー 10

神奈川県 立派な大人になること。 た 10

神奈川県 レゴを設計する人 はる 10

神奈川県 私のしょう来のゆめは、「美容師」です。 小澤　花南 10

神奈川県 わたしのしょうらいのゆめは「モデル」です。 岩尾　茉優花 10

神奈川県 わたしのしょうらいのゆめは医者です。 Miu 10

神奈川県 わたしのしょう来のゆめはデザイナー♡になりたいです。 藤原　菜帆 10

神奈川県 わたしはスポーツインストラクターか犬のほごしせつの人になりたいです。 木内　杏 10

神奈川県 物理学者 井上 10

神奈川県 宝くじで5億円をもらうこと。 倫太郎 10

神奈川県 「美容師になりたい！！」 鹿谷　夏夕日 11

神奈川県 「ようちえんの先生」 平尾　華凜 11

神奈川県 ・FORTENITEのgotizプロゲーマー 西野　航平KOHEI 11

神奈川県 ・医者　・看護師　・厚生労働省で働く おっこ 11

神奈川県 ・パティシエール　・いい男と結婚(笑) ・ちょうかわいくなる(今もかわいいけど) 織田百合奈 11

神奈川県 CA(キャビンアテンダント) SA-TANJG 11

神奈川県 LDHのスタッフになりたい 小倉　カリナ 11

神奈川県 NASAで働くこと！ キャサリン・R 11

神奈川県 アイスクリームのひとになりたいです 滝口結菜 11

神奈川県 アクセサリーやさん じゅり 11

神奈川県 あこがれの人にあえるようにがんばります。絶対に会いたいです！！ アンドウ 11

神奈川県 アナウンサー りーこ 11

神奈川県 アメリカで映画かんとくになりたい えのっきー 11

神奈川県 医者になりたい 時田結衣 11

神奈川県 犬を2ひきかってみたい！ラブラドール、ゴールデンネトリバー もか 11

神奈川県 イラスト関連（マンガか、イラストレーターなど…） ぽてち 11

神奈川県 イラストレーター あっちゅう 11

神奈川県
いりょう用マイクロサージェリーロボットをつくって過そかが進むちほうでも低コストでちりょうをうけることができるようにし

てノーベル平和しょうをとる
ばるす 11

神奈川県 色んな人から頼りにされる薬剤師になりたいです まっし～ 11

神奈川県 うさぎのおせわをしたい あべゆうき 11

神奈川県 運動係のしごとにつきたい。 みむけん 11

神奈川県 絵が上手になりたい かっちゃん 11

神奈川県 エピックゲームズに入りたい マスクみかん 11

神奈川県 お花屋さんになりたい！ あやぴー 11

神奈川県 オリンピックで活躍できる水泳選手になりたい 西村翔太 11

神奈川県 外国人の通訳になりたい。 かり 11

神奈川県 かいごふくししになること！ エーフィ 11

神奈川県 歌手になりたい 岩田彩花 11

神奈川県 学校の先生(小学校) H.O 11

神奈川県 眼科の人になりたい！ KO 11

神奈川県 機械系の技師 カピバラ 11

神奈川県 キャビンアテンダント あーりん 11

神奈川県 ケーキ屋さんになりたい。 みおさん 11

神奈川県 ゲーム会社に勤めたい S.S 11

神奈川県 ゲームクリエイター リン一(いち) 11

神奈川県 ゲームクリエーターになりたいです。 ろっきー 11

神奈川県 元号を決める人 みやざきしゅん 11
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神奈川県 建築家になる～ 丸井 11

神奈川県 けんちくし にたちゃん 11

神奈川県 この世の中から戦争や争いがなくなりなん民の子や苦しんでいる人がいなくなってほしい！！ せりか 11

神奈川県 サッカー選手になりたい あまくち 11

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい。 らいち 11

神奈川県 自動車かんけいの仕事に入りたいです。 ゆうちゃん 11

神奈川県 社員になりたい そら 11

神奈川県 じゅうい(イルカ) しんたく　りこ 11

神奈川県 獣医になって動物を助ける！ ココペン 11

神奈川県 獣医になりたい。 マスク　オオマイ 11

神奈川県 獣医になりたいです！ アッツー 11

神奈川県 小学校の先生 鏡山大樹 11

神奈川県 小説家になりたい ほのちゃん 11

神奈川県 消防士か警察官　人を助ける職業につきたい こうじ 11

神奈川県 助産師になりたい S.Y 11

神奈川県 信頼される産科医になりたい！ R.S 11

神奈川県 水泳選手になりたい！ ほのちゃん 11

神奈川県 水泳選手になりたい。 すけ 11

神奈川県 水泳選手になりたいです。 ひつじろう 11

神奈川県 水泳選手になる 板東孝向 11

神奈川県 すごい人になりたい！ 長坂　妃代 11

神奈川県 スポーツ選手 コト 11

神奈川県 世界一のベビーシッター♪ りなろか 11

神奈川県 世界で活躍するバレエダンサーになりたい 浅倉若 11

神奈川県 世界旅行に行きたい みっちー 11

神奈川県 そうじぎょうしゃになりたい。 みーくん 11

神奈川県 総理大臣になりたい 曽田雅信 11

神奈川県 たかじょう、動物園の飼育員 坪根　日夏子 11

神奈川県 卓球コーチ 涌井　唯羽 11

神奈川県 ダンサーになる！夢はあきらめない！ byたまこんにゃく 11

神奈川県 地球せいふく パトリシア.Y 11

神奈川県 ちょうりしめんきょをとりたい よっつ 11

神奈川県 デザイナー Lエル 11

神奈川県 デザイナーになる！ みおん 11

神奈川県 電車の運転手になりたい はるひ 11

神奈川県 図書館の人 だん 11

神奈川県 トランペットプロになりたい レタスこぞう 11

神奈川県 バイクにのって自由になる ピーナッツバター 11

神奈川県 バスケが上手になる！ 山岡宥花 11

神奈川県 バスケの地区大会でゆうしょうしたい。 かいせい 11

神奈川県 パティシエ オムライス 11

神奈川県 パティシエ ここ 11

神奈川県 バドミントン選手になりたい チェミ 11

神奈川県 パン屋さんになりたい ファン繆 11

神奈川県 ピアニストになりたい！♪ みみたん。 11

神奈川県 ピアノが弾ける検事になりたい！ 山風ぴゅー 11

神奈川県 ピアノの先生になりたい いっちゃん 11

神奈川県 百鶴を折れるようになりたい。 鶴 11

神奈川県 びようしになりたいです。 N.N 11

神奈川県 フィギュアスケート選手 竹内ゆき 11

神奈川県 フィギュアスケート選手になりたい 竹内　ゆき 11

神奈川県 フェンシングのオリンピック選手　警察官　プロゴルファ　作家 ナカジー 11

神奈川県 プロサッカーせんしゅ 星谷　優真 11

神奈川県 プロサッカー選手になりたい！ コッペパン 11

神奈川県 プロ野球選手になりたい ヨッピー 11

神奈川県 ペットショップ そうすけ 11

神奈川県 弁護士になりたい S 11

神奈川県 弁護士になりたい！ おと 11

神奈川県 保育士になりたい 珠璃 11

神奈川県 保育士になりたい。 フルーツ 11

神奈川県 保育士になりたい。 かきんち～ 11

神奈川県 マラソンランナーになりたい。 マークン 11

神奈川県 もっと人気ユーチューバーになりたい 博霊霊夢 11

神奈川県 野球選手 うずら 11

神奈川県 野球選手になりたい。 こた 11

神奈川県 やりたい事をやる A～ 11
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神奈川県 ユーチューバー 小椋真裕 11

神奈川県 ラグビー選手になりたい 水上睦斗 11

神奈川県 りくじょうせんしゅ 須賀敦也 11

神奈川県 陸上選手になりたいです。 木下　駿佑 11

神奈川県 陸上選手になること 髙橋　勇聖 11

神奈川県 レストランのコックになりたい ようピョン 11

神奈川県 私のゆめは、「美容師」です。 佐藤　瑞希 11

神奈川県 わたしのゆめはパティシエになることです。 ななみ 11

神奈川県 自転車やさんになりたい。 渡辺剛 11

神奈川県
助産師さんになりたいです。いつまでも、ずっと幸せに暮らせますように！！赤ちゃんを産んだお母さんの笑顔を見

たい。幸せに暮らしてほしい。
こっちゃん 11

神奈川県 南中SRたちで鬼ごっこしたいです。 柳泉翔 11

神奈川県 IT関係の仕事につく。 緑バイク 12

神奈川県 宇宙に行きたい 内田輝 12

神奈川県 宇宙飛行士 ミルクコーヒー 12

神奈川県 映画のポスターをつくる人 くも男 12

神奈川県 絵を描く仕事がしたい！ あーちゃん 12

神奈川県 えをかく人になりたい こうちゃん 12

神奈川県 介護士になりたい あゆみ 12

神奈川県 カッコイイ歌をカッコよく歌える歌い手になりたい！ ハル 12

神奈川県 かわいいキティちゃんになりたい レナ 12

神奈川県 かわいくて面白い絵を描きたい。矢沢あいさんみたいな あおい 12

神奈川県 キャビンアテンダントになりたい。 武波真帆 12

神奈川県 ゲームクリエイター 歩夢 12

神奈川県 ゲームクリエイターになりたいです！！ だいまおうたくじい 12

神奈川県 検事さんになりたいです！ ラテ 12

神奈川県 国家公務員になりたいです。 かれん 12

神奈川県 サッカー選手 かっき 12

神奈川県 サッカー選手になりたい よぺちゃぺちゃ 12

神奈川県 サッカー選手になりたい きゅうり 12

神奈川県 獣医になりたい Ke 12

神奈川県 小学校の先生 中学生 12

神奈川県 将棋の棋士になる リョーター 12

神奈川県 将棋の棋士になる コータ 12

神奈川県 小児科医になりたい みく 12

神奈川県 助産師になりたい あゆみ 12

神奈川県 スポーツ選手になりたい！！ さくら 12

神奈川県 世界一のバスケット選手になりたい みーみ 12

神奈川県 戦争のない世界になってほしい。 はる 12

神奈川県 調律し♪ ありあり～ 12

神奈川県 ツムツムスコア1億　コインマックス たまちゃん 12

神奈川県 ディズニーキャストになりたい K.K 12

神奈川県 ディズニーではたらきたい！ あおい 12

神奈川県 動物を一匹でも多く絶滅から救いたい 怪盗キッド 12

神奈川県 なやみ事を聞いてあげられる医者になりたい。 EMK 12

神奈川県 プロソフトボール選手 タピオカより 12

神奈川県 プロ野球選手になりたい 巨人ファン 12

神奈川県 ペットショップの店員になりたい！ ねこ 12

神奈川県 保育士になりたいです！ せいな 12

神奈川県 保育士になりたいです！ Y・ユーちゃん 12

神奈川県 本の編集者 アロンくん 12

神奈川県 本を書く人 ひっか― 12

神奈川県 野球選手になりたい ゆうてん 12

神奈川県 薬剤師になりたい 佐藤 12

神奈川県 有名なうさぎカフェマスターにんりたい タコ焼きマスター008 12

神奈川県 ユニバーサルスタジオジャパンのキャストになる ドビー 12

神奈川県 若林源三みたいなSGGKｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰになりたい きゅーり 12

神奈川県 絵本作家になりたい よぴよ 12

神奈川県 DDDDD jjjjjjj Dj saRa 13

神奈川県 医者 けんちゃん 13

神奈川県 映画館で働く人になりたい。 すーちゃん 13

神奈川県 齋藤飛鳥ちゃんに会いに行く！ Miku（みく） 13

神奈川県 ジャニーズになる！イエーイ ミッキーベティ 13

神奈川県 図書館司書になりたい！ はる 13

神奈川県 バスの運転手になりたい 鈴木駿平 13

神奈川県 びよーしになりたい ブーC 13
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神奈川県 ペットショップの店員なる～ うん子 13

神奈川県 ポペイロ　サッカー選手の用具をきれいにする 伊藤 13

神奈川県 有名人なる！！ww くるみ 13

神奈川県 YouTubaとけっこんできますように♪ みー子 14

神奈川県 イケメンと結婚して、シンデレラ城に住む もりゆいこ 14

神奈川県 一級建築士 微少年 14

神奈川県 億万兆者になりたい Mr.K 14

神奈川県 海賊王に俺はなる！！ Kojiro 14

神奈川県 過眠気味な所を治したい！ ウニ 14

神奈川県 サファテみたいな、ストレートと、ハーマンみたいなカーブを投げれるようになる。 中尊寺金色堂 14

神奈川県 すだまさきになりたい。。。。 くぼじ 14

神奈川県 野球選手になる　親こうこうする～ 庄司幹太 14

神奈川県 VANSとSANTACRUZのスポンサーがついに世界で１番のプロスケターとサーファーになれますよ～に roy purdy 15

神奈川県 真人間（切実） たろう 15

神奈川県 弁護士になりたい Maaya 15

神奈川県 有馬こうこう お金もちになる さとうひな 16

神奈川県 仮面ライダーになりたい みずっち 16

神奈川県 心理カウンセラー Mr.K 16

神奈川県 20歳までにステキな彼氏を作る！！来年は幸せになる～ ー 18

神奈川県 海賊王になりたい。 だいちゃん 18

神奈川県 指名されるホテリエになる めいりー 18

神奈川県 職を手にしてお金をかせぎたい　推しにあいたい はーちゃん 18

神奈川県 人生のどこかで素敵な人と出会いたい！！ 匿名希望 18

神奈川県 専業主婦になる♡ もちこ 18

神奈川県 ニートなりたい！！専業主夫希望 あおい(仮) 18

神奈川県 パンケーキたべたい！ ♡ 18

神奈川県 考古学者になりたい みちこ 18

神奈川県 作家になってベストセラーを出したい！！！ あまみ 18

神奈川県 一級建築士 shell 19

神奈川県 エモい20代を送って、30代でゴールインしたい。切実に。 ー 19

神奈川県 ステキなだんなさんと結婚したい まなてぃ 19

神奈川県 完全週休2日制 土日休みで就職！！ よしだてつや 21

神奈川県 くりえいてぃぶなしごとをしたい。 やまもと　りょうま 21

神奈川県 就職したい ー 21

神奈川県 タピオカいっぱい食べたい きょんか 25

神奈川県 おすしたべたい しょうご 26

神奈川県 計画的な資産運用を学びたい ひろあき 27

神奈川県 税理士になりたい まさる 28

神奈川県 ・世界一周旅行　・世界の少しでも役に立つ仕事を、家族でしていく あいこ 32

神奈川県 世界平和 Kacchp 44

神奈川県 子どもが夢をかたれる社会がずっと続きますようにと願います。 桜井　英子 64

神奈川県 人類の進歩に役立つ科学者になりたい フミちゃん ー

神奈川県 「服」をつくるデザイナーになりたい。 菱川笑茉 ー

神奈川県 ・デザイナー　・シンガーソングライター 鈴木心菜 ー

神奈川県 ・発明家になりたい　・科学者にもなりたい りゅうし ー

神奈川県 ・メアリーズで芸能界デビュー　・ピアニスト(K-POPが無理なら)　・K-POPになりたい！ 杏奈(オレンジ) ー

神奈川県 eスポーツの選手になる 和起 ー

神奈川県
FCバルセロナに入って日本のメッシと言われる。いわれるだけじゃなくて実力でも日本のエースになって歴史に名前

をのこす。
ー ー

神奈川県 Ｇメンになりたい ー ー

神奈川県 Ｈ.Mと結婚できますように。 ー ー

神奈川県 K-POPアイドルのマネージャースタイリスト 鈴木るの ー

神奈川県 Mと付き合えますように ー ー

神奈川県 SAPIXのテスト受かるように りゆの ー

神奈川県 TWICEに会いたい 相原 ー

神奈川県 アイドル まこ ー

神奈川県 あいどるになりたい みく ー

神奈川県 あいどるになりたいです ー ー

神奈川県 赤ちゃんがほしい　せんそうがおきないでほしい 井上　れん ー

神奈川県 あかりちゃんのゆめはプリキュアになることです。 あかり ー

神奈川県 アナウンサーになりたい ー ー

神奈川県 ありえるになりたい ー ー

神奈川県 アンパンマンにあえますように ー ー

神奈川県 家の設計図を作るデザイナー 網嶋結実 ー

神奈川県 生きものとたくさんふれあいたい 向坂温人 ー

神奈川県 生き物をかいたい ー ー
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神奈川県 イケメンかれしができますよーに！ ー ー

神奈川県 一級建築しになること 晴哉 ー

神奈川県 犬を5ひきかうこと 曽田倖姫 ー

神奈川県 いろいろかんがえてやっといまのところひみつ ー ー

神奈川県 ウィンブルドンに出る！ ー ー

神奈川県 うさぎカフェの店長　TWICEに会う！ 皆愛 ー

神奈川県 ウルトラマンになりたい!! ー ー

神奈川県 うるとらまんになる ー ー

神奈川県 運転手さんになりたい ー ー

神奈川県 うんてんべんきょうをとりたい 芳宗 ー

神奈川県 おいしゃさん ー ー

神奈川県 おいしゃさんになりたい。 ー ー

神奈川県 おおきくなったらしんでれらになりたいです。 みやさかはるか ー

神奈川県 多くの人を幸せにする ー ー

神奈川県 大手きぎょうで部長になる。(社長はいやだ。) 香取研太 ー

神奈川県 大人になったら、かんごしさんになって、みんなをたすけられるようになりたい！ ー ー

神奈川県 おはなやさん ー ー

神奈川県 お花屋さんになりたい 心葉 ー

神奈川県 お花屋さんになりたい。 佐賀優里 ー

神奈川県 オリンピックにでたい＜リレーに＞　おう金もちになりたい すが原　涼真 ー

神奈川県 おんせんにはいりたい 圭き ー

神奈川県 外国にすみたいです！ ナゴユー ー

神奈川県 会社員 中谷拓未 ー

神奈川県 海賊王に俺はなる！！ 屋良 ー

神奈川県 海賊王に俺はなる！！ドン！！ 中野ルカ ー

神奈川県 海賊王に俺はなる！ドン！ ルフィ ー

神奈川県 科学者 関泰知 ー

神奈川県 学校の先生 海老原亘 ー

神奈川県 学校の先生 筧里彩 ー

神奈川県 学校の先生 ー ー

神奈川県 学校の先生になりたい。 ー ー

神奈川県 かっちゅうしになること。 三上 ー

神奈川県 カフェのしょく業につきたい タケ ー

神奈川県 カフェ付属の図書館をけい営したい 橋川 ー

神奈川県 かまぼこしょく人 康平 ー

神奈川県 空手のせんしゅになりたい。 ー ー

神奈川県 空手のテクニックを上手になる。 來愛 ー

神奈川県 彼氏をつくる！ ー ー

神奈川県 かわいい女の子と付き合えますように。 ー ー

神奈川県 かんごし あおい ー

神奈川県 かんご士か保育士になる。 後藤楓 ー

神奈川県 看護師になって、いろいろな人を助けたい。(これからも友達と仲良くできるように。) 荻野 ー

神奈川県 かんごしになりたい！ マリックアリーナ ー

神奈川県 キャビンアテンダント ー ー

神奈川県 教会のぼくしになりたい 松﨑　きよか ー

神奈川県 車をつくる人。もしくは、レクサスの会社に入ること 芝田湊汰 ー

神奈川県 けいさつかんになりたい ー ー

神奈川県 けいさつかんになりたい さわ ー

神奈川県 けいさつかんになりたいです。 みゆ ー

神奈川県 ケーキ屋さん さきか ー

神奈川県 ケーキやさん ー ー

神奈川県 ケーキやさん ー ー

神奈川県 ケーキやさんなりたい。 ー ー

神奈川県 ケーキやさんになれますように ー ー

神奈川県 ゲーマーになりたい ゆきな ー

神奈川県 ゲーマになりたい 松本望来 ー

神奈川県 結婚したい！！料理も家事もできないけど誰か…誰か結婚しよ… さのまる ー

神奈川県 元気で長生きする。くるしいことがあってもめげずにがんばる。 ー ー

神奈川県 けんきゅうしゃ ー ー

神奈川県 けんきゅう者 馬場ゆめと ー

神奈川県 声ゆう、はいゆう 金光柊蕗 ー

神奈川県 メアリーズで芸能界デビュー☆　TWICEに会いたい 夏輝(グリーン) ー

神奈川県 サッカー選手 青柳脩己 ー

神奈川県 サッカー選手 小島あきら ー

神奈川県 サッカー選手 端中直大 ー

神奈川県 サッカーせんしゅ みゆさん ー
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神奈川県 サッカー選手か、川崎フロンターレのコールリーダーになりたい。 内田達哉 ー

神奈川県 サッカー選手かフットサル選手になる 鈴木悠介 ー

神奈川県 サッカー選手になって海外にいきたい。 キムラユウ ー

神奈川県 さっかーせんしゅになりたい ー ー

神奈川県 サッカーせんしゅになりたい。 後藤眞偉 ー

神奈川県 サッカーのコーチになりたい 上原修三 ー

神奈川県 サッカーをうまくなってJリーグで活やくする。 端中湊太 ー

神奈川県 サッカーを見る ー ー

神奈川県 さめのはかせ すうひろ ー

神奈川県 幸せになりたい ー ー

神奈川県 自分の料理のお店がもちたいです。 りる ー

神奈川県 じゅういになりたい！！ KANAHO　IKEDA ー

神奈川県 しゅうかつがはやくおわりますように ー ー

神奈川県 しゅうしゅう車のごみをしゅうしゅうする人になりたい 白とりはると ー

神奈川県 小動物のじゅういさん。 ここ ー

神奈川県 しょうまになりたい あきら ー

神奈川県 しょうらいドラゴンボールのゲームやカードをつくつひとになる。 ー ー

神奈川県 しょうらいのゆめ　かんりょう さいとうさとる ー

神奈川県 しょうらいは「デザイナー」になりたいです。 上堀伶菜 ー

神奈川県 しょうらいまんがかになりたい 八木あやか ー

神奈川県 しょう来の夢はすごい高校に入ってすごい大学に入って会社にしゅうしょくし、エリート会社員になること。 小森瑛仁 ー

神奈川県 ショパンのかくめいのエチュードがひけるようになる！！音楽大学に行く。 田島凛桜 ー

神奈川県 身長２ｍ ー ー

神奈川県 身長が伸びてほしい ー ー

神奈川県 しんぶんをよめるようになる はんな ー

神奈川県 水泳選手になる。 庄司真之介 ー

神奈川県 水泳の泳ぎを上手くしたい。 永原沙奈 ー

神奈川県 スイミングのチャンピオンになりたい ゆうな ー

神奈川県 スインプロゲーマーフォートナイト 加藤　颯涼 ー

神奈川県 すくすくと大きく育ちますように ー ー

神奈川県 スケート選手になりたい りいこ ー

神奈川県 ずっと友達☆☆　♡なお　のどか　なぎさ　のあ　あいり　ゆか　あやみ
なお,のどか,なぎさ,の

あ,あいり,ゆか,あやみ
ー

神奈川県 素敵でイケメンな彼氏と出会うこと　めざせ高校生までに ー ー

神奈川県 ステキな旦那さんをもつ ひまり ー

神奈川県 世界で一番ゆうめいなバスケの選手になりたい！ 徳山琴美 ー

神奈川県 先生になりたい ー ー

神奈川県 総首 ー ー

神奈川県 大吉が出ますように。いい事がありますように。 ー ー

神奈川県 大金もちになれますように。 是枝柊斗 ー

神奈川県 大工 大河原たかアンドよし ー

神奈川県 大工かがかになってみたい REI ー

神奈川県 大工の仕事 比企野 ー

神奈川県 たいそうせんしゅになりたい ー ー

神奈川県 体操の選手 中村実生 ー

神奈川県 大統領になりたい！ トランプ ー

神奈川県 だれよりもデュエマで強くなる デュエマの天才 ー

神奈川県 ダンサーになりたい 古澤理央 ー

神奈川県 ダンサーになりたい！ 小林ゆう ー

神奈川県 中高一貫校に受かりたいです 入山 ー

神奈川県 てきになる！ ー ー

神奈川県 デザイナーになって、さまざまな分野で活やくしたいです。 寺地 ー

神奈川県 テニス選手 大内そら ー

神奈川県 動物園の仕事 IKIRU ー

神奈川県 動物のしいく係 ー ー

神奈川県 とどうふけんぜんぶ行ってみたい 西村けい ー

神奈川県 トリーミング(犬の毛を切る仕事)になりたいです。 松本鞘 ー

神奈川県 努力がみのりますように　テスト高得点 ー ー

神奈川県 肉 ー ー

神奈川県 ニュースパークの従業員さんになりたいです ルカ ー

神奈川県 ぬい物を上手くできるようになって、自分の洋服などを自分で作れるようになりたい。 塩部礼奈 ー

神奈川県 ネコちゃんになりたいです。 ー ー

神奈川県 ねこや犬、ペットを一度は飼ってみたい 浅井実希 ー

神奈川県 ノーベルしょうをとりたい！ 泉博貴 ー

神奈川県 はいゆう　ゲーム会社　サッカー選手 佐藤瑠衣 ー

神奈川県 バスケットボール選手 原山恵太 ー

193



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

神奈川県 発明家 あかり ー

神奈川県 パティシエ なず ー

神奈川県 パティシエ飼育しになりたい 森本夏希 ー

神奈川県 パティシエになりたい まいか ー

神奈川県 バドミントン選手に、なりたい。 瑞 ー

神奈川県 バトンとチアの先生になりたいです。 かなみ ー

神奈川県 はりねずみをかいたい。どうぶつえんにいく!! ー ー

神奈川県 バレーボール選手 山下怜那 ー

神奈川県 バレリーナ 伊藤歩美 ー

神奈川県 バレリーナなりたい ー ー

神奈川県 ハワイに住む 矢野愛理彩 ー

神奈川県 パンダみたい ー ー

神奈川県 バンドを組む 加藤　晴喜 ー

神奈川県 パン屋 ー ー

神奈川県 パン屋に、なりたい。 金子ゆあ ー

神奈川県 ひーローになりたい ー ー

神奈川県 ピカチューになりたい♡ ー ー

神奈川県 びょういんのいしゃ 山本航平 ー

神奈川県 びょういんの院長になりたい。 石川拓弥 ー

神奈川県 美容し 中山　栞 ー

神奈川県 びようしになってみんなを笑顔にしたいです！ はる ー

神奈川県 びようしになりたい ー ー

神奈川県
美容士さんです。理由は、みんながうれしそうになったり、どんな完成になるのか、ワクワクしてもらって、その笑顔を

みたいからです。
小山ほのか ー

神奈川県 ファッションデザイナーになりたいです。 かずみ ー

神奈川県 副ぎょうで、カフェを営む くわヒビ ー

神奈川県 ブリーダーになりたいです。 ルル ー

神奈川県 ぷりきゅあ ー ー

神奈川県 プリンセスになりたいな♡ はーヒひらひら ー

神奈川県 プロき士になりたい。 ー ー

神奈川県 プログラマー 木戸徹郎 ー

神奈川県 プロゲーマーになりたいです。お金がいっぱいもらえるからです。 ー ー

神奈川県 プロゴルファーや、おいしゃさんになりたいです。 ー ー

神奈川県 プロサッカーセンシュ アイキング ー

神奈川県 プロサッカー選手 小川尋斗 ー

神奈川県 ブロスタで（全）げっとできますように A君 ー

神奈川県 プロの歌手　ダンサー 鈴木美夢 ー

神奈川県 プロバスケットボール選手になること 佐藤椋太 ー

神奈川県 プロ野球選手 佐々木元陽 ー

神奈川県 プロ野球選手になりたい 田中大 ー

神奈川県 プロ野球選手になりたい！ 田中孝太郎 ー

神奈川県 ぶんぼうぐやさんになりたいです。 ー ー

神奈川県 平和にすごすこと 月光 ー

神奈川県 ペットショップではたらきたい ー ー

神奈川県 ペットをかっていっけんやにすんで、ペット屋さんになりたい。 松木倫英 ー

神奈川県 べんごしになりたい。 のんちゃん ー

神奈川県 ほいくえんの先生 ー ー

神奈川県 ほいくしになりたい ー ー

神奈川県 ほいくしになりたい。 ー ー

神奈川県 保育士になりたいです 中澤 ー

神奈川県 保育士 みなもん ー

神奈川県 ほいく士 清水真由子 ー

神奈川県 ぼくのゆめは、カードをつくるです。 上田はるが ー

神奈川県 ぼくはいしゃになりたいです ゆうや ー

神奈川県 マジシャンになりたい！！ 怜乃氏 ー

神奈川県 まだありません。 アイス ー

神奈川県 まだ決まってないけど、かんご士かかいご士になりたいです。 新田希羽 ー

神奈川県 マッサージやになりたいです。 細井愛那 ー

神奈川県 まんがか ー ー

神奈川県 まんがかになりたい ー ー

神奈川県 まんがかになりたい。 すず木りな ー

神奈川県 マンガ屋か、本屋の店員になりたい 古谷柚希 ー

神奈川県 まん画家 齊藤璃桜 ー

神奈川県 メアリーズで芸能界デビュー！K-POPアイドルになりたい！ 梨紗(レッド) ー

神奈川県 メアリーズで芸能界デビュー　幸せにくらす　嵐・Sexyzoneのコンサートでファンサをもらいたい 侑楽(ブルー) ー

神奈川県 メジャーリーガかプロ野球選手 平河大芽 ー
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神奈川県 めっちゃめちゃステキな彼氏に出会うこと♡ ー ー

神奈川県 モデル 高林まい ー

神奈川県 やきゅうせんしゅ たくみ ー

神奈川県 野球選手になれますように ー ー

神奈川県 薬剤師になりたい。 アママ ー

神奈川県 ユーチューバーかプロ野球選手 鈴木依吹 ー

神奈川県 ユーチューバ―になりたい じょうだい　はると ー

神奈川県 ユーチューブでゲームをじっきょうする。 角田篤哉 ー

神奈川県 ユニバーサルスタジオジャパンに行きたい 水谷 ー

神奈川県 ゆめのぼうけん リムハ、テンペスト ー

神奈川県 よう服やさん 秋本リハ ー

神奈川県 ラグビー選手になりたいと思う。 白井そうめい ー

神奈川県 ラグビー選手のスクラムハーフでゆうしょうすること。 小池太進 ー

神奈川県 りかちゃんにんぎょうがほしい みゆ ー

神奈川県 陸上選手になりたい 鈴木梨乃果 ー

神奈川県 りょうしになりたいです。 ぐちけん ー

神奈川県 料理人になりたい。 そね原 ー

神奈川県 ルパンイエローになりたい さやか ー

神奈川県 歴史が詳しい人になれますように ー ー

神奈川県 レゴを作る人 ー ー

神奈川県 わたしのしょう来のゆめは、医者です ー ー

神奈川県
わたしのしょうらいのゆめは、ざっかやさんです。どうしてかとゆうとみんながえがおになるしプレゼントをかってあげられ

るからです。
亜弥華 ー

神奈川県 私のしょうらいの夢は、まんがかです。もっとかわいい女の子をかいて、まんがかになりたいです！ えま ー

神奈川県 私は、水族館の飼育員になりたいです。 ゆきな ー

神奈川県 私は、スポーツせんしゅになりたい。 清水七海 ー

神奈川県 わたしは、ダンサーになることです。 保坂　春海 ー

神奈川県 医りょう関係の仕事につきたいです。 こなつ ー

神奈川県 飲食店けいえい 向井 ー

神奈川県 科生物専門学者　きょうりゅう 西山つよし ー

神奈川県 金持ちでゆうめいな会社の社長になりたい 藍人 ー

神奈川県 空手の選手 佐々木陽翔 ー

神奈川県 私のしょうらいの夢はお医者さんです。たくさんの人をたすけたいからです。 吉田さえこ ー

神奈川県 私のしょうらいの夢は水ぞくかんの飼育員です。どうしてかというと、動物が好きだからです。 立石柚月 ー

神奈川県 水泳の選手になる！！ 翔大 ー

神奈川県 世界りょ行したい。 輝くん ー

神奈川県 大金もちになりたい。 岸部優汰 ー

神奈川県 中学校の英語の先生になりたい。 堀口楓 ー

神奈川県 鉄道のうんてんしゅ 坂井貴斗 ー

神奈川県 電車の運転手になること 金盛陽向 ー

神奈川県 服のデザイナーになってみんなをよろこばせたい 矢吹明日香 ー

神奈川県 野球の選手 竹中梧翔 ー

神奈川県 有名会社の社長になりたい。 青木士門 ー

新潟県 仲良し家族で幸せな毎日 あおなみ 2

新潟県 新幹線の運転手さんになりたいです ともや 4

新潟県
ぼくは、こうじ（工事）をする人になりたいです　いろんなはたらくくるまをうんてんして、おおきなたてものをたてたい

です
あぼうう 5

新潟県 ケーキ屋さんおいしいケーキを沢山作りたい。 きえ 6

新潟県 バスの運転士になってたくさんのお客さんを乗せていろんなところを走ってみたいです。 ゆうせい 6

新潟県 うちゅうひこうしになりたい ななか 7

新潟県 きょうりゅうはかせになりたい。 白井康介 7

新潟県 サッカーせんしゅのコーチになりたいです。 はせ川いぶき 7

新潟県 ペットショップのスタッフになりたい 円山心花 7

新潟県 ペットショップのてんいんに、なりたいです。 いとうりこ 7

新潟県 ほいくしになりたい！ 田中美緒 7

新潟県 ほいくしになりたいです！ はに田りお 7

新潟県 やきゅうのせん手　ぷろやきゅうせん手になりたい。 やなおかなと 7

新潟県 ユーチューバーになりたい 赤松太よう 7

新潟県 ユーチューバーになりたい 円山綾人 7

新潟県 ユーチューバーになりたいです。 わたなべかなと 7

新潟県 けいさつかんになりたい おかだけいすけ 8

新潟県 ディズニーランドのスタッフになりたい。 あべひかり 8

新潟県 ユーチューバーになりたい。 井上橙司 8

新潟県 アイドルになりたいです！ Y.O 10

新潟県 柔道でオリンピックに出て、みんなが感動するような試合をする。 りゅう 11

新潟県 和太鼓奏者と剣舞の師範 颯誠 11
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新潟県 医師 りお 13

富山県 しんかんせんをうんてんしたいな あーたん 2

富山県 ずーっと子どものままでいたい はむこ 4

富山県 消防士になりたい こはく 5

富山県 あいすくりーむやさんになりたい。 しゅか 6

富山県 うきゅうにいきたい。 こうきさんた 6

富山県 とこやさんになりたいです ふゅか 6

富山県 ぷうるおじょうずになりたいです。 しまざき にいな 6

富山県 保育園の先生になりたいです。 ひーくん 6

富山県 ゆめやすしや どい れんすけ 6

富山県 わたしは、あいすくりーむやさんになりたい。 りさ 6

富山県 お笑いげいにんになりたい。 音輝 7

富山県 くれーぷやさんになりたい いしさき ゆずか 7

富山県 サッカーせんしゅ、レアルマドリードに入りたい 野原 朝陽 7

富山県 たんきゅーせんしゅハリモトみたいになりたい 朝陽 7

富山県 ともだちがふえてほしい さちか 7

富山県 ぷーるをがんばりたいです さくら 7

富山県 ぼくはしょうぼうしになりたいです たかの あらた 7

富山県 ユーチーバー でむら みお 7

富山県 あかごがうまれたらしあわせにしたい。 るり 8

富山県 頭がよくなりまますよに学校の先生になりたい。 たなべのな 8

富山県 いしゃ うのしづく 8

富山県 絵かき うの しづく 8

富山県 おかあさんとしごとをする。 るり 8

富山県 大人になったらけーきやさんになりたい だいぞう ともみ 8

富山県 カーレスのせんしゅになりたいです。 おおた たいせい 8

富山県 かぞくといっしょに、いつもせいかつをまもれますように。 石山 ゆみ 8

富山県 かんごし じゅりあ 8

富山県 けいさつ じゅりあ 8

富山県 けんちくし うの しづく 8

富山県 サッカーせんしゅになれますように、 山本 ゆうま 8

富山県 しあわせになりたい ゆの 8

富山県 しあわせになれますように、 山本 ゆうま 8

富山県 ジェットコースターにのりたい 涼乃 8

富山県 じてん車にもっとうまくのれますように。 かれん 8

富山県 じゅういさん じゅりあ 8

富山県 じゅういになりたい。 あきら 8

富山県 ばとみんとんがうまくなりたい。 ふじた れいみ 8

富山県 パパとままがながいきしますように。 ちあき 8

富山県 ほいくし 中田さわ 8

富山県 みんながしあわせになって友だちがふえますように。 結也 8

富山県 みんながしあわせになりますように。 永森 亜殻音 8

富山県 やきゅうのたいかいでゆうしょうしたいです。 奏志 8

富山県 ユーチューバー でむらりん 8

富山県 わたしのゆめは、お花屋さんになりたいです 渡辺 柚愛 8

富山県 わたしのゆめは、げいじゅつかです。 山岸 夏め 8

富山県 わたしのゆめは、テニス大会で１位になりたいです。 いとう かなえ 8

富山県 わたしのゆめは、パン屋さんになることです。 前寺 ゆわ 8

富山県 １００さいか１２０さいか１６０さいか２００さいまでいきる ひっと 9

富山県 １３０さいまで生きる。 そうすけ 9

富山県 おかねもちになりたい キー 9

富山県 お金持ちになりたい ゆうは 9

富山県 お金もちになりたいです。 あんな 9

富山県 お金もちで長いきできますように はるか 9

富山県 お金もちになりたい あおちゃん 9

富山県 かぞくが、げんきでいられますように♥ 中山 あいり 9

富山県 かぞくみんな天国でも元気でいられますように はるか 9

富山県 サッカーせんしゅになる けいいち 9

富山県 写生をとるカメラマンになりたいです。 あんな 9

富山県 ダンサーになりたい あおちゃん 9

富山県 デュエマさいきょう三者になりたい はるか 9

富山県 床屋さんか料理つくる人になりたい まーぼー 9

富山県 友達とバンドやりたい。 レン 9

富山県 長いきしたい キー 9

富山県 ながいきしたい ゆうは 9

富山県 長生きしたい えにし 9
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富山県 ねこカフェではたらきたい 柚奈 9

富山県 ピアノがうまくなりたい 伊藤叶 9

富山県 ペットショップ屋さんになれますように。 前寺ゆ羽 9

富山県 マンガかになりたい。 有姫 9

富山県 りくじょう選手になりたい あやの 9

富山県 ドラフトで選ばれてプロ野球選手になる！ きょうちゃん 10

富山県 ハワイに行ってみたい ゆうせい 10

富山県 保育士になりたい。 パンダ 10

富山県 りまパパがはたらいてるちゅうもくにはいりたい まさき 10

富山県 ロケットにのってうちゅう１周 優心 10

富山県 １００点とりたい 山本 11

富山県 そろばんのプロ選手になりたい ゆっちゃん 11

富山県 農業や漁業、林業などに携わる仕事に就きたい。 のん 11

富山県 パティシエールになりたい ファーンタ 11

富山県 美容師になりたい 心雛 11

富山県 不老不死になりたい 健晴 11

富山県 まんが家になりたい。 ナタデココ 11

富山県 料理人になりたい みかん 11

富山県 スポーツ選手になりたい 来夢 12

富山県 みずあめやさんなりたい きら 13

富山県 ほいく園の先生 すな田 侑奈 ー

富山県 大きいマグロを釣りたい。 ー ー

富山県 きょうりゅうとあそべること 山崎まこと ー

富山県 サッカーの大会でゴールにぼうるをいれてかちたいです すぎ本 ゆうま ー

富山県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい。 ー ー

富山県 世界一のポケモンマスター ー ー

富山県 たこやきやさんになりますように みづき ー

富山県 どうぶつえんのしいくいんになりたい ー ー

富山県 びょういんの先生になりたい。 みやもり しょうま ー

石川県 かわいいカフェやさん なおき 2

石川県 消防士になりたい たくみ 2

石川県 プリキュアになりたい。 ここちゃん 2

石川県 I WANT TO BE A DOCTOR
CHARLENE 

ELEANOR
3

石川県 アンパンマン おうは 3

石川県 おさかなになりたい はる 3

石川県 おままごとたくさんする！！ りん 3

石川県 しょうぼうしゃのうんてんしゅさん えいいち 3

石川県 ドラえもん のん 3

石川県 花屋さん けいこ 3

石川県 ゆりぐみさんになりたい ちっちゃん 3

石川県 わにさん まい 3

石川県 ー さとちゃん 3

石川県 おやつをたくさんたべたい ゆいな 4

石川県 お姫様になりたいなぁ ひーちゃん 4

石川県 かわいいカフェやさん あや 4

石川県 ごーるどになりたい！！ そうき 4

石川県 バスケでゆうしょうしたい！！ あらた 4

石川県 パンやさん るう 4

石川県 プリキュアになりたい。 ゆり 4

石川県 プリンセスになりたい ももか 4

石川県 マリオになりたい りょうた 4

石川県 あいすくりいむやさんになりたいな しおり 5

石川県 あいどるになりたい れい 5

石川県 イケメンサッカー選手 よしや 5

石川県 いっきゅうけんちくし なおや 5

石川県 お花やさんをママとすることです くるちゃん 5

石川県 オリンピックに出る！！ たんせい 5

石川県 お花やさん みゆ 5

石川県 かんごしになりたい なぎさ 5

石川県 ケーキ屋さん こはる 5

石川県 たいそうせんしゅになりたい はらゆきと 5

石川県 パティシエ さゆみ 5

石川県 バレエが上手なキャビンアテンダント しおんひめ 5

石川県 ぷりんせすになりたい きたもりりり 5

石川県 あいすくりいむやさんになりたいです。 みお 6

197



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

石川県 あいすやさん あら木ゆうか 6

石川県 アイすやさんになりたい りお 6

石川県 あいすやさんになりたいです。 あいく 6

石川県 あいどるになりたい。 はなか 6

石川県 あべんじゃーずになりたい むらた 6

石川県 いしゃになりたい ひなた 6

石川県 いちりんしゃのせかいきろく さくっち 6

石川県 うちゅうひこうしになりたいです。 ゆうと 6

石川県 おはなやさん ももか 6

石川県 およぐのがじょうずになりたい りさ しんた 6

石川県 かぞくでりょこうへいきたいな こちゃるん 6

石川県 がっこうのせんせいになりたいです。 すずな 6

石川県 かんごしさんになりたい。 いちやん 6

石川県 かんごしさんになりたいです ゆきちゃん 6

石川県 かんごしさんになれますように でぐち りりな 6

石川県 かんごしになりたい れんか 6

石川県 神主さんになってお祭りの時にいつでも大好きな獅子舞をみたいな あやあや 6

石川県 けいさつかんになりたいです。 そうた 6

石川県 けいさつかんになる きらきらぼし 6

石川県 けいさつかんになれますように ひらた じん 6

石川県 けいさつでおおがねもちにな ふうま 6

石川県 けいさつになりたいです ありひと 6

石川県 けいさつになりたいですよしてがんばります りゅうか 6

石川県 けえきやさんになりたい あんな 6

石川県 ケーキやんになりたい ゆな 6

石川県 げむがじょうずになりたいです。 あさい りゅうと 6

石川県 こーひやさんになりたい ゆうと 6

石川県 サーかせんしゅになりたい。 吉田がく 6

石川県 さっかぁせんしゅなりたい あらた 6

石川県 さっかーせんしゅになりたいです いぶき 6

石川県 さっかせんしゅ いたる 6

石川県 さっかせんしゅになりたいです りんせい 6

石川県 しかえいせいしになりたい。 ちな 6

石川県 じょさんしさんになりたいです。 ゆうあ 6

石川県 しんかんせんのうんてんしゅになりたいです ひろと 6

石川県 バスのうんてんしゅ たくま 6

石川県 パティシエになりたい ゆきちゃん 6

石川県 ぱてぃっしえになりたい。 まな 6

石川県 はんばぐやさんになりたいです。 あいと 6

石川県 びょういんのひとになりたい。 たすくさん 6

石川県 ペットショップやさん なな 6

石川県 ほいくえんのせんせいになりたい ゆうせい 6

石川県 ぼくはさっかーあせんしゅになりたいです。 ますやま はるく 6

石川県 ままみたいになりたい。 はるく 6

石川県 もでるになりたい まい 6

石川県 もでるになりたい。 はな 6

石川県 ゆうちゅうばあになってとっぷになりたいです。 としは 6

石川県 りくじょうぶになりたい。 はな 6

石川県 アイスやさんになりたい ひな・ひひ 7

石川県 アイスやさんになれますように！！ なさ 7

石川県 あいどる りさちゃん 7

石川県 アイミよんみたいになれますように！ さなこ 7

石川県 生き物が大好きなので、海洋生物学者になりたいな かつかつ 7

石川県 いしゃになりたい。 すがい 7

石川県 ウハトラマンのなかの人になりたい。 しょうー 7

石川県 エジプトへ行く こうき 7

石川県 おいしゃさんになりたい！！！ わか 7

石川県 おうさまになりたい。 しゅんた 7

石川県 おかしやさん はな 7

石川県 お花やさんになりたいです。 きよ・きよ 7

石川県 およふくやさんになりたいです ほのか 7

石川県 がいこくのパリにいきたいな ひろき 7

石川県 かうぼーいになりたい しま 7

石川県 かしになれますように さな 7

石川県 学校の先生になりたい。 高嶋華子 7

石川県 空手せんしゅになりたお。 あひようー 7
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石川県 かんごしさんになりたい ゆず 7

石川県 かんごしになって、一人でも多くの人をたすけたい。 さわ 7

石川県 クレープやさんになりたい ゆな 7

石川県 警察官です　私の周りの人たちをニコニコ笑顔にしたいから にこちゃん 7

石川県 けいさつかんになりたい ゆきと 7

石川県 けいさつかんになりたいです れいと 7

石川県 けいさつになりたいです。 めぐる 7

石川県 ケーキやｓんになりたい！！ ゆい 7

石川県 ケーキやさん ちゅちゃん 7

石川県 ケーキやさん まな 7

石川県 ケーキやさんになりたい のあ 7

石川県 ケーキやさんになりたい！ かえで 7

石川県 ケーキやさんになりたい！ あいか 7

石川県 ケーキやさんになりたいです。 みさき 7

石川県 こころがやさしい人になりたい。 りお 7

石川県 サッカーせんしゅ しょうた 7

石川県 サッカーせん手になりたい けいと 7

石川県 サッカーせんしゅになりたい！ しょうま 7

石川県 サッカーせんしゅになりたいです。 ひろと 7

石川県 サッカーせんしゅのコーツになりたい。 りゅうへい 7

石川県 幸せになる はると 7

石川県 しいくいん ふうか 7

石川県 しごとおして大がねもち みなと 7

石川県 しょうらいのゆめは、けいさつをしたいです。 あべ ゆう大 7

石川県 スケート選手とお花屋さん みお 7

石川県 スケボーせん手になりたい。 ポケモン 7

石川県 だんすがじょうずになれますように さな 7

石川県 ダンスのプロになりたい ここちゃん 7

石川県 つよくなりたい。 たく 7

石川県 つよくなりたいなれますように。 かさま そらた 7

石川県 ディズニーではたらきたいです。 えみ 7

石川県 テニスプレーヤーになりたいです。 おう大 7

石川県 ともだちといっしょにユーチューバーになりたい こゆき 7

石川県 トランポリンせん手になりたい。 ポケモン 7

石川県 ナース 岡本まあや 7

石川県 ながいきしたいです。 えいと 7

石川県 バスケせんしゅになりたい マイッキー 7

石川県 ばすけにほんばんででたいです けい 7

石川県 ぱてぃしえになりたい！ ゆいとんこつらーめん 7

石川県 ぱてぃしえになりますように やまもと かほ 7

石川県 はなやさん しょうちゃん 7

石川県 花やさんになりたいです。 あのん 7

石川県 ぱぱとままになれますように！ さだこ 7

石川県 バレーボールがうまくなりたいな♥ なかい さくら 7

石川県 パンやさんになりたいです。 たまちゃん 7

石川県 ぴあのがならえますように さな 7

石川県 ピアノのプロになりたい さき 7

石川県 びょういんの先生になりたい。 こと 7

石川県 ふっきんバキバキ ゆーこちゃん 7

石川県 プロサッカーせんしゅになって」ううしょうしたい りと 7

石川県 ほいくえんのせんせいになりたい。 はるま 7

石川県 ほいくしさん ふじまももこ 7

石川県 ほいくしょのせんせいになりたい いおり かんな 7

石川県 ほいくしょの先生になりたい。 りな 7

石川県 ボードのオリンピックでゆうしょうしてめだるをもらうことです。 みや本 しょう太 7

石川県 ぼくがおとなになったらなりたいことは、まじっくしょーの人です。 にし出 あさ人 7

石川県 ポケモンカードせん手になりたいです。 ポケモン 7

石川県 まほうつかいになってわるい人をたおしたい ゆっち 7

石川県 みんなのやくにたちたい ホノカ 7

石川県 みんなのやくにたちたい！！ りお 7

石川県 やきゅうせん手になりたい。 ゆうや 7

石川県 ゆうちゅうばあになってガーおれディスクのますたになりたいです。 とうま 7

石川県 ゆうちゅうばあになってがおーれディスクのますたーになりたいです。 たいち 7

石川県 ゆめはまんがかになりたい みゆう 7

石川県 ようふくやさんになりたい。 あみか 7

石川県 リホームやさんになりたいです。 風なし 7
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石川県 水そくかんのスタッフ さえぽこりん 7

石川県 ー まひろ 7

石川県 TWICEにあうこと まなと 8

石川県 あたまがよくなりたい なつき 8

石川県 アナウンサー はる 8

石川県 いしゃになりたい！ とびうお 8

石川県 犬をかいたい あや 8

石川県 うちゅうひこうしになりたい 陽一 8

石川県 うどんやさんになりたい みやこ 8

石川県 絵本さっかになりたい。 わか 8

石川県 おいしゃさんになりたい！！ 千夏 8

石川県 おけしょうセットがほしい なつき 8

石川県 お花やさんになりたい。 ー 8

石川県 科学者になっていろんなはつめいしたい りあ 8

石川県 がっこうのせんせいになりたい なつき 8

石川県 学校の先生になりたい！ ちー 8

石川県 神様 ゴッド 8

石川県 かみのけやさんになりたい。 ちさと 8

石川県 かんごしさん なつみ 8

石川県 かんごしになりたい！ さくら 8

石川県 きれいずきになりたい なつき 8

石川県 けいさつになりたいです。 れん 8

石川県 ケーキやさんになりたい あや 8

石川県 ケーキやさんになりたいです。 あや 8

石川県 ゲーノジン カホーミット 8

石川県 ゲームくりええたーになりたい ぜんいち 8

石川県 工作を作るプロになりたい！ ひできんぐ 8

石川県 国王になりたい。 渚 8

石川県 サッカーせん手 ともやす 8

石川県 サッカーせんしゅになりたい ゆうじ 8

石川県 サッカーせんしゅになりたいです りゅうのすけ 8

石川県 サッカーせんしゅにんりたい！！ KOUSUKE 8

石川県 サッカーのぷろになりましです。 ことみち 8

石川県 じゅういさんになりたい。 ほの 8

石川県 じゅうどうのとうきょうおりんぴっくにでる。 中島りょうすけ 8

石川県 しょくにんさんになりたい！ みーたん 8

石川県 女優になりたい！！ さき 8

石川県 水泳せんしゅになりたいです！ そうちゃん 8

石川県 すしやｓんになりたい ゴウシ 8

石川県 ズボンがいっぱいかいたい ちさと 8

石川県 世界歴史学者になりたい！！ 遼 8

石川県 だいくさんになりたいです。 しし 8

石川県 だいくになりたい ゴジータブルー 8

石川県 でんしゃのうんてんしゅになりたい。 ごう けんえい 8

石川県 トランポリンの先生になりたいです。 はのん 8

石川県 トリマーになりたい ひまり 8

石川県 トリマーになりたい。 かりな 8

石川県 なし たかお真斗 8

石川県 パイロットになりたい えいた 8

石川県 バスケットせんしゅになりたい えいた 8

石川県 パティシエになりたいです たいち 8

石川県 バトミントンせんしゅになりたい ふたば 8

石川県 パンやさん ななちゃん 8

石川県 パン屋さんなりたい。 れい 8

石川県 パンやさんになりたい。 あやみ 8

石川県 びようしさんになりたい みき 8

石川県 平和にいきる バンカージョンジュ 8

石川県 ペットショップの人になりたい。 ゆら 8

石川県 ほいくえんの先生になりたいです。 かんな 8

石川県 保育園の先生になりたい。 ToM 8

石川県 ほいくえんの先生になる れい 8

石川県 ほいく園の先生 レモンのはちみつのたれ 8

石川県 ポケモンはかせになりたい えいた 8

石川県 みんなをたすけられるような人 えま 8

石川県 モデルになりたい ひまわりひまえもん 8

石川県 野球せん手になりたい かずき 8
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石川県 やきゅうせんしゅになりたい。 こじた 8

石川県 やさしくてかわいくなりたい なつき 8

石川県 ユーチューバーになりたい ゴウキ 8

石川県 ユーチューバーになりたい。 のあ 8

石川県 ユーチューバーになりたいです。 ゆーぴーEX 8

石川県 ユーチュウバーになりたいです。 サトシ ゲッコウガ 8

石川県 ユーチューバにあいたいです かける 8

石川県 ユチューバになりたいです。 おかの 8

石川県 レースカー「ランボルギーニ」を買う。 てつ 8

石川県 レゴ部 さっこ 8

石川県 レストランを開くこと まっしー 8

石川県 「かんりえいようし」というえいようし 中川千明 9

石川県 HNKテレビのアナウンサーになりたい。 安井麻里子 9

石川県 アイスやさんになりたい。 みう 9

石川県 アイスやさんになりたい。 ゆうあ 9

石川県 アイスランドにいきたい。 ゆうじ 9

石川県 アナウンサー めい 9

石川県 アナウンサーになりたい T・M 9

石川県 安全を大切にしたい ライム 9

石川県 いしゃになりたいです。 ゆうせい 9

石川県 おかしやさん たけべななみ 9

石川県 オリンピックの水泳せん手 藤多ひなた 9

石川県 女ゆう ちょっちゃん 9

石川県 お花やさん あやか 9

石川県 金沢大学にいきたい K.K 9

石川県 カフェやさんになりたい！！ りこ 9

石川県 薬ざいしになりたい。 ゆず 9

石川県 けいさつかん しゅん 9

石川県 けいさつになりたい ごくう 9

石川県 けんどうがはいぶになりませんように ひびき 9

石川県 サッカー選手 長ちゃん 9

石川県 シェフ 岡部翔太 9

石川県 助産師 さくらりこ 9

石川県 せいびしになりたい 齊藤 9

石川県 世界で一番えらい人になりたいです。 りゅうき 9

石川県 だいくになりたい ごくる 9

石川県 だいくになりたい。 ゆづき 9

石川県 デザイナーになりたい。 ここ 9

石川県 とこやさんになりたい ふうか 9

石川県 トランポリンがうまくなりたい ゆっち 9

石川県 ネイル屋さんとパティシエになりたいです！ まっくろくろすけ 9

石川県 ネイル屋さんとびよう室でかみをきる人になりたい！！ トトロ 9

石川県 バスケのプロせん手になりたい！ りょうま 9

石川県 バレーボールせん手になりたい なほ 9

石川県 バレリーナになりたい！ めい 9

石川県 パンやさんになりたい！ あんな 9

石川県 パンやさんになりたい。 りいな 9

石川県 びようしになりたい 大川なつほ 9

石川県 プロ野球せん手になりたい！！ はるき 9

石川県 プロ野球せん手になりたい！！ 新谷 悠朔 9

石川県 プロ野球せん手になりたい！！ のぶき 9

石川県 ペットシッターになりたい あかり 9

石川県 漫画家になりたい。 ミッキー 9

石川県 名探偵コナンのようになりたい 翔太 9

石川県 野きゅうせん手になりたい えいと 9

石川県 やくざいしになりたい！！ さら 9

石川県 ようちえんのきょうゆ かっちゃん2 9

石川県 歴史の先生になりたい！！ 大根 9

石川県 レストランのシェフになりたい！ ママ 9

石川県 医者になりたい ともちゃん 9

石川県 CAになりたい。 ももか 10

石川県 アイドルになれますように！ ひかり 10

石川県 医者になりたい。 もやちゃん 10

石川県 医者になる ドヤメガネ 10

石川県 歌手になりたい。 あちこ 10

石川県 救急隊になりたい！！ たける 10
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石川県 ゲームはつめいしゃになりたい ぐっち 10

石川県 外科医になりたい。 N.N 10

石川県 子供にカバンやエプロンなど作り方を教えたい ちゃと 10

石川県 自分と人が楽しいと思うことをする ウォーグル 10

石川県 女医 もっちゃん 10

石川県 消防しになりたいです。 りく 10

石川県 しんきゅうしになること。 マコリン 10

石川県 水族館のし育員になってイルカショーをやりたい。 マヨでーす 10

石川県 ダンサーになりたい！！ なな 10

石川県 パティシエ かっちゃん2 10

石川県 バレーボール選手になりたい！ りょう 10

石川県 まんが家もなりたい。 ひつじちゃん 10

石川県 宮大工になりたい だいちゃん 10

石川県 ユーチュゥーバーになりたい。 笠間 淳翔 10

石川県 ユーチューバー あんな 10

石川県 ユーチューバになりたいです！！ ねこくん 10

石川県 夢がかないますように！ さら 10

石川県 わたしは、動物病院になりたい りんか 10

石川県 「渡辺なおみ」さまに会いたい！！ 千尋 11

石川県 医者、歴史学者 さむ 11

石川県 医者になりたい！ いしゃ 11

石川県 イラストレーター！の仕事 舞山 イチゴ 11

石川県 お金持ちになりたい！ 金ちゃん 11

石川県 かいごしになりたい。 ゆうあ 11

石川県 ケーキや よしき 11

石川県 ケーキ屋さんになりたい みい 11

石川県 じゅうい さわ 11

石川県 じゅういになりたい なつき 11

石川県 獣医になりたい！！ ふーちゃん 11

石川県 水泳選手 タカ 11

石川県 ダンサーになりたい！！ まゆ 11

石川県 舞台デザイナーの仕事！ 沙莉谷 マンゴー 11

石川県 プロ野球選手になりたい！！ 奈良県 11

石川県 プロ野きゅうせんしゅになりたい 夢叶 11

石川県 べんごし ゆうか 11

石川県 保育士になれますように！ ゆうき 11

石川県 ユーチューバー いくとんかつ 11

石川県 ユーチューバーになりたい 悠一郎 11

石川県 ユーチューバーになりたい DAI 11

石川県 Jリーガー たろう 12

石川県 sex あさひゆきほ 12

石川県 神 ラリゴ 12

石川県 救命救急隊になりたい。 はるや 12

石川県 芸能界デビュー！！ 愛野 リンゴ 12

石川県 サッカー日本代表になってレギュラーをとりサッカーワールドカップで優勝する。 悠伸 12

石川県 世界でかつやくできる選手になる。 なすD 12

石川県 全国大会行きたい ゆな 12

石川県 空を飛びたい！ ゆうか 12

石川県 ぱてぃしえなりたい！！ ゆら 12

石川県 保育士になりたい ゆい 12

石川県 陸上で１位になりたい！！ ゆう星 12

石川県 わからん。 にも 12

石川県 ツエーゲン金沢に入りJ1に導き世界へいく 天才 13

石川県 カラスになりたい はやと 14

石川県 テニス北しんえつ優勝 みっち 15

石川県 監察医になりてぇ！ モリカワンドゥーリアンヌ 18

石川県 海外でライブをしたい 永瀬廉 20

石川県 おさつにのる 平野紫耀 21

石川県 いい父になりたい 金ちゃん 31

石川県 かぞくでハワイへいきたい！！ ちーちゃむ 35

石川県 夢は遠くへきえた ひろし 41

石川県 こんむし学者になりたい。 ながたきょうこ 80

石川県 剣道うまくなる！ ？さん 23~25

石川県 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 12345678910 ー ー

石川県 花屋さんになりたいー♥ M.M ー

石川県 石川どうぶつえんのライオンのしーくいんさんになりたい。 りおん ー
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石川県 おばい ー ー

石川県 がっこうのせんせい 山本 ここ ー

石川県 ケーキやさんになりたい！！ しおん ー

石川県 じょゆうさんになりたいな ー ー

石川県 ちーといっしょにユーチューバーになれます。 ともだりろ ー

石川県 通訳になりたい！ June 1st ー

石川県 なまみ ー ー

石川県 なみまと ー ー

石川県 ピアノの先生になりたい！ やねちゃん ー

石川県 ユーチューバーになる ひとまる君 ー

石川県 りゅうそうゴールドになりたい とうたら ー

石川県 ー ー ー

福井県 あいすやさんになりたい みなみ 5

福井県 あいすやさんになりたい みつき 5

福井県 おもちゃやさんになりたい ゆうたろう 5

福井県 けーきやさんになりたい さくらこ 5

福井県 とびばこをがんばる いおり 5

福井県 はやくはしれるようになりたい かいり 5

福井県 はんばーがやさんになりたいです。 そら 5

福井県 びようしになりたい りつか 5

福井県 アイドルになりたいです。 すーちゃん 6

福井県 アクセサリー屋さん ゆづき 6

福井県 あめりかにいきたいです いっぺい 6

福井県 アメリカンショートヘアをかいたい。 りく 6

福井県 えほんさっかになりたい。 しほ 6

福井県 おもちゃやさんになりたい はると 6

福井県 おりょうりやさんいなりたいです くれは 6

福井県 かぞくとおきなわにいってみたい。 りお 6

福井県 がっこうのせんせいになりたい あい 6

福井県 仮面ライダーになりたい けいちゃん 6

福井県 かわいいアカちゃんをうみたいです ズレ 6

福井県 かんごしさんになりたいです みはる 6

福井県 クッキーやさんになりたいです。 きな 6

福井県 けいさつかんになりたいです らいむ 6

福井県 けいさつとぺっとやさん さら 6

福井県 けーきやさんになりたい。 ひめか 6

福井県 けーきやさんになりたいです ひよこ 6

福井県 サッカーせんしゅになりたい おうすけ 6

福井県 しょうがっこうのせんせいになりたい りおな 6

福井県 しょうぼうしになりたい。 みおう 6

福井県 世界中を旅したい 貫太郎 6

福井県 たいこをがんばりたい みつき 6

福井県 ちゅうごくみにいってみたいです りと 6

福井県 にんじゃになりたいです れお 6

福井県 はいしゃになりたいです。 すすい 6

福井県 ばすけっとせんしゅになりたいです。 はやと 6

福井県 びようしになりたい すず 6

福井県 びようしにナリたい。 かいせい2ごう 6

福井県 びようしになりたい。 しょうき 6

福井県 ほいくえんのせんせい ゆずみ 6

福井県 ぼくは、おおきくなったらうちゅひこしになりたいです しんたろう 6

福井県 らきゅーうがいっぱいほしい ひろき 6

福井県 わたしは、おおきくなたっらケーキやさんになりたいです。 あすな 6

福井県 うちゅうひこうしになりたい。 りょう 7

福井県 お医者さんになりたい みっち 7

福井県 ががくはかさになりたい ぎんじ 7

福井県 ガソリンスタンドになりたいです。 ひろむ 7

福井県 学校の先生になりたいです。 はる花 7

福井県 かんごしさんになりたい ゆきな 7

福井県 きょうりゅうはくぶつかんではたらく ことね 7

福井県 くるるさんになりたいです えいと 7

福井県 けいさつかんになりたい。 えい太 7

福井県 げいじゅつかになりたい りゅう太 7

福井県 けーきやさんになりたい ゆうな 7

福井県 けーきやさんになりたい。 るき 7

福井県 ケーキやさんになりたい。 ここね 7
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福井県 ゲーム名人になるゆめ はやと 7

福井県 サッカーせんしゅになりたい。 ゆうせい 7

福井県 サッカーせんしゅになりたいです。 こうしろう 7

福井県 サッカーせんしゅになりたいです。 れん 7

福井県 たいようけいをいっしゅうする こはく 7

福井県 マックの店いんさんになりたいです。 ももか 7

福井県 まほうつかいになりたい。 みゆう 7

福井県 めがねいちば　かしゅ　えをかく人 かのん 7

福井県 わｔしはおいしゃさんになってみんなをたすけたいです。ぱぱみたいなおいしゃさんになりたいです。 りみ 7

福井県 絵をじょうずにかきたい まい 8

福井県 おかあさんになる。 ふうか 8

福井県 かしゅになりたいです。 りず 8

福井県 車やになりたい かとうこたろう 8

福井県 計算がじょうずにいえますように。 あおい 8

福井県 ケーキ屋さんになりたいです。 ゆ月 8

福井県 けん道の先生になりたいです そうすけ 8

福井県 さん科医になってみんなをすくいたい。 真優 8

福井県 じえたいになりたい せんし 8

福井県 しょうらいわたし、だいがくの先生になりたいです。 さくら 8

福井県 じょさんしになりたい！！ 咲羽 8

福井県 世界一周して世界ののことをしりたい あやね 8

福井県 走るのがはやくなりますように。 おうら 8

福井県 バルセロナのせんしゅになりたい れんちゃん 8

福井県 びょういんのかんごしさんになりたい。 ほのか 8

福井県 プロゲーマー 田中たける 8

福井県 ホッケーせんしゅになりたいです。 ゆうすけ 8

福井県 ホッケーのプロになりたいです。 むねむねむね 8

福井県 マンガかになりたい。 じょのすけ 8

福井県 まんがかになりたいです。 まい子 8

福井県 ユーチューバーになりたいです。 かいせい 8

福井県 ラグビーせんしゅになりたい 寺田陽那大 8

福井県 りくじょうせん手になりたい。 ゆっくん 8

福井県 アイドルになりたい あいる 9

福井県 歌手になりたい 詩楽 9

福井県 学校の先生になりたいです。 未来 9

福井県 ゲームクリエイターになりたいです。 和き 9

福井県 ゲーム名人になるゆめ ゆうき 9

福井県 すいえいせんしゅになりたい 一斗 9

福井県 すきな人とけっこんしたい ぞうさん 9

福井県 たくさんはたらいて金もちになりたい。 しゅん 9

福井県 にんじゃになりたい。 そう太 9

福井県 プロバスケットボールせんしゅになりたいです。 こうた 9

福井県 ほいくしになりたい ちーちゃん 9

福井県 ミニオンになりたい しんせい 9

福井県 メジャーリーガーになりたい！！ そうちゃん 9

福井県 野球選手 開勢 9

福井県 いい会社に入りたい。 一梓 10

福井県 デザイナーになりたい！！ あいちゃん 10

福井県 プロゲーマーになりたい。 ぬぬおえ 10

福井県 プロ野球選手になりたいです。 誠一郎 10

福井県 ほいくしになりたい ゆうな 10

福井県 ホッケーで金メダルをとりたい！ みく 10

福井県 ホッケーの全日本選手になりたい。 悠 10

福井県 イラストレーターになりたい！！ MIRI 11

福井県 看護師か画家になりたい ましろ 11

福井県 自転車で世界一周したい。 海 11

福井県 タカラジェンヌになりたい！！ トマト 11

福井県 テーマパークスタッフになりたい ほの 11

福井県 保育士になりたい！ はな 11

福井県 僕の夢は海外で活躍できる大工になることです のぞむ 11

福井県 保けん室の先生になりたい！ かのこ 11

福井県 オーストラリアでホッケーしたい。 りゅう 12

福井県 保育士になりたいです。 まみ 12

福井県 ホッケーで全日本の選手になりたい なかかず 12

福井県 石原さとみと結婚できますように はる坊♡ ー

福井県 齋藤飛鳥と結婚できますように わう坊♡ ー
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福井県 まりこと結婚できますように 文教生T ー

福井県 ミーグリ当たりますように♡ ていん ー

山梨県 いないいないばあ！のわんわんにあいたい おーが 1

山梨県 ケーキ屋さんになる にゃんこ 3

山梨県 カタール航空のパイロットになり世界中を旅する ケイ 6

山梨県 かんごしになりたい りよ 6

山梨県 歯医者（歯の治療をしてくれた先生が優しくて） 末っ子娘 7

山梨県 プロサッカー選手になって日本代表として世界大会でキャプテンマークをつけて大活躍します。 れある 7

山梨県 ビフォーアフターみたいな匠の指示のもとで家を作る大工さん ひな 8

山梨県 バイクが上手に乗れるようになりたい とあっち 9

山梨県 おいしくてかわいいスイーツを作るパティシェ りら 10

山梨県 看護師かCA（ママが看護師として働いていて迷っています） ユキちゃん 10

山梨県 キャビンアテンダントになりたい。 三枝咲葉 10

山梨県 宝石が好きなので石を削る職人になりたいです 大雅丸 10

山梨県 スーツアクターになりたい！ たか 11

山梨県 たくさんの人に役立つ研究をしてノーベル賞をとる。 うたまる 11

山梨県 みんなを笑顔にするイラストレーター はるひ 12

山梨県 医師 ももちゃん 13

山梨県 人の役に立てる仕事 桃花 13

山梨県 ファッションデザイナー ちえた 16

山梨県 楽しい人生を送る ミノリ 18

長野県 コーヒー屋さんになりたい ゆうひくん 3

長野県 たくさん動物を飼いたい やなぎさわわたる 5

長野県 あいすやさん まき 6

長野県 あいどる きほ 6

長野県 かんごしさん はな 6

長野県 きょうりゅうはかせ ー 6

長野県 ケーキやさん にこ 6

長野県 さっかーせんしゅ ようた 6

長野県 にんじゃ はるき 6

長野県 はやぐいせんしゅ そうご 6

長野県 僕の夢は電車の運転手！運転手になったらママを乗せて走るんだ！ しょう 6

長野県 ママと同じリハビリの仕事がしたい みはるちゃん 6

長野県 まんがか いろは 6

長野県 やきゅうせんしゅ せいや 6

長野県 やきゅうせんしゅ しん 6

長野県 うんどうせんしゅになりたい！ さき 7

長野県 おもちゃやさんになりたいです。 陽より 7

長野県 キックボクシングの王者になりたい。 幸都 7

長野県 くっきいやさん こはる 7

長野県 ケーキやさんになりたい！ にちか 7

長野県 さっかーせんしゅ りゅうと 7

長野県 サッカーせんしゅになりたい！ かずま 7

長野県 サッカーせんしゅになりたい！ あや斗 7

長野県 どうぶつえんのしいくいんさんになりたいです。 むつみ 7

長野県 どうぶつびょういんのかんごしさんになりたいです。 スミレ 7

長野県 はやぐいせんしゅ ほりうちがく 7

長野県 ふぁっしょんでざいなー こばやしことね 7

長野県 プールの先生になりたい！ ゆい 7

長野県 プロ野球選手になりたいです。 そうた 7

長野県 ぺっとしょっぷのてんいんさん くるり 7

長野県 ぼくは石はかせになりたい！ みついえにし 7

長野県 まんがか なつ 7

長野県 やおやのてんいんになりたい！ さち 7

長野県 やきゅうせんしゅになりたい！ りょう介 7

長野県 ろぼっとのけんきゅうしゃ いくま 7

長野県 アイスやさんとクレープやさんになりたいです ゆいゆい 8

長野県 大きくなったらペットショップの人になりたいです わか林ゆい 8

長野県 大きくなったら宝石がくしゃになりたいです おぎノコ 8

長野県 オリンピックに出たい。 みり 8

長野県 化石の勉強がしたいです。 しょー 8

長野県 かんごしさんになりたいです。 よう花 8

長野県 げいのうじんいなりたいです。 たくみ 8

長野県 ケーキ屋さんになりたい。 ちすずっち 8

長野県 ケーキやさんになりたいです。 いろは 8

長野県 校長になりたい！ あらん 8
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長野県 サッカー神になる レッドキング 8

長野県 サッカーせんしゅになりたい あゆむ 8

長野県 サッカーせんしゅになりたい！ さん 8

長野県 しば犬が２ひきほしいです。 のん 8

長野県 しょうらい新かん線のうんてんし ゆうき 8

長野県 スイッチのゲーマーになりたい すけ 8

長野県 ダンスの先生になりたい めい 8

長野県 ダンスのプロになりたいです。 あんな 8

長野県 テニスプロになりたい Mっちゃん 8

長野県 図書館が大好き本が大好きすてきな国語の先生になりたい。 蓮ちゃんコロコロ姫 8

長野県 トリマーになりたいです。 なみ 8

長野県 日本一のユーチューバーになりたい ゆうと 8

長野県 パティシエになりたい！ やなぎさわなお 8

長野県 パンやさんになりたい。 みすず 8

長野県 びようしさんになりたい 坂口ゆい 8

長野県 びようしになりたい るい 8

長野県 ファッションデサイナーになりたい！ 晴南 8

長野県 ふじんけいかんになりたい。 くぼゆうか 8

長野県 ペットショップの店員 空に月 8

長野県 ほいく園の先生になりたいです ななか 8

長野県 ぼくは、しょうらいパパにかってもらったマウンテンバイクでレースで金メダルとりたい。 みつなり 8

長野県 マンガかになりたいです。 かほ 8

長野県 ミニバスでキャプテンになって全国大会に行きたい！ まひろちゃん 8

長野県 ユーチューバーになりたいです。 りーたん 8

長野県 陸上せん手になりたい！ 星ま 8

長野県 わたしは、しょうらいパティシエになりたいです。 りお 8

長野県 わたしは、白ばいたいいんになりたいです。 あゆり 8

長野県 わたしはお母さんといっしょに、びようしさんになりたいです。 翼紗 8

長野県 かめんライダーのはいゆうになりたい つかさ 9

長野県 京都大学に行きたい。 しゅんた 9

長野県 昆虫カメラマンになって世界をたびしていろいろな昆虫をとりたい。 大誠 9

長野県 しょうらいサッカーせん手になりたいです あおい 9

長野県 しょうらいは、お医者さんのかんごしさんになりたいです。 結和 9

長野県 しょうらいペットショップのてんいんさんになってみんな売れるようになりたい いろは 9

長野県 デザイナーかマンガかになりたい ゆいか 9

長野県 ネコカフェの店長になりたい 泰希 9

長野県 箱根駅伝に出たい。 翌桧 9

長野県 パティシエになりたいです りんりん 9

長野県 プロやきゅう選手になりたい なおき 9

長野県 プロ野球選手になりたい えいた 9

長野県 ほいく園の先生になりたい。 あみ 9

長野県 ようちえんの先生になりたいです。 ゆうゆう 9

長野県 私は、くもんの教しになりたいです。 柚香 9

長野県 わたしは、ほいく園の先生になりたいです。 ちさ 9

長野県 医しになりたい　陸上選手になりたい 由奈 10

長野県
いりょう関係の仕事につきたい　テレビに出て、好きな有名人の横浜流星さん深田恭子さん本田つばささん土屋

たおさんし村けんさん石原さとみさんに会いたい
碧 10

長野県 お医者さんになりたい ひよりっち 10

長野県 お花屋さんになりたい。学校の先生になりたい。 妃菜 10

長野県 かんごし　美容しになりたい 乃愛 10

長野県 かんごしになりたい ハナナ 10

長野県 ケーキやさんになりたい。 あき 10

長野県 ゲームマスターになりたい。 みゆ 10

長野県 甲子園に出てプロ野球選手になる たいし 10

長野県 国語の先生になりたい。 珠希 10

長野県 サッカー選手になってワールドカップで優勝したい。 中村 10

長野県 自えいたいにはいりたい。　カーレーサーになりたい。 はるちゃん 10

長野県 自分で作ったものを売る人になりたい。 桃乃 10

長野県 小説家になりたい みこ 10

長野県 助産師さんになりたいです。 Kさん 10

長野県 水泳選手になりたい　パティシエになりたい 汐莉 10

長野県 スポーツ選手になりたい 塩澤功大 10

長野県 声優になりたい ゆりか 10

長野県 先生になりたい 悠汰 10

長野県 たからづかに入りたい。 さほ 10

長野県 デザイナーになりたい デッ子 10
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長野県 テニス選手になりたい。 蒼依 10

長野県 動物の飼育員になりたい。 創太 10

長野県 図書館の司書の先生になりたい。 ひより 10

長野県 ねこカフェか、犬カフェを作りたいです。 睦示氏乃 10

長野県 バックダンサーになりたい。 みい 10

長野県 パティシエになりたい 新菜 10

長野県 パティシエになりたい！ ゆづき 10

長野県 パティシエになりたい。ほいくしになりたい。 愛花 10

長野県 パテシエになりたいです。 あいと 10

長野県 美よういんの人になりたいです。 りくま 10

長野県 美容士になりたい。トリマーになりたい。 娃莉 10

長野県 プロダンサーになりたい　モデル・じょゆうになりたい 七海 10

長野県 ブロックを作る人になりたい 一翔 10

長野県 プロ野球選手になりたい。 聡士 10

長野県 プロ野球選手になりたいです。 りょうたろう 10

長野県 ほいくえんの先生になりたい。 あゆ 10

長野県 ほいくしさんになりたい ほわ 10

長野県 ミニチュア作家になりたい ルル 10

長野県 ・人気マンガ家になりたい。 藤 11

長野県 1プロレスラーになりたい　2ユーチューバーになりたい IKON 11

長野県 ART金属で働きたいです。 ルミ 11

長野県 JKに人気なパティシエールになりたい あんな 11

長野県 TWICEのマネージャーになって、活やくをしたいです！！ ゆき 11

長野県 アメリカに行きたい。 （神）ゆうり 11

長野県 安定した生活 こはちゃん 11

長野県 イラストレーターになりたい S 11

長野県 インテリアコーディネーター ゆい 11

長野県 大金持ちになりたい コンキータユ 11

長野県 お金持ちになりたい！ まーちゃん 11

長野県 大人になりたい スーパーキャット 11

長野県 介護士になりたい みいちゃん 11

長野県 会社ではらく プニ 11

長野県 会社を自分で作りたい。 真奈 11

長野県 会社をたてたい みー 11

長野県 海上自衛官になりたい たけぼう 11

長野県 海上保あん官 ペンペン 11

長野県 かきんしたい アッキー 11

長野県 歌手になりたい！ りんご 11

長野県 かん護師 トメイト 11

長野県 かんごしさん あゆめ 11

長野県 看護師になりたい！ 楓 11

長野県 看護師になりたい！ あや 11

長野県 看護士になりたい。 まっちゃ 11

長野県 けいさつかんになりたい。 愛音 11

長野県 芸能人をメイクするメイクさんになりたい！！ アフリカマイマイ 11

長野県 ゲームのガチ勢になりたい。 池惇 11

長野県 検察官 名無し 11

長野県 国家公務員 イノシシ 11

長野県 災害救助犬を育てたい 宥妃 11

長野県 サッカー選手 大空つばさ 11

長野県 サッカー選手になりたい ひーくん 11

長野県 サッカー選手になりたい マンモス 11

長野県 サッカー選手になりたい おにぎり 11

長野県 サッカー選手になりたい　プロゲーマーになりたい わっX 11

長野県 サッカー選手になりたい。 K.K 11

長野県 サッカー選手になりたい。 凌生 11

長野県 幸せになりたい じろう 11

長野県 じゅういさんになりたい！ しん 11

長野県 小説家になるコト！ おこじょ 11

長野県 消防士になりたい　サッカー選手になりたい kotamago 11

長野県 消防士になりたい！ コイッチャン 11

長野県 助産師に、なりたい～！ あす 11

長野県 女優になりたい なー 11

長野県 設計士か美容師になりたい！ ちー！ 11

長野県 大金もちになる　I LOVE MONEY やまと 11

長野県 大工さんになりたい シンちゃん 11
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長野県 たくさんの人を笑顔にできる仕事をしたい Kanon 11

長野県 楽しい人 I♡モモ 11

長野県 ダンサーになりたい 蓮空 11

長野県 ちょう理しになりたい。 るい 11

長野県 つりしになりたい　料理しになりたい。 清水くん 11

長野県 デザイン家になりたい 和子 11

長野県 電車の運転士になりたい しょうほうさんマサル 11

長野県 動物のお医者さんのじょしゅになりたい のぞ 11

長野県 トリマーかADになりたい！！ プーさん 11

長野県 トリマーになりたい。 音夢 11

長野県 バスケか野球選手 仲良しクラン 11

長野県 バスケ選手になる。MVPをとる。 スシを食べたらまずい 11

長野県 バスケット選手になりたい　やくざいしになりたい 陽太 11

長野県 はたらく けんたこ 11

長野県 八十二銀行の銀行員になりたい 松 11

長野県 パティシエールになる！店も建てる♡長生きしてギネスをとる！！ ヒラメさわかりん糖 11

長野県 パティシエになりたい。 葉月 11

長野県 パティシエになりたいです。 かおる 11

長野県 ピアノの先生になりたい！ かな 11

長野県 人を助ける仕事をしたい 敬司 11

長野県 美容師になりたい ななみ 11

長野県 美容師になりたい。 ハピさん 11

長野県 ふつうに過ごす りん 11

長野県 プロゲーマー　お笑い芸人 ピンクのクマちゃん 11

長野県 プロゲーマーになりたいです　で世界で1位になりたいとどりょくして1位とかになりたいと思います。 スイセイスバル 11

長野県 プロサッカー選手になりたい 村 11

長野県 プロダンサーになって世界に出たい！ CHIMMY 11

長野県 プロ野球選手になる ゆうせい 11

長野県 保育士 けいちゃん 11

長野県 保育士かデザイナーになりたい リリカ 11

長野県 保育士になりたい
れいぞうこの中のゆうれ

い
11

長野県 保育士になりたい　料理人になりたい 陽茉里 11

長野県 牧場か果樹園をきづきたい。 咲空 11

長野県 宮大工 宮崎悠穂 11

長野県 薬ざい師になりたい こは 11

長野県 薬ざい師になりたい 悠翔 11

長野県 優しい大人になりたい N 11

長野県 やさしくなって人を助けたい アチャピン 11

長野県 ユーチューバーになりたいです。 リュウ 11

長野県 ユチュバー えれっくす 11

長野県 りがくりょうほうし めがねこぞう 11

長野県 陸上選手になりたい MR 11

長野県 料理人になりたい 小松 11

長野県 ・心がきれいなりっぱな大人になる・一生を楽しく過ごす さき 12

長野県 eスポーツの選手 nakayoshi 12

長野県 king＆princeに会いたい キンプリLOVE 12

長野県 医学系のお仕事につきたい！ 山村菜美 12

長野県 宇宙に関係する仕事につく ほっぴー 12

長野県 お金をかせいであそびたい まえしま 12

長野県 ガソリンスタンドの店員 どちらでも 12

長野県 看護師さん けっしー 12

長野県 機会にかかわる仕事につきたい ライ 12

長野県 元気で長生きしたい みく 12

長野県 サッカーがうまく、なりたい 中やまと 12

長野県 サッカー選手になりたい ちゅうか 12

長野県 歯科衛生士 パイナップル 12

長野県 仕事をして安定した生活がしたい みさ 12

長野県 しゅうしょくする KR 12

長野県 小説家か絵師になりたい 宮島生吹葵 12

長野県 助産師さんになりたい なわ 12

長野県 水族館の魚のしいく 岩下たくと 12

長野県 スポーツ選手になりたい ゴリラ 12

長野県 鳥類学者になりたい！ 柳澤日和 12

長野県 デザイナーになりたい。 K・T 12

長野県 テニスで活躍したい 憩 12
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長野県 動物園の飼育員 shinzera 12

長野県 内科医になりたい あいな 12

長野県 バスケでかつやくしたい。 蓮 12

長野県 美容師 みかん 12

長野県 美容師になりたい まーちゃん 12

長野県 美容師になりたい はるな 12

長野県 ファッションデザイナーになりたい！ たんたん 12

長野県 服屋の店員 ゆえめ 12

長野県 服を作る仕事につきたい 桑田美尋 12

長野県 ふつうに食っていける仕事 メガネ2号のGファン 12

長野県 プログラマーになりたい うどん 12

長野県 保育士になりたい スターラビット 12

長野県 保育士になりたい はずき 12

長野県 僕はグランドハンドリングスタッフになりたい。 慧汰 12

長野県 マラソン選手になりたい 福澤慎吾 12

長野県 マンガ家になりたい 響子 12

長野県 薬剤士になりたいです。 玲那 12

長野県 予定がたくさんつまってる人 I♡ダヒョン 12

長野県 私はパテシエールになりたい。 友里 12

長野県 自分はとうげい家もしくはマンガ家になりたい。 Yagita ー

長野県 ダンサーになりたい！　ポップティーのレギュラーモデルになりたい！ ゆっ子 ー

長野県 ぼくわ画家になりたいです。 K.Y ー

岐阜県 プリキュアになりたい まはなん 2

岐阜県 僕の夢はトッキュージャーみたいなかっこいい戦士になって地球を守ることです ゆーせー 3

岐阜県 おはなちょうちょうやさんになりたい！！ おまんじゅう 4

岐阜県 お姫様みたいになりたい！ ゆーちゃん 4

岐阜県 チョコレートとアイスクリームがたくさんたべたい にこにこ 4

岐阜県 にーにーと一緒に野球選手になりたい！ たっくん 4

岐阜県 水族館の飼育員 しょうまん 5

岐阜県 伝説のウルトラマンになる ウルトラK 5

岐阜県 あいどるになりたい。 みな 6

岐阜県 えいごきょうせつのせんせいになりたい。 けんと 6

岐阜県 えいごのせんせいになりたい。 ちさき 6

岐阜県 おおきくなったらかんごしになりたいです。 ともこ 6

岐阜県 おかねもちになりたい しゅうま 6

岐阜県 おはなやさんになりたいです。 かのん 6

岐阜県 かふぇのてんいんになりたいです。 りゆ 6

岐阜県 かみひこゆきをじょうずにつくりたい こうき 6

岐阜県 きゅうしょくをはやくたべたい えいた 6

岐阜県 きゅうしょくをはやくたべれるようになりたい。 ゆうし 6

岐阜県 きゅうじょへりのひとになりたいです。 あいば 6

岐阜県 けいさつかんになりたい。 しょうご 6

岐阜県 警察の鑑識の人 けんいちろう 6

岐阜県 けーきやさんになりたい ゆな 6

岐阜県 けーきやさんになりたい！ いちか 6

岐阜県 けーきやさんになりたい。 ゆりこ 6

岐阜県 さっかあがじょうずになりたいです。 しん 6

岐阜県 サッカーせんしゅになりたい。 あゆま 6

岐阜県 さっかあせんしゅになりたいです。 はるま 6

岐阜県 さっかーせんしゅになりたいです。 てつえい 6

岐阜県 さっかーせんしゅになりたいです。 しょうた 6

岐阜県 じえいたいになりたいです。 たくま 6

岐阜県 じをかけるようになりたい りゅうじん 6

岐阜県 すおえいせんしゅになりたい。 こうし 6

岐阜県 せんせいになりたい ひなか 6

岐阜県 せんせいになりたい りお 6

岐阜県 てにすがじょうずになりたい！ ももな 6

岐阜県 どーなつやさんになりたいです。 つげともな 6

岐阜県 どくしょをしたい こうだい 6

岐阜県 にんじゃになりたいです。 まなと 6

岐阜県 ばとみんとんがうまくなりたい ひなの 6

岐阜県 パフェやさんになりたい。 みさと 6

岐阜県 ぱんやさんになりたい ゆいね 6

岐阜県 ぺっとやさんになりたいよ。 あんり 6

岐阜県 べんきょうをできるひとになりたい かえで 6

岐阜県 ほいくえんのせんせいになりたいです。 まい 6
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岐阜県 ほんやさんになりたい。 こうだい 6

岐阜県 やきゅうせんしゅになりたい たいが 6

岐阜県 れすきゅうしゃのうんてんしゅになりたいです。 りょうま 6

岐阜県 ワールドかっぷでゆうしょうしたい たかあき 6

岐阜県 あいすやになりたい！！ ミナチ 7

岐阜県 赤ちゃんをお世話するナースか保育園の先生になりたいです！ M&M 0829 7

岐阜県 あたまがすごくよくなりたい たかまさ 7

岐阜県 あたまかよくなりたい はっとりるきあ 7

岐阜県 新しいようちえんの先生になりたい。！ りく 7

岐阜県 アンドロイドをつくる人になりたい。 たくま 7

岐阜県 いしゃになりたい！ いくま 7

岐阜県 いしょうや、ようふくをつくる人になりたい！ さえ 7

岐阜県 うちゅう人になりたい ゆうは 7

岐阜県 おいしゃさんになりたい。 らいえい 7

岐阜県 おお金もちになりたい ちひろ 7

岐阜県 おかあさんみたいにめだるをかくとくしたい わかな 7

岐阜県 おかねもちになりたい。！！ しんば 7

岐阜県 きいぱあせんしゅになりたい。 すばる 7

岐阜県 恐竜のかせきが見たい！ りゅうたろう 7

岐阜県 けーきやさんになりたい みさき 7

岐阜県 けーきやさんになりたい！ りか 7

岐阜県 けーきやさんになりたい。 いろは 7

岐阜県 ごはんやさんになりたい けんしん 7

岐阜県 さっかあせんしゅになりたい ゆうしん 7

岐阜県 サッカーせんしゅになりたい！ せな 7

岐阜県 サッカーの日本だいひょうのキャプてんになりたい しゅんせい 7

岐阜県 しかえいせいしになりたいです。 むうしゃ 7

岐阜県 小学校の先生になりたい。 はるや 7

岐阜県 しょうぼうしゃのうんてんしゅさんになりたい かいき 7

岐阜県 新幹線の運転士さんになりたいです。 しょうちゃん 7

岐阜県 すいえいせんしゅになりたい りゅうせい 7

岐阜県 すしやになりたい さとし 7

岐阜県 だいくさんになりたい はやと 7

岐阜県 たこやきやさんになりたい 林はると 7

岐阜県 たぴおかやさんになりたい りゅう 7

岐阜県 チアドラゴンズに入って野球選手になって友達と名古屋ドームに立つ！ はづ 7

岐阜県 中学校の先生になりたい。 さき 7

岐阜県 デザイナーになりたい。 さら 7

岐阜県 テレビに出たい！ あんどうわかな 7

岐阜県 どうぶつのかんごしさんになりたいな。 えみ 7

岐阜県 ドーナツやさんになりたい！ つげはるの 7

岐阜県 ネイルになりたい みおり 7

岐阜県 ネイルやさんになりたい。 あんじゅ 7

岐阜県 パティシエールになりたい。 あおい 7

岐阜県 パティシエとショコラティエ らいらい 7

岐阜県 パティシエになりたい ゆうちゃん 7

岐阜県 パティシエになりたい。 まな 7

岐阜県 ぱんやさんになりたい かえ 7

岐阜県 ぴあにすとになりたいです。 りこ 7

岐阜県 びようしさんになりたい！ めい 7

岐阜県 びようしになりたい！ ゆめ 7

岐阜県 びるのおねえさんになりたい。 ゆあ 7

岐阜県 ふくやさんになりたい えりな 7

岐阜県 フッションビルのふくやさんになりたい なこ 7

岐阜県 ぺっとやさんになりたい。 さら 7

岐阜県 まんがかになりたい！ そうすけ 7

岐阜県 野球選手になって野球選手と戦いたい はやちゃん 7

岐阜県 やきゅうせんしゅになりたい じんのすけ 7

岐阜県 やきゅうせんしゅになりたい ともき 7

岐阜県 やきゅうせんしゅになりたい かいと 7

岐阜県 ユーチューバーになりたい 天ま 7

岐阜県 ユーチューバーになりたい！ たける 7

岐阜県 ゆうちゅうばになりたい りゅうと 7

岐阜県 ロボットクワエイター SU 7

岐阜県 新しいようちえんの先生 はやと 8

岐阜県 いしゃになりたい。 悠詞 8
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岐阜県 いろんなうんどうができるようになりたい りくちゃん 8

岐阜県 上こんどうではたらきたい！！ 山ざききぬか 8

岐阜県 うちゅうひこうしになりたい！ はる 8

岐阜県 えい語でものを書けるようになりたい。 みずき 8

岐阜県 かいごしになりたい！ あおは 8

岐阜県 学校の先生になりたい。 さあや 8

岐阜県 学校の先生になりたい。 はるや 8

岐阜県 空手でつよくなりたいでし。 カナト 8

岐阜県 かん光バスの運転手 こまち 8

岐阜県 けいさつかんになりたい こうき 8

岐阜県 コンビニヤさんになりたい。 こうき 8

岐阜県 サッカーがうまくなって日本だいひょうになりた。おお金もちになりたい。 あきと 8

岐阜県 サッカーがもとうまくなりたい 林かい生 8

岐阜県 サッカーせん手になりたい ひろと 8

岐阜県 サッカーせんしゅになりたい あきら 8

岐阜県 さっかーせんしゅになりたい ラファイロ 8

岐阜県 さっかーせんしゅになりたい かいそう 8

岐阜県 サッカーせん手になりたい！ こう大 8

岐阜県 サッカーせんしゅになりたい！ みなと 8

岐阜県 サッカーせんしゅになる。 マイッキー 8

岐阜県 サッカーのだいひょうになりたい。 カイリュー 8

岐阜県 じゅういさんになりたい！ ゆうな 8

岐阜県 水えいせんしゅコースにひょうになりたい ななこ 8

岐阜県 スイミングのコーチになりたい！！ あや音 8

岐阜県 スキー選手になってオリンピックに出たいな！ たくみ 8

岐阜県 スポーツせんしゅになりたい！ るな 8

岐阜県 大学の先生になりたい！！ せいら 8

岐阜県 でざいなあになっておかあさんいせいたあやあったかいまふらあをあげたい！ やまだこう 8

岐阜県 動物をたすけるじゅういになりたい。 Yume 8

岐阜県 ナースになりたい つげこころ 8

岐阜県 ナースになりたい。 蛍波 8

岐阜県 バスケせんしゅうになりたい。！ あさり 8

岐阜県 パティシエになりたい 慶奈 8

岐阜県 パティシエになりたい。 みらの 8

岐阜県 花屋さんになりたい りんか 8

岐阜県 バレーボールのコーチになれますように。 ココア 8

岐阜県 バレーボールのせん手になりたい。 ゆめ 8

岐阜県 パンヤさんになりたい！ 道下明依 8

岐阜県 プロゲーマーになりたい。 ミート 8

岐阜県 プロゲーマーになりたい。 馬 8

岐阜県 プロゲームーマーになりたい ペド 8

岐阜県 ペットショップのてんいんさんになりたい るあ 8

岐阜県 ペットショップのてんいんになりたいです めい 8

岐阜県 ペンギンのしいくいんになりたい。 マロン 8

岐阜県 ほいく園の先生になりたい！ えま 8

岐阜県 ほいくしさんになりたい！！ みづき 8

岐阜県 ぼうえい大学に入りたい きら 8

岐阜県 本の絵をかく人になりたい そんごくう 8

岐阜県 マッサージやさんになりたい。 ゆー 8

岐阜県 野球選手になりたい あきと 8

岐阜県 やきゅうせんしゅになりたい。 りおおこいおに 8

岐阜県 やきゅうせんしゅになる 間宮るお 8

岐阜県 ユーチューバーになりたい。 くうが 8

岐阜県 ユニコンになりたい つげまつみ 8

岐阜県 ゆめを見つけたい。 きら 8

岐阜県 りょうしになりたい みどり 8

岐阜県 りょうり人になりたい！！ りょう 8

岐阜県 １犬をキレイにする人２ほいくし ココナッツ 9

岐阜県 25ｍおよげるようになりたい。 あい斗 9

岐阜県 youtuber　マイマイと ヤゴ 9

岐阜県 アイスクリーム屋さんになりたい！ あやな 9

岐阜県 医者になる そうたろう 9

岐阜県 犬をお世話する人になりたい。 もっちゃん 9

岐阜県 イラストレーターになりたい！！ ゲノん 9

岐阜県 宇宙飛行士になりたい！！ かなほ 9

岐阜県 おわらいげい人 北の里ゆう 9
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岐阜県 お笑げいじんになりたい。 アイスクリーム 9

岐阜県 学校の先生になりたい！！ はなじろう 9

岐阜県 かん国に行きたい ひろ 9

岐阜県 かんごしとほいくし ゆいゆい 9

岐阜県 クルマを作る人になりたい おうち 9

岐阜県 ケーキ屋さん　りょう理人 AN子 9

岐阜県 けんたいかいでゆうしょうする けんどうがうまいぼく 9

岐阜県 甲子園に出場して、ゆう勝したい！！ いるか 9

岐阜県 昆中博士になる かとはろさん 9

岐阜県 サッカー選手 とわ 9

岐阜県 サッカー選手になりたい りっく 9

岐阜県 じゅう医 たいが 9

岐阜県 手芸の先生になりたい。 るり 9

岐阜県 小学校の先生になりたい！！ にこ 9

岐阜県 小学校の先生になりたいです りんご 9

岐阜県 水族館の人になりたい さんよんよん 9

岐阜県 せいじかになりたい。 はるき 9

岐阜県 先生になりたい あやか 9

岐阜県 だいくになりたい ゆうとのさんどいっち 9

岐阜県 だいくの人になりたい そう馬のすけ 9

岐阜県 たくさんんも動物をかう人（たくさんの動物とかかわる仕事） サーモン 9

岐阜県 ディズニーランドのキャストになりたいです。 せな 9

岐阜県 デザイナーになりたい ゆな 9

岐阜県 テニスせん手になりたい。 裕太 9

岐阜県 トリマーになりたい トラッち 9

岐阜県 ナースになりたい りな 9

岐阜県 歯医者になりたい！ たつや 9

岐阜県 バスケせん手になりたい ゴリ 9

岐阜県 パティシエになりたい あーちゃん 9

岐阜県 パティシエになりたい！ まなか 9

岐阜県 バレリーナになってロシアでたっくさんおどりたい。 ちなりんご 9

岐阜県 ハンドメイド作家　マンガ家 Mirei 9

岐阜県 ピアニストになりたい 古さん 9

岐阜県 びようしになりたい！ めい 9

岐阜県 美容士になりたいです。 みりな 9

岐阜県 美容師モデル リアリア 9

岐阜県 ファッションデザイナーになりたい！ MAYUKO 9

岐阜県 プーさんのハニーハントではたらきたい！ かおん 9

岐阜県 プロゲームマーになりたい あっきー 9

岐阜県 プロ野球選手になりたい。高校野球ではこう子園に出場したい。 りょう太 9

岐阜県 ほいくしになりたい！ ゆま 9

岐阜県 野球選手になりたい！！ 酒井れい 9

岐阜県 野球せんしゅになりたい。 春斗 9

岐阜県 薬剤師になって宇宙飛行士目指して、宇宙飛行士になったら宇宙で新薬の研究をする TK 9

岐阜県 ヤゴとyoutuber マイマイ 9

岐阜県 ユーチューバーになりたい。 たこぽん 9

岐阜県 ロボットをつくりたい かきくけこ 9

岐阜県 １美容師になりたい２モデルになりたい ゆっちゃん 10

岐阜県 25ｍを20びょうでおよげるようになりたい。 かん 10

岐阜県 FCバルセロナの7番をたてる！！ りゅうちゃん 10

岐阜県 医者と絵本作家 ナヒダイナマイト 10

岐阜県 犬に関わるしごと よもぎ 10

岐阜県 オリンピックに出ること ともくん 10

岐阜県 かいごしになりたい。 かわ 10

岐阜県 カフェになりたい。 みー 10

岐阜県 キャビンアテンダントさんか、幼保園の先生になりたいです！ M&M 0904 10

岐阜県 げいのう人になりたい宇宙ひこうしになりたい ゆうひ 10

岐阜県 けん道でゆうしょうしたい えし 10

岐阜県 さっかーせんしゅになりたい ひかる 10

岐阜県 サッカー選手になりたい！！バロセロナに入りたい C７、ハーレークイン 10

岐阜県 サッカー選手になりたい。 はやち 10

岐阜県 じゅうい医さん りんば 10

岐阜県 将棋名人になりたい。 コタ 10

岐阜県 しょうらい水泳せん手になりたい。 淳 10

岐阜県 字をじょうすに書きたい。 JO 10

岐阜県 スタバの店員になりたい！！ ♯CON 10
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岐阜県 大工 りゅうぽん 10

岐阜県 大工 ゆうたろう 10

岐阜県 ダンスの先生になりたい。 ブラスト 10

岐阜県 デザイナーになりたいです りお 10

岐阜県 テニスがうまくなりたい。 じゃがいも 10

岐阜県 友達を大切にしたい。 いご 10

岐阜県 ナースになりたい みっすー 10

岐阜県 なでしこジャパンにはいりたい。すいぞくかんの人になりたい。 せな 10

岐阜県 パティシエになりたい！ みそら 10

岐阜県 パティシエになりたい！ やや子 10

岐阜県 パティシエになりたい。 ちっぴー 10

岐阜県 ぱてぃしえになりたい。 ゆいP 10

岐阜県 パティシエになりたい。 ひMIMI 10

岐阜県 バレーボール選手 ふみ 10

岐阜県 美容しになりたい人のやくにたてるような人になりたい。 MARI 10

岐阜県 フラワーアーティストになって、結婚式を飾りたいです ゆうちゃん 10

岐阜県 プロ野球選手かyoutuber マナトッチ君 10

岐阜県 プロ野球選手になりたい あいうえお 10

岐阜県 文ぼう具屋さんになりたい。 ひび 10

岐阜県 虫はかせになる！！ トモキング 10

岐阜県 料理ができるようになりたい ひめな 10

岐阜県 レントゲンぎしになりたい！！ ゆうた 10

岐阜県 ワールドカップに出たい 木京豊 10

岐阜県 １００才まで生きる はじめ 11

岐阜県 医者になりたい。 みく 11

岐阜県 医者になりたいです。 レイカメイ 11

岐阜県 医者になるでーす ぜんころ 11

岐阜県 医療関係の仕事につきたい k 11

岐阜県 絵が上手くなりたい みかん食べたい 11

岐阜県 駅の係員になりたおい。 てっぺい 11

岐阜県 お医者さんになりたい。 チャチャ木 11

岐阜県 億万長者のなりたい はやっち 11

岐阜県 お金もちになりたい。 りん 11

岐阜県 歌手になりたい。さつい さつい 11

岐阜県 家族の仕事をつぎたい ゆうり 11

岐阜県 警察官になる！ みーさん 11

岐阜県 ケーキ屋で働く みーち 11

岐阜県 高校になって野球の甲子園に出てプロ野球選手になりたい けんゆう 11

岐阜県 これからに運動会、体育祭で全て優勝したい！！ りくやっち 11

岐阜県 サッカーうまくなりたい。 想良豆 11

岐阜県 サッカーがうまくなりたい。美容師になりたい みずここ 11

岐阜県 サッカー選手になって日本代表になりたい！ ソラタ 11

岐阜県 サッカー選手になりたい ぶん 11

岐阜県 サッカー選手になりたい スストゥーマー君 11

岐阜県 しっかりとした社会人になる kt 11

岐阜県 じゅう医さんになりたい！！ Pikarin 11

岐阜県 しらかわ東のう大会のはたをもらう こじかな 11

岐阜県 水泳せんしゅになりたい。 たく 11

岐阜県 スマホをゲットしたい。 りお 11

岐阜県 世界中の犬を救いたい ちのっぴー 11

岐阜県 全日本のバレーボールプレイヤーになりたい。 みくく 11

岐阜県 空を飛びたい 空とぶカミコップ 11

岐阜県 空をとぶ ちーちゃん 11

岐阜県 大工さんになりたい。美容師になりたい。 ゆず 11

岐阜県 大工になりたい うま 11

岐阜県 卓球選手になりたい みろく 11

岐阜県 通訳さんなりたい。医療関係の仕事につきたい さき 11

岐阜県 ディズニーのスタッフになりたい ぴすたちお 11

岐阜県 動物に関わる仕事をしたい。 すみれ 11

岐阜県 トリマーになりたい カジタン 11

岐阜県 トリマーになりたい。 ゆっちゃん 11

岐阜県 農家になりたい 池戸香要 11

岐阜県 ノートパソコンを安く買いたい ー 11

岐阜県 のんびりとくらしたい おトクラ 11

岐阜県 パティシエになりたい 咲和 11

岐阜県 パティシエになりたい。 せり 11
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岐阜県 パティシエになりたい。 かののん 11

岐阜県 パティシエになりたい。！！ みんと 11

岐阜県 バレー選手になりたい ゆり 11

岐阜県 美容師になりたい。 かのん 11

岐阜県 美容師になりたい。水泳選手になりたい。 ゆなっ子 11

岐阜県 プロ野球選手 はるさん 11

岐阜県 プロ野球選手になりたい！ はやき 11

岐阜県 プロ野球選手になりたい。 ひろと 11

岐阜県 ペットトリマーになりたい！ くるみ 11

岐阜県 べんきょうがとくいになりたい。 なるぽん 11

岐阜県 宮大工になりたい 殿 11

岐阜県 もっと足が速くなりたい そうちゃん 11

岐阜県 野球が上手になりたい マーさん 11

岐阜県 野球選手になりたい。 ゆうた 11

岐阜県 薬ざい師になりたい えみ 11

岐阜県 ユーチューバーになりたい。マンガ家にもなりたい。 キノコ 11

岐阜県 有名な人 ケンボー 11

岐阜県 ロボットをつくるエンジニアになりたい！ すらいむ 11

岐阜県 歌い手になりたい！ れいか 12

岐阜県 介護しになりたい。 あいなっこ 12

岐阜県 科学者になりたい。 sena 12

岐阜県 かん護師 めいめい 12

岐阜県 かんごしになりたい。 みー 12

岐阜県 看護婦になりたい。 殿 12

岐阜県 がんばりたいこと。宿題の字をきれいにかく。ひじをつかないようにいしきする たくあんぴーぽー 12

岐阜県 けいさつかんになりたい。 おーちゃん 12

岐阜県 ゲーマー（ニート） カズッチマ 12

岐阜県 公務員 石 12

岐阜県 食品社会で働く 伊藤 12

岐阜県 卒団する前にキャストになりたい いっちゃん 12

岐阜県 パティシエになりたい さあら 12

岐阜県 パティシエになりたい。 しおり 12

岐阜県 美容師 ほの 12

岐阜県 美容師になりたい。 ありか 12

岐阜県 武道館で3回戦までゆく。６０才まで生きる。 古 12

岐阜県 プロ野球選手 野球バカ 12

岐阜県 プロ野球選手になりたい。 まさと 12

岐阜県 プロ野球選手になりたいプロ野球選手になりたい きいち 12

岐阜県 保育士になりたい。 m.m 12

岐阜県 ユウチュウバーになりたいと思っているけいさつかんになりたい トナカイ 12

岐阜県 人の役に立つ仕事がしたいです。何でもそうだけど、人の笑顔が見たいです。 ゆみぞう 14

岐阜県 こどもたち、ひとりひとりの夢が、笑顔で咲かせられるといいな なお 43

岐阜県 医者になって人々を救いたい ー ー

岐阜県 一級建築士 オサジュウEX５ ー

岐阜県 家具職人になりたい ー ー

岐阜県 苦しんでいる動物たちを助けるために動物病院のかんごしになりたい。 ー ー

岐阜県 高校大学に行きたい ー ー

岐阜県 サッカー選手 ー ー

岐阜県 サッカー選手になってバルセロナの１０番をせおいたい。 ー ー

岐阜県 サッカー選手になりたい ー ー

岐阜県 社会に役立つ人になりたい ー ー

岐阜県 じゅういさんになりたい ー ー

岐阜県 卓球の試合でメダルをとる ー ー

岐阜県 デザイナーになりたい ー ー

岐阜県 東海北神えつ大会で優勝 空手の ー

岐阜県 動物にかかわる仕事をしたい ー ー

岐阜県 バスケットボールNBA出場 ジョーダンの番号２３ ー

岐阜県 パティシエになりたい ー ー

岐阜県 パリに行きたい！！ NAKO ー

岐阜県 美容師になりたい ー ー

岐阜県 美容師になりたい ー ー

岐阜県 プロサッカー選手になりたい ー ー

岐阜県 明治神宮球場で試合をやりたい ー ー

岐阜県 物作りの仕事につきたい ー ー

岐阜県 料理人になってたくさん作りたい ー ー

静岡県 いるだけでみんなが笑顔になれるような人になりますように ひろや 1
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静岡県 ユンボのうんてんしゅになりたい はるま 1

静岡県 お父さんみたいにお弁当もってお仕事に行きたい 昊 2

静岡県 ヘリパイロットの資格とって警察の航空隊にはいりたい！医者になりたい！元気に大きくなりたい ゆうまなちっくん 2

静岡県 おかしをたくさんつくれますように ふくしまあや 3

静岡県 ケーキ屋さんいなりたいな よしたか 3

静岡県 ライオンになりたい とうま 3

静岡県 アイスクリーム屋さんになりたい はーちゃん 4

静岡県 アイス屋になりたいです。 まおぴー 4

静岡県 エルサになりたい まいかちゃん 4

静岡県 お花屋さんになりたい ちーちゃん 4

静岡県 ソフトクリーム屋さんになること まなちゃん 4

静岡県 プリンセスになりたい あんちゃん 4

静岡県 お医者さん そらくん 5

静岡県 けいさつかん はると 5

静岡県 げかいになりたい りんの 5

静岡県 さかなをじょうずにとりたい れん 5

静岡県 消防士 かいと 5

静岡県 ワイドビューふじかわの運転手（電車の運転手）になることです。 リッキー 5

静岡県 あいすやさんになりたいな。 ももちゃん 6

静岡県 あいどるになりたい みみ 6

静岡県 あいどるになりたい。 りーちゃん 6

静岡県 あいどるになりたいな。 ゆいちゃん 6

静岡県 あいどるになりたいな。 りんごのたね 6

静岡県 あいどるになりたいな。 ねね 6

静岡県 あくのさいあじんになりたいな しんちゃん 6

静岡県 いしゃになりたい ひま 6

静岡県 いちりんしゃができますように。 みいちゃん 6

静岡県 えがじょうずになりたい あお 6

静岡県 えがじょうずになりたい りっくん 6

静岡県 おいしゃさんになりたい さーぴ 6

静岡県 おかしやさんになりたい かーぢん 6

静岡県 おかしやさんになりたいな。 べじっと 6

静岡県 おはなやさんになりたい やまおかこう 6

静岡県 おもちゃやさんになりたいな。 りとくん 6

静岡県 かいぞくになりたい とら 6

静岡県 かぞくをまもりたい あっちゃん 6

静岡県 看護師になってママと同じ病院で働きたい かずくん 6

静岡県 稀勢の里みたいに横砂になる りょうたまや 6

静岡県 きょうりゅうはんたあになりたいな。 とうま 6

静岡県 きれいなひとになりたい。 ゆーたん 6

静岡県 車をデザインする人になりたいです。 えいちゃん 6

静岡県 けいきやさんになりたいな。 さっちゃん 6

静岡県 けいさつかんになりたい！ かほぴぴ 6

静岡県 けいさつになりたい かいかい 6

静岡県 けえきやさん やぎすずは 6

静岡県 けーきやさんいなりたい。 あやか 6

静岡県 けえきやさんになりたい まお 6

静岡県 けえきやさんになりたい。 ななちゃん 6

静岡県 けえきやさんになりたいな。 りりちゃん 6

静岡県 さあてぃいわんやさんになりたい みとぽん 6

静岡県 さっかーがうまくなりたい みなと 6

静岡県 さっかーせんしゅになりたい りおなちゃん 6

静岡県 さっかーせんしゅになりたい すずきひでやすくん 6

静岡県 サッカーせんしゅになりたい やましたけいた 6

静岡県 サッカー選手になりたい（目指せなでしこ） ゆいゆい 6

静岡県 さっかーせんしゅになりたいな。 ひの 6

静岡県 サッカーでしゅうとを6てんとりたいです。 ゆーくん 6

静岡県 すーたーあいどるになりたいの。 ゆーちゃん 6

静岡県 すうぱあのひと えまたろう 6

静岡県 すけぼーせんしゅになりたい！ なみちゃん 6

静岡県 すたばやさんになりたいな。 りあこ 6

静岡県 だいくさん かいと 6

静岡県 大好きなエスパルスの選手がたくさんの試合に勝てるように管理栄養士になる！ みゆっさ 6

静岡県 だんすがじょうずになりたい！ ゆいこ 6

静岡県 ちょこれーとやさんになりたい りこ 6

静岡県 はちゅうるいはんたあ てったくん 6
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静岡県 はちゅうるいはんたあ きおくん 6

静岡県 ぱてぃしえになりたい ももかちゃん 6

静岡県 パティシエになりたいな あんじぇら 6

静岡県 パトロールになりたい ケイ 6

静岡県 はなやさんになりたい あかり 6

静岡県 はなやさんになりたい。 ああちゃん 6

静岡県 ぱんやさんになりたい ここなっつ 6

静岡県 ぴあにすとになりたい。 あハちゃんとよばれてる 6

静岡県 ひーろーになりたい。 そんんごくう 6

静岡県 びようしになりたい なつ 6

静岡県 びようしになりたい ゆあこ 6

静岡県 びようしになりたい れーちゃん 6

静岡県 ふくやさんになりたい むと 6

静岡県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 にくまん 6

静岡県 ぺっとしょっぷになりたい かんちゃん 6

静岡県 ほいくしになりたい めいめい 6

静岡県 ポケモンマスター かくん 6

静岡県 もすーばーがーになりたい あお 6

静岡県 やきゅうせんしゅになりたい ぴんのすけ 6

静岡県 やきゅうせんしゅになりたいな。 じゅん 6

静岡県 野球選手になることです。お父さんとのキャッチボールが楽しいです。なわとびも頑張っています。 あきちくん 6

静岡県 野球のエースになりたい ふみや 6

静岡県 ようちえんのせんせいになりたい ひな 6

静岡県 ラプンツェルになりたい！ ruka 6

静岡県 りようし そう 6

静岡県 りんぱせいたいしになりたな。 みりちゃん 6

静岡県 レーシングカーに乗る ゆうたあぜき 6

静岡県 れすとらんのこっく いまむらかいくん 6

静岡県 ー かのん 6

静岡県 NHKではたらきたいです。 つじ 7

静岡県 あいすやさんになりたいな。 ここちゃん 7

静岡県 アイドルになりたい みーちゃん 7

静岡県 色々なことを上手くなるように頑張りたいです。 かわにしのぶひこ 7

静岡県 うらないしになりたい しん 7

静岡県 おいしゃさんになりたい！！ さえちゃん 7

静岡県 がっこうのせんせいになりたいな。 のんこ 7

静岡県 からてがうまくなりたい たいき 7

静岡県 かんごしになりたい ななこ 7

静岡県 かんごしになりたいです。 あいちゃん 7

静岡県 くるまをつくるひとになりたい かん 7

静岡県 けいきやさん ゆあ 7

静岡県 けいきやさんになりたいな かれんちゃん 7

静岡県 けいさつかん スッシー 7

静岡県 けいさつかんになりたい ひなとくん 7

静岡県 ケーキ屋さん ゆうな 7

静岡県 ケーキやさんになりたい 清水ゆい 7

静岡県 けーきやさんになりたい。 しずく 7

静岡県 ケーキやさんになりたいです。 ゆづき 7

静岡県 けえきやさんになりたいな。 れのぴー 7

静岡県 ごくうになりたい はんと 7

静岡県 ごくうになりたいな。 たあくん 7

静岡県 サッカーがうまくなりたい たいき 7

静岡県 サッカー選手になって外国のチームにいきたい。 KOA 7

静岡県 サッカーせんしゅになりたい。 なっちゃん 7

静岡県 サッカーせんしゅになりたいです なつめろく 7

静岡県 さっかせんしゅになりたい あっちゃん 7

静岡県 さっかせんしゅになりたいな。 だいきくん 7

静岡県 しかえいせいしなりたい ゆな 7

静岡県 ジャニーズにはいりたい きずな 7

静岡県 しんぶんきしゃ、さっかあせんしゅになりたい りゅう 7

静岡県 せんせになりたい！ ひな 7

静岡県 たっきゅうがうまくなりたい ごうま 7

静岡県 ディズニーのキャストさんになることです。 ゆうも 7

静岡県 電車の運転手さんになること かじゅ 7

静岡県 パティシエ プリー 7

静岡県 ぱんやさんになりたい たほちゃん 7
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静岡県 ぱんやさんになりたい！ ひまわりちゃん 7

静岡県 ぴあのがじょうずになりたい こーぴ 7

静岡県 ピアノの先生になりたい のむらじゅり 7

静岡県 ピザやさんになりたい かん南 7

静岡県 ひとをたすけるかんごしになりたい！ まきのすけ 7

静岡県 びようしになりたい。 ゆーう 7

静岡県 ファッションデザイナーになりたい おーちゃん 7

静岡県 プロゲーマーになりたいです。 はゆくん 7

静岡県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 そうくん 7

静岡県 ブロリーフルパワーのかあどがほしい レモン 7

静岡県 ペットショップのてんいんになりたいです。 ねっちゃん 7

静岡県 ぺっとやさんになりたい すみれ 7

静岡県 ほいくえんのせんせいになりたいな。 たまちゃん 7

静岡県 ぼくは、ユーチュウバー ふじ村ゆいと 7

静岡県 まんがかになりたいです。 ぷーか 7

静岡県 やきゅう あやた 7

静岡県 やきゅうせんしゅになりたい じょうろ 7

静岡県 ゆうちゅうばあになりたい ゆゆ 7

静岡県 ゆうちゅうばーになりたい かいとーじょうか 7

静岡県 れざいなあやさん あんり 7

静岡県 いるかのおねえさんになりたい！ ゆめこ 8

静岡県 いろいろな物を作ったり研究して新しい機械を作る科学者になる はるま 8

静岡県 えいがかんとくになりたい。 セイウチ 8

静岡県 エンジニアになりたい。 Hdk 8

静岡県 大きいびょういんのかんごしになりたい。 しずくちゃん 8

静岡県 おもちゃやさん てんてん 8

静岡県 おわらい らいと君 8

静岡県 かいたいやｓん そうた 8

静岡県 かしゅ りっちゃん 8

静岡県 学校の先生 きのこ 8

静岡県 学校の先生 大はしかなみ 8

静岡県 学校の先生・英語の先生・ピアニスト・ゲームセンターの店いん・レストラン 先し君 8

静岡県 学校の先生・パティシェ るろちゃん 8

静岡県 かめらまん・おわらいげいにん・たこやきやさん・どうぶつ園のしいくいん・けいさつかん なし 8

静岡県 からて ロミオ 8

静岡県 空手でゆうしょう とーい吉 8

静岡県 かわいいアイドルになりたいです！ みこちゃん 8

静岡県 かんごし タンタン 8

静岡県 きゅうどうのせんしゅになりたい ゆうと 8

静岡県 ケーキやさん 大はしさき 8

静岡県 ケーキやさん すずきせいら 8

静岡県 ケーキやさんになりたい。 あやちゃん 8

静岡県 ケーキやさんになりたい。 ほっちゃん 8

静岡県 ケーキやさんになりたい。 ひかちゃん 8

静岡県 ケーキ屋さんになれますように。 りここ 8

静岡県 ケーキ屋さんになりたい。 なかやほの 8

静岡県 ケーキ屋さんになりたい。 ゆいり 8

静岡県 ゲーマーになりたい りゅう星 8

静岡県 ゲーマーになりたい げんげん 8

静岡県 建築家になりたいです。 さはるん 8

静岡県 建築士 りゅうや 8

静岡県 けんどう ワンワン 8

静岡県 こうくうじえいかんのパイロット・じゅうどうのおりんぴっくせんしゅ ヤワラちゃん 8

静岡県 こうじの人 いしまあいば 8

静岡県 古生物学しゃになりたい 中おあきと 8

静岡県 コメダの店いんになりたい。 まおネコ 8

静岡県 サーカがうまくなりたい。 たく 8

静岡県 サッカーせんしゅ たかちゃん 8

静岡県 サッカーせんしゅ けんちゃん 8

静岡県 サッカーせんしゅ さいせんたいち 8

静岡県 サッカーせんしゅ くぼたたかむら 8

静岡県 サッカーせんしゅ あるてぃめっとたいち 8

静岡県 サッカーせんしゅになってワールドカップにでたい。（オリンピック） イワーク 8

静岡県 サッカーせんしゅになりたい せいは 8

静岡県 サッカーせんしゅになりたい。 サッカー少年 8

静岡県 サッカーせんしゅになりたい。 ゆうせい 8
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静岡県 サッカーせんしゅになりたいな。 やまだりょうだい 8

静岡県 スイーツやさん 大すなゆずな 8

静岡県
世界じゅうの人がやさしくてけんかもなくて、えがおいっぱいのちきゅうになりますように。マッサージをする人になります

ように。りょうたくんとなおしくんがけんかがなくなりますように。
しずくちゃん 8

静岡県 ゾイドはかせ いちあ 8

静岡県 そらをとびたいな ともろを 8

静岡県 だいく
きょうらんのだいだらぼっ

ち
8

静岡県 大工さんになりたい しゅんた 8

静岡県 大スターになりたい！ はんこ 8

静岡県 たっきゅうがうまくなりたい すぎもとゆうと 8

静岡県 たっきゅうせんしゅになりたい ゆうと 8

静岡県 たっきゅうめいじんになりたい ふう 8

静岡県 ダンサー ミク 8

静岡県 つり名じん なるひゆうや 8

静岡県 ディズニーのキャスト ゆずまん 8

静岡県 ディズニのキャストになりたい！！ りくぞー 8

静岡県 デザイナーになりたい！ しっぴー 8

静岡県 東大に行きたいです。 あっちゃん 8

静岡県 ナースになりたい ひな 8

静岡県 ネイリストになりたい ことね 8

静岡県 ねこを人ぴきかうこと ねこりん 8

静岡県 のら犬やのらねこをたすける人になりたい ゆうかぴー 8

静岡県 はいしゃ ララ 8

静岡県 バスケのせんしゅになりたい。 ふじさん 8

静岡県 パソコンでユーチューバーになる！！ たけくん 8

静岡県 パティシエ みーゆー 8

静岡県 パティシエ レモちゃん 8

静岡県 パティシエ ゆっちゃん 8

静岡県 パティシェ・びようし・ほいくえんの先生・学校の先生
せいらのんゆうのすけ

ちゃん
8

静岡県 パティシェ・ペットショップ・モデル まいちゃん 8

静岡県 パティシエになりたい。 ゆっちゃん 8

静岡県 パティシェになりたい・かんごしになりたい。 なりさん 8

静岡県 パテシエ あいみくちゃん 8

静岡県 パテシエ そらちゃん 8

静岡県
バレーボールせんしゅ・カプリコをれんぞく10こたべたい・バレーボールせんしゅがかなわないんだったらプロやきゅうせん

しゅ
ロボマイキー 8

静岡県 パン店 はるくん 8

静岡県 パンやさんになりたい！ はく 8

静岡県 ピアニスト ピアノン 8

静岡県 ビジネスマン つりしょうへい 8

静岡県 びようし そらのみね 8

静岡県 びようしになりたい わっちゃん 8

静岡県 びょうしになりたい。 りっちゃん 8

静岡県 ファッションデザイナーになれますように さや 8

静岡県 プーさんをあつめまくる。♡（スクイーズやぬいぐるみ） さなな 8

静岡県 フォートナイトでプロになれますように りゅうた 8

静岡県 ふくや しんみる 8

静岡県 ふくをつくるデザイナー まひる 8

静岡県 プランニングデザイナー アンド、ツバサ 8

静岡県 プロゲーマー
ぜんせつレインボーたい

ち
8

静岡県 ぷろゲーマアー あとむ 8

静岡県 プロサッカーせんしゅ しみこき 8

静岡県 プロサッカーせんしゅになりたい。 有星 8

静岡県 プロ野球せん手(エンゼルス) 遼 8

静岡県 プロ野球せんしゅにとまいぜんシスターズか友だちになりたい。 マイッキー 8

静岡県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 カナくん 8

静岡県 ペットショップ・パティシェ・学校の先生 ねこちゃん 8

静岡県 ペットショップになりたいです。 りんちゃん 8

静岡県 ペットショップのテンイン らっちゃん 8

静岡県 べんごしになりたい。 ゆっちゃん 8

静岡県 本をいっぱい読みたいです。 そうた 8

静岡県 ほいくえんの先生になりたい！ ゆづちゃん 8

静岡県 ほいくし めいか　かめい 8

218



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

静岡県 本や ソニック 8

静岡県 本やさん ゆずぽん 8

静岡県 まくどなるどのてんいん まーちゃん 8

静岡県 まほうつかいになりたい。 せいちゃん 8

静岡県 マラソンがはやくなりたい。 いっちゃん 8

静岡県 マンガ家になりたい！ ゆかちゃん 8

静岡県 モデルになりたい　スイエイせんしゅになりたい。 りこ 8

静岡県 モデルになりたい！ なっちゃん 8

静岡県 やきゅうせん手 はると 8

静岡県 やきゅうせんしゅ ー 8

静岡県 野球せん手になりたい。 太希せん手 8

静岡県 野球のせんしゅになりたい たかはしみなと 8

静岡県 やくざいし はなら春と 8

静岡県 ユーチューバー れんくん 8

静岡県 ユーチューバー ヒュウくん 8

静岡県 ユーチューバー こーちゃんまる 8

静岡県 ユーチューバーになりたい ニャンコ 8

静岡県 ゆうちゅうバーになりたい ゲッコウガ 8

静岡県 ユーチューバーになりたいになりたい・サッカーせんしゅになりたい サッカーくん 8

静岡県 ゆうめいなユーチューバー あやっぴ 8

静岡県 ようち園の先生になりたい りっぷー 8

静岡県 ラジコンをつくるひとになりたい そうー 8

静岡県 りくじょうの大会で1位になりますように。 あいちゃん 8

静岡県 りょうりのオーナー ミスターポッツ 8

静岡県 りょうり人になりたい。 みずき 8

静岡県 レストランの店長になりたい まなか 8

静岡県 大人になってもけんかをしないようにしたい。 石川梓 8

静岡県 SLの運転手になりたい。 かんたろう 9

静岡県 Youtuber! 翔流」 9

静岡県 医者になりたい あーちゃん 9

静岡県 いしゃになりたい 清水美来 9

静岡県 犬訓練士になりたい あさきち 9

静岡県 おい者さんなりたい！ さみこ 9

静岡県 お店の人になりたい！！ 約ネバ大すき 9

静岡県 オリンピックにでたい とわに 9

静岡県 科学者になつてノーベルしょうをとりたい。 たけのこ 9

静岡県 かっこいいチアリーダーになること りんりん 9

静岡県 学校の先生・ほいくえんの先生・ペットショップのてん長・デザイナー ゆめたくさん 9

静岡県 学校の先生になりたい ダンダダン 9

静岡県 学校の先生になれますように。 ねこじゃらし 9

静岡県 神さまになりたい。 えいた 9

静岡県 かんごしさんになりたい！ れんれん 9

静岡県 かんごしになりたい！ らーちゃん 9

静岡県 かんごしになりたい。 たみころ 9

静岡県 キャビンアテンダント・デザイナー・スタイリスト・ネイリストのどれかになりたい！ ねね 9

静岡県 ケーキやさん 大野まなか 9

静岡県 ゲーマー こう 9

静岡県 ゲーマーになりたい ぜんいち 9

静岡県 ゲームクリエイター はるまき 9

静岡県 ゲームクリエイター しおおにぎり 9

静岡県 ゲームくりえいたー 来金てい 9

静岡県 ゲームクリエイターになって自分が考えたゲームを作りたい まさちゃん 9

静岡県 ゲームを作る人になりたいです。 琉人0.0％ 9

静岡県 コークにあいたい Reiyci-G 9

静岡県 サッカーせんしゅ が 9

静岡県 サッカーせんしゅ プールマン 9

静岡県 サッカーせん手になりたい さる 9

静岡県 サッカーせんしゅになりたい いーちゃん 9

静岡県 サッカーせんしゅになりたい ピカチュウ 9

静岡県 サッカー選手になりたい！ i07h6 9

静岡県 サッカーせんしゅになりたい！ ろい 9

静岡県 サッカー選手になりたい！！ ゴジータ（龍輝） 9

静岡県 サッカーせん手になりたい。 zzzzz 9

静岡県 サッカーのオリンピックにでたい サッカーショウ年 9

静岡県 サッカーの日本だいひょうになってワールドカップでゆうしょうする。 れんこん 9

静岡県 自衛隊になりたい！ なおき 9
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静岡県 自分のお店をひらきた。 あつやきたまご 9

静岡県 習字の先生かマクガイバーになる！ えこ 9

静岡県 小・中学校の先生 ようちゃん 9

静岡県 助産師になりたい！！ プレゼント 9

静岡県 女子プロ理きゅうせんしゅになりたい！！ 理きゅう女子 9

静岡県 女子プロ野きゅうせんしゅ 坪井夢耶 9

静岡県 スケーターになりたい いっせい 9

静岡県 せっけいしになりたい アオジー 9

静岡県 大工になりたい ひいろ 9

静岡県 体操のお兄さん ハヤブサ 9

静岡県 たくさんの人々にわかりやすく伝えられる新聞記者になりたいです。 ちいくん 9

静岡県 たっきゅうがうまくなりたいです。 悠作 9

静岡県 東大に行って東大王になりたいです。 さっちゃん 9

静岡県 動物病院のじゅう区 なっちゃん 9

静岡県 トリマーになりたい・学校の先生になりたい・ほいくえんのせんせいになりたい 夢ぴー 9

静岡県 ニンテンドーの社員になりたい！！ ユーチューバー 9

静岡県 ネイリストになりたい！！ moka 9

静岡県 パティシェ キー 9

静岡県 パティシエ あららちゃん 9

静岡県 パティシェになりたい なな 9

静岡県 パティシエになりたい さえ 9

静岡県 パティシェになりたい！ みぃー 9

静岡県 パティシエになりたい！！ しば犬 9

静岡県 パティシェになりたい、学校の先生になりたい・けいさつかんになりたい はつち 9

静岡県 パティシエになりたい。 さきちゃん 9

静岡県 パティシエになりたいな なつめうめ 9

静岡県 パティシェになれますように こねこ 9

静岡県 パパのゆめをかなえるためJリーガーになってお母さんに見にきてパパによろこんでもらう サキチ 9

静岡県 はらじゅくをめぐりたい！！ アリス＆ペンギン 9

静岡県 パンやさんになりたい。 高橋あお 9

静岡県 ピアノの先生になりたい・パティシェになりたい さっちー 9

静岡県 人に優しくできるようになりたい！！ 金魚 9

静岡県 びょういんの人になりたい。 なかがく 9

静岡県 美ようしになりたい りおな 9

静岡県 びようしになりたい さな 9

静岡県 びようしになりたい！ いっちゃん 9

静岡県 ファッション系のお店で働きたい。 K♡M♡ 9

静岡県 ファッションデザイナーになりたい！ miumiuta 9

静岡県 ファッションデザイナーになる！！ みうに 9

静岡県 フォートナイトプロゲーマー(ゆうちゅーばー） やじゅう 9

静岡県 プロゲーマー CK 9

静岡県 プロゲーマー カービィー 9

静岡県 プロサッカーせんしゅになりたい。 けんと 9

静岡県 プロ野きゅうせんしゅ パワプロくん 9

静岡県 プロ野きゅうせんしゅ　巨人・ソフトバンク あつおTB 9

静岡県 ほいく園の先生 いちご 9

静岡県 ほいく園の先生 かなりん 9

静岡県 ほいくしになりたい・モデルになりたい ニコプチざっし好き 9

静岡県 ぼくは、ユーチュウバー キシ 9

静岡県 マッサージやさんになりたい まあこ 9

静岡県 野球せん手になりたい。 たくみんみんぜみ 9

静岡県 やくざいしになる YM 9

静岡県 やさしい人になりたいです。 竹上はるひ 9

静岡県 遊園地で働きたい あんじゅ 9

静岡県 ユーチューバー つちや君 9

静岡県 ユーチューバーになりたい もちつきうさぎ 9

静岡県 ユーチューバーになる スライム 9

静岡県 ユーチューバーになること！！ 天才マイッキー 9

静岡県 ユーチュバーになりたい！ しおY 9

静岡県 ようち園の先生かほいく園の先生になりたい！！ のんのん 9

静岡県 世の中で、地しんや、さいがいなどでこまっている人、たいへんな思いをしている人を助けたい。
アイコニックシナリオピー

リー
9

静岡県 りく上センシュになりたい！ しまうま 9

静岡県 りく上せんしゅになりたい！ らいき 9

静岡県 りくじょうせん手になる 金子ゆうか 9

静岡県 りく上でオリンピックにでてメダルをとりたい。 矢嶋 9
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静岡県 りんねをもっている人 カイリ 9

静岡県 レストランではたらきたい。 ますあや 9

静岡県 わたしのゆめは、パン屋 中村さくや 9

静岡県 わたしは歌手になってテレビにいっぱいでるのがゆめです トマト？ 9

静岡県 E5系（はたぶさ）の運転をしたい。（新幹線） よりず 10

静岡県 YouTuber まっすー 10

静岡県 YouTuber 歌い手　絵書き ひなみ 10

静岡県 YouTuber サッカー選手 バーン 10

静岡県 YouTuberになりたい やっぴー 10

静岡県 YouTuberになりたい。 りゅうりゅう 10

静岡県 アイス屋さん Y 10

静岡県 医者になりたい こうへい 10

静岡県 医者になりたい！ あお 10

静岡県 医者になりたい。 ゆくら 10

静岡県 イラストレーターになりたいです。 HANA 10

静岡県 医療関係の仕事につきたい カノ 10

静岡県 歌い手・ピアノの先生 めい 10

静岡県 海じゅう医 優太 10

静岡県 えいがかんとくになりたい！ ゆずほ 10

静岡県 お医者さんになりたい 瑛斗 10

静岡県 お医者さんになりたい しゅっくん 10

静岡県 お医者さんになりたい。 あんこ 10

静岡県 おすし屋ではたらきたい 康平 10

静岡県 お店の人になれますように！！ ムヒョロジ大好き 10

静岡県 海外セレブにあう！（レディーガガなど・・・） すみれ 10

静岡県 かがくしゃかYouTuber 舟玄T 10

静岡県 科がく者になりたい こたけ 10

静岡県 掛川花鳥園のスタッフになって花鳥園をモデルにした漫画を書くこと ようちゃん 10

静岡県 歌手になりたい 香琳 10

静岡県 歌手になりたい！ あい 10

静岡県 歌手になりたい。 みーさん 10

静岡県 ガソリンスタンド アスタ 10

静岡県 かっこいいコックさんになりたいです！ さいリオ 10

静岡県 まんが家 あゆな 10

静岡県 神 いっくん 10

静岡県 かんごし ゆっち 10

静岡県 かんごし こっこ 10

静岡県 かんごしになりたい ゆうり 10

静岡県 かんごしになりたい！ こなつ 10

静岡県 かんごしになりたい！ ONCE 10

静岡県 かんごしになりたい！ ゆああ 10

静岡県 かんごしになりたい。 ゆっこ 10

静岡県 かんごしになりたい。 ten 10

静岡県 かんごしになりたい。 あいご 10

静岡県 かんごしになるぞ！！ さっちゃん 10

静岡県 ガンダムのプラモデルを作る工場に入りたい りゅうくん 10

静岡県 キャビンアテンダントになりたい あのん 10

静岡県 きょうりゅうはっくつの人 なっティー 10

静岡県 車の店の人（SUZUKI) しゅうみ 10

静岡県 車やさん まぁくん 10

静岡県 けいさつかんになりたい おうすけ 10

静岡県 けいさつかんになりたい さほ 10

静岡県 警察官になりたい ハナタン 10

静岡県 けいさつかんになりたい 後とう蓮人 10

静岡県 けいさつのかんしき 山ちゃん 10

静岡県 ゲぇーマー 竹さん 10

静岡県 ケーキ屋さん エリセオ 10

静岡県 ケーキ屋さんになりたい！！ みーちゃん 10

静岡県 ゲーマーになりたい ハッカー 10

静岡県 ゲームクリエイターになりたい。 うなぎ 10

静岡県 ゲームクリエーターになりたい！！ ドツトさん 10

静岡県 ゲームを作る人になりたい！ れー 10

静岡県 外科医になりたい！！ りっくー 10

静岡県 建築士 ゆうが 10

静岡県 県庁の職員になりたい！ 茶々 10

静岡県 こうくう自えいたいになる F4 10
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静岡県 声ゆう さわこ 10

静岡県 声ゆうになりたい！ りーちゃん 10

静岡県 コックさん そうちゃん 10

静岡県 コックになりたい！ りゅう 10

静岡県 サッカーせんしゅ 翔永 10

静岡県 サッカー選手 まじねこくん 10

静岡県 サッカー選しゅになりたい！ ハヤブサ 10

静岡県 サッカーせんしゅになりたい！
アイコニックシナリオピー

リー
10

静岡県 サッカー選手になりたい！！ 水厚 10

静岡県 サッカー選手になりたい。 マッキー 10

静岡県 サッカー選手になりたい。 しゅん 10

静岡県 サッカー選手になりたい。 ゆずマン 10

静岡県 サッカー選手を目指す！ 健太 10

静岡県 サッカー選手を目指すぞ！ とら 10

静岡県 サッカー選手を目指すぞ！ こうちゃん 10

静岡県 幸せなけっこん まおぴー 10

静岡県 シェフになりたい はつき 10

静岡県 じこもない犯罪もさぎもないへいわなせかいにしたい。 内木悠太 10

静岡県 じもとを元気にするしごと。 ゆきだるま 10

静岡県 じゅういかんごし るーこ 10

静岡県 じゅういになりたい。 ゆめな 10

静岡県 じゅう医師になりたい 絢 10

静岡県 じゅう道日本代表になること ポテチのきわみ 10

静岡県 ジュビロ磐田のカミンスキーみたいなキーパーになります 康ぽん 10

静岡県 じょういのかんごしになりたい ホーちゃん 10

静岡県 小学校の先生 ユッキーナ 10

静岡県 しょうぎでつよくなりたい。 m.k 10

静岡県 書道家に！なりたい。 友菜 10

静岡県 水泳選手になりたい せりま 10

静岡県 水泳選手になりたい。 あったー 10

静岡県 すいぞくかんではたらくぞ KTO 10

静岡県 スタイリストを目指すぞ！ たっちゃん 10

静岡県 スポーツに関係する仕事 コハル 10

静岡県 先生と農家になりたい さかな 10

静岡県 体育の先生になりたい。 さまさん 10

静岡県 大工か宮大工になりたい。 ショウタ 10

静岡県 大工になりたい！ 光の大工 10

静岡県 大工になりたい！！ りょうちゃん 10

静岡県 大工を目指す 文哉 10

静岡県 ダイビングでいろんな魚といっしょにおよぎたい。 金目だい 10

静岡県 大リーグを目指すぞ！！ やまさん 10

静岡県 ダンサー えりか 10

静岡県 ダンサーになりたい ひい 10

静岡県 ダンサーになりたい！！ かりん 10

静岡県 ダンスで世界一になりたい！！ S・S 10

静岡県 ちゅら海水遊のけんきゅういんになりたい。 本好き 10

静岡県 ディズニーキャスト りーりー 10

静岡県 デザイナー（ミシンを使う仕事） たま 10

静岡県 デザイナーになりたい！ りーちゃん 10

静岡県 テニスのザコになりたい うへへへへへへ 10

静岡県 テニスの選手になりたい。 黒のにがんこ 10

静岡県 電化製品会社につとめたい。 K 10

静岡県 動物に関係ある仕事になりたい！ あっくん 10

静岡県 動物びょういんの先生になりたい 有紗 10

静岡県 図書館司書になりたいです。 丹羽千春 10

静岡県 ネコカフェ　デザイナー くみちゃん 10

静岡県 パイロットになりたい 龍 10

静岡県 バスケットボール選手になりたい 大悟 10

静岡県 パティシェ 石井花門 10

静岡県 パティシェ 日夏詩 10

静岡県 パティシエ りな 10

静岡県 パティシエールになりたい！ 安りお 10

静岡県 パティシェになりたい てきとう太郎 10

静岡県 パティシエになりたい ゆいゆい 10

静岡県 パティシェになりたい！ りおマン 10
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静岡県 パティシエになりたい！ アンニャン 10

静岡県 パティシェになりたい。 にこ 10

静岡県 パティシェになりたい。 ここ 10

静岡県 パティシェになりたい。 ルー 10

静岡県 パティシエになりたいです。 ゆあぴ 10

静岡県 パティシェを目指すぞ！ れみさん 10

静岡県 バトミントン選手になりたい 海翔 10

静岡県 バルセロナでレギュラーをかちとってチャンピオンズリーグで優勝したい。ワールドカップで優勝したい。 ユウサク 10

静岡県 バレー選手を目指すぞ！ いわっち 10

静岡県 バレーボールで日本一目指すぞ いくっち 10

静岡県 ハンター こうき 10

静岡県 パンダの飼育員になりたい！ りんこ 10

静岡県 パンダの飼育員になる！・ネコやイヌたちとくらす！ ももぱん 10

静岡県 パン屋 けいちゃん 10

静岡県 ひこうきのパイロットになりたい 達大 10

静岡県 人をたすける仕事 arisye 10

静岡県 美ようし ゆら 10

静岡県 びようし あいらん 10

静岡県 美容師になるぞ！ ななみん 10

静岡県 美容し目指すぞ！！ ゆう 10

静岡県 ファッション関係の仕事につきたい つぼ 10

静岡県 ファッションデザイナーになりたい！ ゆず 10

静岡県 フォートナイトのプロ 一ろう 10

静岡県 ふじさんにてっぺんまでのぼりたい。しょうらいはアルプス。 なおみっち 10

静岡県 プロ競泳選手に　YouTuber たいか 10

静岡県 プロゲーマーになりたい けんちく 10

静岡県 プロゲーマーになりたい K・Y 10

静岡県 プロサーファーになりたい かず 10

静岡県 プロサッカー選手にぜったいなりたい。 ゆっきー 10

静岡県 プロサッカー選手になりたい こうすけ 10

静岡県 プロサッカー選手になりたい。 CRミッキー 10

静岡県 プロのダンサーになりたい！マッサージしになりたい！ MISUKO 10

静岡県 プロバスケット選手になりたい。 めいごー 10

静岡県 プロ野球選しゅ りおなり 10

静岡県 プロ野球選手MLB(NY) ゆうき 10

静岡県 プロ野球選手になりたい ゆうし 10

静岡県 プロ野球選手になりたい かっつー 10

静岡県 プロ野球選手になりたい！ トラ男 10

静岡県 プロ野球選手になりたい。 そうし 10

静岡県 弁護士になりたい。 大千 10

静岡県 ほいくえんの先生になりたい！ はるピン 10

静岡県 保育士 さやパン 10

静岡県 保育士 ゆり 10

静岡県 ほいくし 大石ねこ 10

静岡県 保育士！！になりたい うちや 10

静岡県 保育しになりたい！ つむ 10

静岡県 ほいくしの人かびよういいんの人になりたいなー！ みかん 10

静岡県 ほいくのせんせいになりたい さら 10

静岡県 ポケモンゲーマーになりたい。 モッキー 10

静岡県 ほけんの先生 まーちゃん 10

静岡県 ほんやく家になりたい！ みゅーみゅ 10

静岡県 マッサージしかペットショップかけいさつかんを目指すぞ！ S・N 10

静岡県 ま薬取しまり官 こうき 10

静岡県 マンガ家 竜 10

静岡県 マンガ家になりたい サルチキン 10

静岡県 まんがかを目指すぞ！ K・Rさん 10

静岡県 みかんを作る人になりたい 泰杜 10

静岡県 道でたおれている人をたすけられる、かんごしになりたい！！ ピヨピヨ 10

静岡県 みんなが集まる文房具やさん りんご 10

静岡県 メガネ屋さんになりたい 陽生 10

静岡県 目が悪くならないゲームを作る 渡邉颯 10

静岡県 物を作る人になりたい！ 1人っ子はやっぱいい 10

静岡県 薬ざいし ふしぎんぼ 10

静岡県 やくざいし　いしゃ はぁや 10

静岡県 遊園地で似顔絵書く人になりたい りりん 10

静岡県 ユーチューバー トム 10
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静岡県 ユーチューバーになりたい マッケンジー 10

静岡県 ユーチューバーになりたい ひな 10

静岡県 ユーチューバーになりたい！ いと 10

静岡県 ようち園やほいく園の先生になる。 くるみ 10

静岡県 洋服デザイナーになりたい。 はなはな 10

静岡県 夜から朝まで一人であそぶ 冠太 10

静岡県 陸上選手になりたい kiiy7221457 10

静岡県 陸上の選手になりたい てんちゃん 10

静岡県 りょうし 友輝 10

静岡県 りょうし レン 10

静岡県 漁師になりたい かなぶん神ゴット 10

静岡県 りょうりしになりたい やまと 10

静岡県 料理人になりたい おいもせンし 10

静岡県 料理屋を建てる ユート 10

静岡県 りょり人になりたい 市っちー 10

静岡県 歴史科学者 とうゆくん 10

静岡県 レントゲンぎしになりたい！ 平ちゃんさん 10

静岡県 和食作り Kotoka 10

静岡県 私は書道家になりたいです しーたん 10

静岡県 100mを11秒切ること O.h 11

静岡県 4000ページよむ くうやん 11

静岡県 AIの仕事につく！ 蓮來斗 11

静岡県 Cooker テオイ ライラ 11

静岡県 HEROになりたい 嶋佐近 11

静岡県 HEROになる アジデス 11

静岡県 Jリーガーになりたい。 りき 11

静岡県 KPOPダンサー さわいりちゃん 11

静岡県 LEGOかゲーマー（プロ）ビルダー CR_Hanuto 11

静岡県 NBA選手になりたい れんと 11

静岡県 NSKワーナーのエンジニア こうきくん 11

静岡県 SAT
NICKNAMEぜんいつ

ポッキー
11

静岡県 TBSの社員になりたいです（カメラマン） はらかず 11

静岡県 TWICのみんなに会うこと！京都大学医学部に入ってカッコイイ女医になる事！（ドクターXみたいに） トミパン 11

静岡県 YouTuber クレヨンしんちゃんかみ。 11

静岡県 YOUTUBER　ゲーム TOMATO 11

静岡県 YouTuber　びようし　ワンパンマン ゆうた 11

静岡県 アーティスト Y.H 11

静岡県 アイドル ユー 11

静岡県 アクセサリーを作る人 きりん 11

静岡県 アソベルの先生になりたい 維都 11

静岡県 アナウンサーになりたい！ サキソフォーン 11

静岡県 アニマルヘルステクニシャン ゆゆ 11

静岡県 アレルギー食品に対応するお店を経営したい！ こころ 11

静岡県 いい大人になりたい にっしー 11

静岡県 生き物を守る人になりたい ももっせ 11

静岡県 医者！！ 餅ミール 11

静岡県 医者になりたい K.N 11

静岡県 医者を目指すぞ！！ I,H 11

静岡県 いちご農家になりたい 彩夏 11

静岡県 一流のプロ野球選手 ゴジラ 11

静岡県 一級建築士 わーーー 11

静岡県 犬やねこにかんけいがある仕事になりたい。 りここ 11

静岡県 イラストレーター アイザック　ポッキー 11

静岡県 イラストレーター ピンク 11

静岡県 イラストレーターになりたい！ R 11

静岡県 飲食店を開きたい！ 結楽 11

静岡県 ウエディングプランナー 坪井絢夢 11

静岡県 歌い手、えし、ユーチューバー たこさん 11

静岡県 うりこになりたい ダイア 11

静岡県 英語をペラペラとしゃべれるようになりたい！ クルクル 11

静岡県 絵が上手く描けるようになりたい。 写納だんご 11

静岡県 エディターになるべし マイディー 11

静岡県 絵本作家になりたい。 まっちー 11

静岡県 お医者さんのひふかになりたい！！ りいこ 11

静岡県 王仏縁の飼育員 神器ラビット 11
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静岡県 おかしをつくる職業になりたいです。 たんぽぽ 11

静岡県 お金持ち ー 11

静岡県 お金持ちになりたい。 死神 11

静岡県 お酒屋さんになる みーちゃん 11

静岡県 おわらい芸人になりたい なっちゃい 11

静岡県 お笑い芸人になるぞ！ 卍の子 11

静岡県 会計し もーちゃん 11

静岡県 会社員になる こっちゃん 11

静岡県 会社員になる！ ゆい 11

静岡県 海洋生物学者になりたい！！ 遥太 11

静岡県 科学者 向日葵 11

静岡県 科学者になる アジデス 11

静岡県 歌手になる 飛朗 11

静岡県 学校の先生 おっせー 11

静岡県 学校の先生 のんちゃん 11

静岡県 学校の先生になる イギリスの大学教Zyu 11

静岡県 空手家になる！ はると 11

静岡県 空手全国大会優勝 しゆう 11

静岡県 空手の先生になりたい。 伝説のそらまめ 11

静岡県 空手の先生になりたいです。 たんぽぽ 11

静岡県 看護師 N９ 11

静岡県 かんごし るーちゃん 11

静岡県 看護師かキャストになりたい。 なおっぺ 11

静岡県 かんごしになりたい かいぶつえみちゃん 11

静岡県 かん護師になりたい れな 11

静岡県 かんごしになりたい！ あ 11

静岡県 かん護しになりたい！ 珠莉 11

静岡県 看護師になりたい！ ナナコ 11

静岡県 かんごしになりたい！ もーちゃん 11

静岡県 かんごしになりたい！ カンコ 11

静岡県 気象庁の職員になりたいです ぴかちゅう 11

静岡県 気象予報士になりたい！ S.S 11

静岡県 キャストを目指しています。 ディズニー大好きちゃん 11

静岡県 キャビンアテンダントになりたい 朱 11

静岡県 キャビンアテンダントになりたい。 パラスコ 11

静岡県 キャビンアテンダントになりたいです ココナッツミルク 11

静岡県 教師 インコ 11

静岡県 教師 アリス 11

静岡県 ぐたいてきにはありません。こうむいんのなかになるしょくぎょう。 えんどうひなた 11

静岡県 クリエイター たえんぼう 11

静岡県 車のせいびしになりたい USA 11

静岡県 警察官になりたい なっちゃん 11

静岡県 けいさつ官になる とりちゃん 11

静岡県 けいさつ官を目指すぞ！ ゆら 11

静岡県 芸能人になる！ ここね 11

静岡県 ゲーマーを目指すぞ！ しんさん 11

静岡県 ゲームクリエイター ゲーム好き 11

静岡県 ゲームクリエイター てんてん 11

静岡県 ゲームクリエイターになりたい エンダードラゴン 11

静岡県 ゲームクリエイターになりたい！！ Takumiii 11

静岡県 ゲームクリエイターになる！！ たくた 11

静岡県 ゲームクリエーター A・Wワカアイ 11

静岡県 ゲーム時実きょう者になりたい。 さくさく 11

静岡県 ゲーム実況者になりたい。 嶋佐近 11

静岡県 ゲームプランナーになるぞな。 すべったバナナ君 11

静岡県 ゲームプログラマーになりたい！ モコリザル 11

静岡県 ゲームを作る人になりたい！ OO 11

静岡県 県大会にでる のんくん 11

静岡県 建築士or大工になる。
べんざのはるちさんだ

お。
11

静岡県 建築しになりたい！ SR 11

静岡県 考古学者になりたい 彩乃 11

静岡県 国会議員なりたい ゆうひ 11

静岡県 コックになりたい 羽奏 11

静岡県 コンピュータープログラマーになりたい tk625 11

静岡県 サッカー選手 nack 11
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静岡県 サッカー選手 I・S 11

静岡県 サッカー選手！ カナル 11

静岡県 サッカー選手（丸山かりなみたいな） ゆずちゃん（しょしー） 11

静岡県 サッカー選手に俺はなる！！ 天才ユロビ屋 11

静岡県 サッカー選手になって外国でプレーする けんT 11

静岡県 サッカー選手になりたい 夕太郎 11

静岡県 サッカー選手になりたい ー 11

静岡県 サッカー選手になりたい ー 11

静岡県 サッカー選手になりたい ゆうせい丸 11

静岡県 サッカー選手になりたい ニッキー 11

静岡県 サッカー選手になりたい TomoyaYT 11

静岡県 サッカー選手になりたい 熱 11

静岡県 サッカー選手になりたい！ とりちゃん 11

静岡県 サッカー選手になりたい。 將剛 11

静岡県 サッカー選手になりたい。 ロナウドCR 11

静岡県 サッカー選手になりたいです ハトポッポ 11

静岡県 サッカーせん手になる！！ こぶしで卍 11

静岡県 サッカー選手日本代表 Yuma 11

静岡県 サッカーでトラップがものすごく上手な人になる。 赤ちゃん 11

静岡県 サッカープレイヤー A・Wワカアイ 11

静岡県 作家になりたい あまねこ 11

静岡県 サラリーマンになりたい はった山 11

静岡県 三ヶ月の有線アナウンサーになりたいな ひいな 11

静岡県 新かん線の運転手 石原たくみ 11

静岡県 飼育員 ユーナ 11

静岡県 飼育員になりたい。 彩莉 11

静岡県 自衛隊 たく 11

静岡県 じえいたいになりたい 一休 11

静岡県 自分のお店を作るぞー！ くーちゃん 11

静岡県 地元の紹介にたずさわる仕事につきたい しょりそう 11

静岡県 社会福祉士になりたい。 あんこ 11

静岡県 獣医師 ハリネズミ 11

静岡県 じゅういし うーたん 11

静岡県 獣医師 まー 11

静岡県 じゅう医師になりたい なずな 11

静岡県 獣医になりたい！！ りさ 11

静岡県 習字の先生 ユッキー 11

静岡県 じゅうどう選手になりたい！ 龍輝 11

静岡県 十どうの選手になることです。 飛羽 11

静岡県 じゅく講師 パリピ 11

静岡県 ジュビロいわたのかんとく SR大好き人間 11

静岡県 手話つうやく士（者）か、絵に関わる仕事をする人になりたい。 くるみ 11

静岡県 小学校教師になる あおい 11

静岡県 小学校の先生 せなっち.セナセナ星 11

静岡県 常識のある立派な人介護職員さん みらい 11

静岡県 小説家になりたい エフ 11

静岡県 小児科医になりたい！ ひよこまめ 11

静岡県 小児科医になりたいです。 パラスコ 11

静岡県 小児歯科になりたい！ ナナコ 11

静岡県 消防救助機動部隊になりたい 時ちゃんバズーカ 11

静岡県 消防士になりたい 侑希 11

静岡県 消防士になりたい 大也 11

静岡県 消防士になりたい！ @ひろと 11

静岡県 ショコラティエになって世界で、かつやくしたい あっかー 11

静岡県 書道家になりたい！ 姫松 11

静岡県 書道の先生を目指す ジュちゃん 11

静岡県 女優になりたい！ りのこ 11

静岡県 人生を全力で楽しむ！ だいあ 11

静岡県 水ぞくかんの飼育員 神器ラビット 11

静岡県 すばらしいファッションデザイナーになりたい！ まっちゃん 11

静岡県 スプラ世界1位　チャージャー全1 ローラー全2 のっち 11

静岡県 スポーツ選手になりたい 暖希 11

静岡県 スポーツ選手になりたい 仁翔 11

静岡県 スポーツドクターになる ライチ 11

静岡県 スポーツトレーナー ジャッキーチェーン 11

静岡県 スポーツトレーナーになりたい！ はるとっち 11
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静岡県 生活相談員になりたい れん 11

静岡県 生物に関わる仕事 スマイリー 11

静岡県 生物の研究者になりたい。 S.H 11

静岡県 声優（うたってみた） ゆうちゃ 11

静岡県 声優になってみたい。 アヤ 11

静岡県 声優になりたい A.Wしおみりん 11

静岡県 声優になりたい！！ りのの 11

静岡県 声優になりたい！！ ククリ姫ちゃん 11

静岡県 設計図を書きたい 菜の花 11

静岡県 先生になりたい。 クロロ＝ルシルフル 11

静岡県 空を飛びたい ゆっだよ 11

静岡県 空を飛びたい！！ きつね 11

静岡県 ソロをもらえるようなゆうしゅうでかしこいバレリーナになりたい♪ yume 11

静岡県 体育系の教師になりたい！ りー 11

静岡県 体育の先生 ジャッキーチェーン 11

静岡県 体育の先生になる（中学の） ゆいか 11

静岡県 大工 nack 11

静岡県 大工 リンゴ 11

静岡県 だいく ちび 11

静岡県 大工になりたい バスケットマン 11

静岡県 大工になりたい ホッター 11

静岡県 大工になりたい　すきなことをしたい 隊長不良 11

静岡県 たくさんの動物に囲まれた生活が出来ますように。 えんま大王 11

静岡県 卓球がうまくなりたい！！ れい 11

静岡県 卓球選手 パリピ 11

静岡県 ダンサーか、ダンスの先生になりたい かな・かなこ 11

静岡県 ダンサーになりたい。 希和 11

静岡県 ダンスに関係がある仕事につきたい ゆあ 11

静岡県 父のように住宅に関わる仕事がしたい かず 11

静岡県 地方公務員になりたいです はと 11

静岡県 中学校の経論になりたい！ はるとっち 11

静岡県 通訳 マユ 11

静岡県 つうやくになりたい アリサ 11

静岡県 ディズニーのキャスターになりたい SS 11

静岡県 デザイナー りん 11

静岡県 デザイナーになりたい！ 蒼太 11

静岡県 デザイナーになりたい！ 鈴木郁吹 11

静岡県 デザイナーになりたい。 りす 11

静岡県 テニス選手になりたい 詠稀 11

静岡県 天文学者 向日葵 11

静岡県 東京に住んでJRの運転手
なっちゃんジュース焼肉

のタレ味
11

静岡県 どうぶつえんのしいくいん じゅりー 11

静岡県 動物園の飼育員 マッサ 11

静岡県 動物園の飼育員 スパーゴリラマン 11

静岡県 動物園の飼育員になりたいです。 ラムネ 11

静岡県 動物看護士になりたい びーさん 11

静岡県 動物のしいく員になりたい 玲日王 11

静岡県 動物の飼育いんになりたい！ さちこ 11

静岡県 動物保護団体の一員になって、動物を救う人になりたい。 R.N 11

静岡県 動物用看護婦 ゆゆ 11

静岡県 ドクターヘリにのりたい！ ひよこまめ 11

静岡県 図書館の司書になりたい。 パンダ 11

静岡県 図書館の司書になる 陽菜 11

静岡県 ドッグホテルで働く人になりたい なづき 11

静岡県 とにかく20才まで生きていたい IR 11

静岡県 トヨタの会社で働く たくみ 11

静岡県 ドリフトドライバー 大谷カイケ 11

静岡県 トリマー ユーナ 11

静岡県 トリマーになりたい あーちゃん 11

静岡県 ナースになりたい！ まいまい 11

静岡県 長生きをしてギネス世界記ろくをとる リア充ばくはし31 11

静岡県 日本一のレストランを開く！！ る～ちゃん 11

静岡県 ネイリストになりたい！！ ココナッツ 11

静岡県 農家になりたい 舞子 11

静岡県 バイオリニスト メンデルソン 11
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静岡県 俳優になりたい。 いっくん 11

静岡県 はしる選手を目指すそ！ あのんさん 11

静岡県 バスケット選手になりたい ゆきごー 11

静岡県 バスケット選手になりたい！ バスケットマン 11

静岡県 バスケットボール選手 DT＋CRW 11

静岡県 バスケットボール選手になりたい！ 光輝 11

静岡県 バスケットボール選手を目指すぞ！ HRT 11

静岡県 はちゅう類の飼育いんさん！ さっち 11

静岡県 バックダンサーになる！ ななみ 11

静岡県 パティシエ
ディズニープーさん大

好っ子
11

静岡県 パティシエ まっちゃん 11

静岡県 パティシェになりたい ちはる 11

静岡県 パティシェになりたい @ひろと 11

静岡県 パティシェになりたい！ 茉子 11

静岡県 パティシエになりたい！ あ 11

静岡県 パティシエになりたい！ ゆづぴ 11

静岡県 パティシェになりたい。 ゆんゆん 11

静岡県 パティシエになりたいです。 びーさん 11

静岡県 バドミントン選手を目指そう えぜくん 11

静岡県 花屋さんになりたい。 Reちゃん 11

静岡県 花屋さんの店員or店長 サリー 11

静岡県 バレーボール選手になりたい！ 京吾 11

静岡県 パン屋さん 茶わんむし 11

静岡県 パン屋さんになりたい！！ トイストーリー 11

静岡県 パン屋さんになりたい。 Reちゃん 11

静岡県 パン屋さんになりたい。 かれん 11

静岡県 パン屋になりたい ルース 11

静岡県 ピアニストになりたいです ココナッツミルク 11

静岡県 ヒーローになる！ 天才コロビ屋 11

静岡県 東野圭吾を超える作家 あいみょん 11

静岡県 否決 そーす 11

静岡県 美谷師 みっちゃん 11

静岡県 人に役に立って、人を助ける仕事をしたい。 はまぐり 11

静岡県 人の役にたつ仕事 れもん 11

静岡県 美容師 よーすけ 11

静岡県 美容しになりたい まなみ 11

静岡県 びようしになりたい あいり 11

静岡県 美ようしになりたい！ わしゃこ 11

静岡県 美容師になりたい！！ こっこ 11

静岡県 美容師になりたい！！ おだんごちゃん 11

静岡県 ファッションデザイナー りお 11

静岡県 ファッションデザイナー ののっち 11

静岡県 ファッションデザイナーになりたい ひまちゃん 11

静岡県 ファッションデザイナーになりたい！ 咲音 11

静岡県 ファッションデザイナーになりたい。 ミーミ 11

静岡県 服やアクセサリーショップになりたい！ あす 11

静岡県 フラワーショップ 愛 11

静岡県 ブリーダーになりたい！ とーふ（きぬ） 11

静岡県 プレミアリーグのリヴァプールでプレーしたい。 しどう 11

静岡県 プロゲーマー Sinon 11

静岡県 プロゲーマーになりたい A.Wしおみりん 11

静岡県 プロゲーマーになりたい！ モコリザル 11

静岡県 プロゴールキイパー選手 ことやくん 11

静岡県 プロサッカー選手 吾郎 11

静岡県 プロサッカー選手になりたい。 NoRaNeKo 11

静岡県 プロサッカー選手になりたいです。 過度理毛素 11

静岡県 プロバスケットせんしゅ ライチ 11

静岡県 プロバスケット選手を目指すぞ！ はるピコ 11

静岡県 プロバレーボール選手 まさと 11

静岡県 プロボクサーになりたい ゆっき 11

静岡県 プロ野球選手 みかん 11

静岡県 プロ野球選手 野球バカ 11

静岡県 プロ野球選手になりたい。 ヨッチ 11

静岡県 へいぼんな平和な人になりたいです。 ー 11

静岡県 ペットショップのてん員さんになりたい あこ 11
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静岡県 ペットショップの店員になりたい。 カナちゃん 11

静岡県 ペットトリマー ひまり 11

静岡県 ペンキ屋さんになりたい！ れん 11

静岡県 ペンキ屋になりたい 時ちゃんバズーカ 11

静岡県 ペンキ屋になる！ 伝説のそらまめ 11

静岡県 勉強が上手くなりたい はるこ 11

静岡県 保育園、ようち園の先生になりたい。 花奈 11

静岡県 ほいくえんの先生 ちなつ 11

静岡県 保育士 N８ 11

静岡県 保育士 ハリネズミ 11

静岡県 保育士 はんちゃん 11

静岡県 保育士になりたい りんご 11

静岡県 保育士になりたい N 11

静岡県 保育士になりたい まり 11

静岡県 保育士になりたい！ こころ 11

静岡県 保育士になりたい！ かいぶつえみちゃん 11

静岡県 保育士になりたい！ 大ちゃんくん 11

静岡県 ほいくしになりたい！！ まーちゃん 11

静岡県 保育士になりたい。 ルース 11

静岡県 本塁打王プロ野球選手 野球５３ 11

静岡県 マックスバリューの店員になる！ バカの天才 11

静岡県 マッサージ師 ・・・ん 11

静岡県 マッサーじし バカぜキング 11

静岡県 マンガ家になりたい。 あきね 11

静岡県 まん画か ピンク 11

静岡県 まんがかになりたい みさっきー 11

静岡県 マンガ家になりたい！ ミキスケ 11

静岡県 宮大工になりたい ゾムかっこいい 11

静岡県 モデルになりたい グレープフルーツ 11

静岡県 野球がうまくなる しゅうや 11

静岡県 野球県大会優勝 まお 11

静岡県 野球選手として世界中で活躍したい ほなどうぞ 11

静岡県 野球選手になる。 南々音 11

静岡県 薬ざいし かっくん 11

静岡県 薬剤師になりたい りんご 11

静岡県 やくざいになりたい。 はるはる 11

静岡県 やさしい薬剤師になる！ こうせい 11

静岡県 やさしくて、たよれる医者になりたい。 ゆま 11

静岡県 ユーチューバー あんちゃん 11

静岡県 ユーチューバー しょうくん・SHOUKI 11

静岡県 ユーチューバー CR_クッキー 11

静岡県 ユーチューバー えいちー 11

静岡県 ユウチュウバーになりたい そうま 11

静岡県 ユーチューバーになりたい！ R 11

静岡県 ユーチューバーになりたい！！ うそねこくん 11

静岡県 ユーチューバーになりたい。 ヨッシー 11

静岡県 ユーチューバになりたい のんくん 11

静岡県 有名なブランドデザイナー みーちゃん 11

静岡県 ゆめはまんがか 金子りさ 11

静岡県 ようち園の先生になりたい しほほ 11

静岡県 ようちえんの先生になりたい。 K・R 11

静岡県 洋服屋さんの店員になりたい あゆ 11

静岡県 ラーメン屋　会社を作る アリス 11

静岡県 陸上選手 パリピ　ジェルくん 11

静岡県 陸上選手 ・・・ん 11

静岡県 陸上選手になってみたいです ハトポッポ 11

静岡県 陸上選手になりたい のぞ 11

静岡県 陸上選手になりたい！！ かわしまたろう 11

静岡県 陸上選手になりたい。 晃己 11

静岡県 陸上選手になる。 さくさく 11

静岡県 りょうし バカぜキング 11

静岡県 漁師になりたぁーーーーい つつち 11

静岡県 漁師になりたい。 アメフラシ 11

静岡県 料理人 みかん 11

静岡県 料理人 リンゴ 11

静岡県 料理人なりたい 陽爽人 11
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静岡県 料理人になりたい 大駈 11

静岡県 料理人になる 竹村心護 11

静岡県 料理人になる！！ 心那 11

静岡県 料理人になる(後を継ぐ) 心惺 11

静岡県 りょりにんになりたい ハイブリッド 11

静岡県 レゴランドの店員になりたい。 けんピー 11

静岡県 レッサーパンダの飼育員になりたい！ ほの 11

静岡県 ロードメンテナンス会社に入りたい。 玉遥 11

静岡県 人にやさしい大工 金子太一 11

静岡県 先生になりたい はるこ 11

静岡県 「すぎたげんぱく」のような人になる ビビこ 12

静岡県 Jリーグの横浜Fマリノスに入って、リーガエスパニョーラにいく。 介たんたん 12

静岡県 NASAに入りたい。 兵庫(県)ひろき 12

静岡県 アナウンサーになりたい あいりん 12

静岡県 安定したしょくについてお金をかせぐ！ オットット 12

静岡県 イラストレーターになりたい ヒミポン 12

静岡県 イラストレーター目指しています。 まなポンズ 12

静岡県 インテリアコーディネーターになる！ ゆずな 12

静岡県 映画のエンドロールの最後にのる！（映画かんとくになる！！） シャドウ 12

静岡県
絵本作家になりたい。また、自分がかいた本を読んだ人が幸せになれるような本をかきたい。そして、強く生きた

い。
さとのさくら 12

静岡県 おいしい料理を作れるようになりたい 名倉 12

静岡県 お医者さんになりたい あんあん 12

静岡県 大金持ちになりたい。 レモンボーイ 12

静岡県 お母さんになりたい あんあん 12

静岡県 大人になつても夢をもてる人 カエデ 12

静岡県 お花屋さんになる 千尋 12

静岡県 科学者になりたい！ りお 12

静岡県 画家になる！！ 真白 12

静岡県 歌手になりたい ララ 12

静岡県 かしゆになりたい！！ ひなりん 12

静岡県 かっこいい人になりたい きらり 12

静岡県 活やくできるサッカー選手になりたい 慎斗 12

静岡県 看護師になりたい！ ひなの 12

静岡県 看護師になりたい！ K,P 12

静岡県 看護師になりたい。 N.N 12

静岡県 救急救命士になる！！ 兵藤葵 12

静岡県 キラキラしたHEROになりたい。 きらり 12

静岡県 きれいにうたえるようにしたい。 西まりあ 12

静岡県 けい察官になりたい！ あきら 12

静岡県 警察官になる！！ 響 12

静岡県 ケーキ屋さんになりたい。 絢美 12

静岡県 ゲームクリエイターにオレはなる！ だいふく♯もち 12

静岡県 ゲームクリエイターになりたい スー 12

静岡県 ゲームクリエイターになれますように ローソク 12

静岡県 建築家 みよい二世 12

静岡県 建築関係の仕事につきたいです。 K.O 12

静岡県 建築士になってみんなを笑顔にする！ にーな 12

静岡県 建築士になりたい 那旺 12

静岡県 考古学者になりたい！ ツツミ 12

静岡県 甲子園に行く 森こう 12

静岡県 コック S１０００４７ 12

静岡県 コックさんになりたい ナス 12

静岡県 コックさんになりたい。料理長にもなりたい。 ダッチ 12

静岡県 サッカー選手 はると 12

静岡県 サッカー選手 人間 12

静岡県 サッカー選手になる 和貴 12

静岡県 サッカー選手になる。 航生 12

静岡県 サッカー選手になる。 ネスター 12

静岡県 サッカーのコーチになり、サッカークラブを開校する。 航大 12

静岡県 シェフ S１０００４８ 12

静岡県 仕事がちゃんとできる人になりたい。 アフロ 12

静岡県 写真家になる ふみの 12

静岡県 じゅう医 コリー 12

静岡県 獣医になりたい！ ひなつ 12

静岡県 じゅうじつした生活をおくる ロリコン 12
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静岡県 小説家になる！！ 和可 12

静岡県 しょうぼう士 シニガミ 12

静岡県 じょさんし RRR 12

静岡県 水族館の飼育員 コリー 12

静岡県 水族館の飼育員　花鳥園の飼育員になる！ 坂本菜々 12

静岡県 精神科医 M22 12

静岡県 精神科医ソーシャルワーカー M23 12

静岡県 製造業 宮寺巧 12

静岡県 整体し　スポーツトレーナー アストロそーた 12

静岡県 大学に行きたい・人を助ける仕事につきたい。 チェオチェオニだよ！ 12

静岡県 大工 おとめ 12

静岡県 大工になる 2020 12

静岡県 卓球が上手になりたい 足立椛 12

静岡県 卓球が上手くなりたい 京崎莉央 12

静岡県 食べ物に関わる人になりたい！！ ごはん 12

静岡県 たよれる医者になりたい。 るい 12

静岡県 ダンサー リサ 12

静岡県 ちゅらうみ水族館で働く人になりたい！ 七夕華 12

静岡県 ディズニーのキャストさん じゃがりこ 12

静岡県 図書館の司書になりたい！ ゆら 12

静岡県 トリマーになりたい あーちゃん 12

静岡県 ナース RRR 12

静岡県 何かのかいはつ者か大金持ちになって、大きな家にすむ。 くったん 12

静岡県 ネイルアーティスト チワワ 12

静岡県 農家になりたい Gueen 12

静岡県 パティシェになりたい KYZ 12

静岡県 パティシエになりたい ヒミポン 12

静岡県 パテシエになりたい 麗音 12

静岡県 バドミントン選手 アストロそーた 12

静岡県 否決 谷中紫輝 12

静岡県 人を救う仕事につきたい 沙希 12

静岡県 ひゃくえんショップではたらきたい。 さとか 12

静岡県 美容師 リス 12

静岡県 びようし シニガミ 12

静岡県 美容師 ミッキー 12

静岡県 美容師になりたい。 和葉 12

静岡県 ファッションデザイナーが夢です まなポンズ 12

静岡県 ファッションデザイナーになりたいです ミルクティー 12

静岡県 プログラマー こうちゃん 12

静岡県 プログラマーになりたい！ そうちゃん 12

静岡県 プロゲームになってeすぽーつでかつやくする あくあ 12

静岡県 プロサッカー選手 稜晟 12

静岡県 プロサッカー選手になりたい・少年サッカーのかんとくになりたい・長生きする イニエスタ７．８ 12

静岡県 プロ野球選手 かいと 12

静岡県 ペンキ屋さんにプロゲーマ0になりたい。 スー 12

静岡県 保育園、ようちえんの先生。 K.A 12

静岡県 保育園の先生 あお 12

静岡県 保育士 リス 12

静岡県 保育士になりたい まほ 12

静岡県 保育士になりたい！ さやか 12

静岡県 ほいくしになりたい！！ ひなりん 12

静岡県 保育士になりたい。 砂糖 12

静岡県 保育士になりたい。 ももか 12

静岡県 保育士になる！ 彩奈 12

静岡県 放射線技師になりたい！ 大翔 12

静岡県 保健士になりたい！ ニナ 12

静岡県 マジシャンになりたい なぞのうちゅ人 12

静岡県 漫画家になってみんなの心を幸せにしたい エレナ 12

静岡県 診りょう情報官理士になりたいです。 ミルクティー 12

静岡県 メイクアップアーティスト チワワ 12

静岡県 モデルになりたい。 いぬ 12

静岡県 野球選手 bortpower 12

静岡県 野球選手になりたい 直央翔 12

静岡県 野球の選手になりたい。 遠藤琉季 12

静岡県 薬ざいしになりたい adidas 12

静岡県 薬ざい師になりたい 沙南 12
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静岡県 やさしくなりたい シャンシャン 12

静岡県 ユーチューバーになりたい なぞのうちゅじん 12

静岡県 優等生になりたい！！ ゆずりんまん 12

静岡県 陸海空どれかの自衛隊 NY(ニューヨーク） 12

静岡県 陸上選手 リサ 12

静岡県 料理人 おとめ 12

静岡県 レーシングドライバーになりたい Gueen 12

静岡県 ワンチャンになりたい あきちゃん 12

静岡県 歌い手 Kulo@m:sww 13

静岡県 テーマパークのキャストみたいな絵あおで人を楽しませる人 いちごオーボエ 13

静岡県 プロ野球選手 坪井希夢 13

静岡県 私の将来の夢は、建築士になること。自分の家を建てたいです。 かなっぺ 13

静岡県 新人戦優勝 IR 13

静岡県 保育士になりたい ひいちゃん 15

静岡県 多くのプレイヤーに信頼されるピアノ調律師になる！ はたおりどり 17

静岡県 特別支援が学校の先生 あいりん 20

静岡県 学校の先生 旺介 3年生

静岡県 保育士 夕芽 6年生

静岡県 あいすやさんになりたい みら ー

静岡県 アニメを作ってみたい！　おみせのレジをやってみたい！　お母さんといっしょにはたらいてみたい。 N・☆ ー

静岡県 医者になりたい バナナコング４世 ー

静岡県 大手の会社に入ってあんていした生活をしたい。 RIALUNAHITO ー

静岡県 学校の先生！ N.S ー

静岡県 かんごしになりたい マッキー ー

静岡県 かんごしになりたいです。 ー ー

静岡県 管理栄養士 H.A ー

静岡県 警察 Y.Y ー

静岡県 けいさつになりたい G.1 ー

静岡県 ゲームクリエイター CR_かみすずめ ー

静岡県 ゲームクリエイター KT.パッピーチキン ー

静岡県 ゲームクリエイター！ DONGURI ー

静岡県 甲子園に出て有名になる！ NGITORO ー

静岡県 甲子園に出る！ TOOHU.K ー

静岡県 サッカーせんしゅになってせばんごう１０ばんか７ばんになりたいです。
日本だい表サッカーボー

ルくん
ー

静岡県 サッカー日本だいひょうか絵をきれいに書く人になりたい。 とあくん ー

静岡県 サッカ選手(プロ) SYKU ー

静岡県 自衛隊 ワンパンマン ー

静岡県 政治家になりたい バナナコング３世 ー

静岡県 声優 S.K ー

静岡県 声優になる！！ ネギトロ兄貴 ー

静岡県 鉄道の運転手 T.K ー

静岡県 テレビきょくのカメラマン 石田悠翔 ー

静岡県 トリマー R.Y ー

静岡県 トリマー（犬のびようし） Y.K ー

静岡県 ネイリスト　かんごし A,M ー

静岡県 ネイリストになる あおりん ー

静岡県 バスケットせんしゅになりたい・スイッチがほしい ー ー

静岡県 バスケでNBAに入る H.YU ー

静岡県 パティシェに！ S.S ー

静岡県 パティシエになっておいしくてかわいい素敵なケーキを作ること。 ー ー

静岡県 パティシェになる！！ AI ー

静岡県 バレー選手 鈴ラン ー

静岡県 ピアニスト 鈴ラン ー

静岡県 ピアニストか化しょう品発ばいする人 R.S ー

静岡県 美よう師かネイリスト Y.I ー

静岡県 ファッションデザイナーになる あおりん ー

静岡県 フィッシャーズシルク　ソフトバンクホークス　プロ野球選手 ー ー

静岡県 プロゲーマー KiKouKi ー

静岡県 プロサッカー選手！！ TAIGA ー

静岡県 プロサッカー選手になってユベントスのキャプテンで7番 Y.T ー

静岡県 プロ野球選手 ワカアイ ー

静岡県 プロ野球選手になってホームラン王になる。 K.RYO ー

静岡県 平和に生きること M.K ー

静岡県 ぺっとしょっぷになりたい みりかちゃん ー

静岡県 べんご士！！ ピアソン ー
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静岡県 ポケモンの博士になる。 ー ー

静岡県 メジャーリーガーになりたい。 ー ー

愛知県 ジャンジャンとワンワンに会いたい！ ひろくん 1

愛知県 野球に関する仕事 テンサイグリコ 1

愛知県 新幹線の人 こうき 2

愛知県 シンカリオンになりたい ぶたまる 3

愛知県 シンカリオンになりたい ぶたまる 3

愛知県 でんしゃのうんてんしゅさんになりたいです。 たいき 3

愛知県 ミューツーになりたい エイト 3

愛知県 怪獣になりたい。 りの 3

愛知県 ALFA-Xの運転士になって時速360キロを感じたい あっきー 4

愛知県 かっこいい車にのりたい むらせりつ 4

愛知県 キュアノマリノールという自分だけのプリキュアに変身して歌う まな 4

愛知県 だれか困ってる人をたすけるひとになりたい ムーミン 4

愛知県 ディズニーランドにいきたいな！！ りこ 4

愛知県 051200になりたい こうちゃん 5

愛知県 嵐と一緒に踊りたい！ みーくん 5

愛知県 英語を教える先生 じゅり 5

愛知県 ケーキ屋さんになってパパにケーキを作ってあげたい ふうか 5

愛知県 大好きな大相撲のお仕事がしたいな　呼び出しもやってみたいな りこちゃん 5

愛知県 ハルクバスターになりたいです。 トラちゃん 5

愛知県 プリキュアのアイドルになりたい はーちゃま 5

愛知県 ブロックをじょうずにつくれるようになりたいです ゆうと 5

愛知県 ポルシェにのりたい！！ そうま 5

愛知県 モササウルスのはかせ ともや 5

愛知県 あいどるになりたい。 いろは 6

愛知県 宇宙飛行士 しんちゃん 6

愛知県 ウルトラマンになって悪い人を退治したい。 そらちん 6

愛知県 ウルトラマンになって悪い人を退治したい。 そらちゃん 6

愛知県 大きくなったらお母さんのお手伝いがしたい すず 6

愛知県 おはなやさんになりたい おたま 6

愛知県 お菓子やパンがじょうずにつくれるパティシエになりたい けいし 6

愛知県 からてのせんしゅになりたい。 りょうた 6

愛知県 きょうりゅうのけんきゅうしゃになりたいです。 ひな 6

愛知県 綺麗な景色を書く画家になりたい ゆうちゃん 6

愛知県 雲に乗ってみたい。アイスクリーム屋さんになりたい ひな 6

愛知県 くるまのしゅうりやさんになりたい は 6

愛知県 車の整備士 ゆいっと 6

愛知県 警察官になりたい りの 6

愛知県 けいさつかんになりたい いちたろう 6

愛知県 けいさつかんになりたい。 けいご 6

愛知県 けいさつかんになりたい。 はると 6

愛知県 けいさつかんになりたい。パンやさんになりたい。 りんか 6

愛知県 けいさつかんになりたいです。 そうすけ 6

愛知県 けいさつになりたい。 みさき 6

愛知県 けきやさん ちさこ 6

愛知県 さかせんしゅ だい 6

愛知県 さかせんしゅになりたい かみや 6

愛知県 さかせんしゅになりたい みなと 6

愛知県 しょうがっこうのせんせい さくま 6

愛知県 しょうぼうしになりたい。 よしと 6

愛知県 大工 ゆうせい 6

愛知県 だんすのせんせいになりたいです れいな 6

愛知県 てんきよほうしになりたい はるひと 6

愛知県 ドレスのでざいなーになりたい。 ここな 6

愛知県 バスケのせんしゅになりたい。 がく 6

愛知県 ほいくしさんになってみたいです ゆあ 6

愛知県 ほんやさんになりたい きゆき 6

愛知県 ママとカフェ屋さんになっておいしいパフェを作る のえ 6

愛知県 ママに服をプレゼントしてあげたいから服やさんになりたいです かほちゃん 6

愛知県 ママみたいなステキなかんごしさんになりたい みっさんみらい 6

愛知県 みなみのせんしゅとサッカーをしてみたい。 ちゃみこ 6

愛知県 やきゅうせんしゅ りょうへい 6

愛知県 ようちえんのせんせい！ ことね 6

愛知県 ろいやるすいみんぐのこうちになりたい。 ひまり 6

愛知県 アイスやさんになりたい ゆずき 7
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愛知県 愛知県岡崎市に岡崎市営地下鉄を作る！ はるほ 7

愛知県 あいどるになりたい。 みゆ 7

愛知県 色んなものを発見して発明する双子の科学者になりたい。 夢叶う瑠璃色の宝石 7

愛知県 お医者さんになる れいな 7

愛知県 おまわりさんになりたい。 そうすけ 7

愛知県 カブトムシをかんさつしたい。 せいや 7

愛知県 恐竜はかせ ちょちょら☆ 7

愛知県 車をつくる人になりたい ゆうと 7

愛知県 けいきやさんになりたい せあ 7

愛知県 けいさつかんになりたい りきや 7

愛知県 けいさつかんになりたいです。 あつき 7

愛知県 けいさつになりたい。 ひさや 7

愛知県 げいにん りょうと 7

愛知県 ケーキやさんになりたい。 ことみ 7

愛知県 サッカーせんしゅ りょうせい 7

愛知県 サッカー選手になりたい！ アヤト 7

愛知県 サッカーせんしゅになりたいです！！ しょうご 7

愛知県 サッカー選手になりたい そうた 7

愛知県 さっかせんしゅ おうた 7

愛知県 じゅう道のせんしゅになりたい！ きょうすけ 7

愛知県 しょうぼうしになりたい。 ゆうま 7

愛知県 スーパーのおみせではたらく。 みれい 7

愛知県 世界中を旅する旅人になりたい りょうた 7

愛知県 せかいのかぶとむしくわがたをとりたい ともや 7

愛知県 ダンサー みこと 7

愛知県 テレビに出てる歌って踊れるアイドルになること ゆうやま 7

愛知県 でんきやさんになりたいです。 りん 7

愛知県 ぱいろっと ゆうま 7

愛知県 パティシエになりたい。 はつき 7

愛知県 ハンドボール選手になりたい やまちゃん 7

愛知県 フィギュアスケーターになりたいな！ ゆま 7

愛知県 ふくやさん めい 7

愛知県 ペットショップやさんになりたい。 めいか 7

愛知県 ほいくえんの先生 ひまり 7

愛知県 ほいくえんのせんせいになりたいです。 りお 7

愛知県 ほいくしになりたい。 橋野千尋 7

愛知県 ママとパパにりょこうにつれていきたい あおい 7

愛知県 やきゅうせんしゅになりたい。 ひなた 7

愛知県 やくざいしになりたい ゆっきー 7

愛知県 空手せんしゅになりたい！ こういちろう 7

愛知県 アイスクリームやさんになりたい！ りさ 8

愛知県 あいすや 花音 8

愛知県 宇宙でドッジボールしたい！ みなと 8

愛知県 じっけんの先生になりたい。パティシエになりたい。 こはる 8

愛知県 絵本作家。くすっと笑えて幸せな気持ちになる絵本をかく りえなちゃん 8

愛知県 おじいちゃんのしごとをつぐ りん 8

愛知県 おにいちゃんにかてますように たける 8

愛知県 学校の先生になりたい あいちゃん 8

愛知県 こん虫学者になる！ くおん 8

愛知県 コントラバスのそうしゃとチェロのそうしゃになってみたい。 こう 8

愛知県 サッカー選手になりたい いぬとめ 8

愛知県 サッカーの日本代表せんしゅになりたい 遥斗 8

愛知県 サッカのせんしゅになりたい。 そうすけ 8

愛知県 しゃかいじんになりたいです。 脩斗 8

愛知県 社会人になりたいです。 はやと 8

愛知県 しょうぼうしになりたい。 けんご 8

愛知県 たっきゅうせんしゅになりたい。 そう 8

愛知県 ダンスをおどる人になりたい！！！ ひかり 8

愛知県 デザイナー、美容院、保育士、学校の先生になりたい ひまり 8

愛知県 デザイナーになりたい 雪乃 8

愛知県 でっかいビルを建てる大工さんいつもビルの建築を頼まれる じゅん 8

愛知県 パティシエになりたいです 百番 8

愛知県 ピアニストになりたい。 すぎ田めい 8

愛知県 プロ野球選手になりたい。 れん 8

愛知県 ペットショップになりたい さあや 8

愛知県 毎日一緒にいれて遊べる保育園の先生になりたいです。自分より人のお世話が好きです。 ぴよぴよ 8
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愛知県
マインクラフトが好きでいろいろな建物をゲームの世界で作っています。将来は本物の建物が設計できる建築

士！
愛知のこいん 8

愛知県 マンガかになりたい。 つむちゃん 8

愛知県 マンガ家になりたい 柚希 8

愛知県 宮大工 そらさん 8

愛知県 ゆちゅぶになりたい かえで 8

愛知県 ラグビーせんしゅになりたいです！！ りゅうせい 8

愛知県 りょう理がうまい人になりたい。 原田椎菜 8

愛知県 歯科いしになりたい。 かえちゃん 8

愛知県 池江せん手とバタフライでいっしょに泳いでみたい。 まあしゅ 8

愛知県 店のてんいんさんになりたい。 ソムアーット咲太朗 8

愛知県 野球せんしゅになりたい。 宇津野美和 8

愛知県 TVディレクターになりたい。 れんすけ 9

愛知県 Youtuberになりたい 山たん 9

愛知県 Youtuberになりたい やまぐっち 9

愛知県 兄のようになって医学研究者になりたい！！ おきなわフライ 9

愛知県 イオンのお店で働いてお金持ちになりたい！！ あっちゃん 9

愛知県 医者になりたい あやな 9

愛知県 いっぱんじん かける 9

愛知県 ヴァイオリニスト・ピアニスト・さいほう上手・デザイナー ネコ1 9

愛知県 宇宙飛行士になりたい ゆう 9

愛知県 運転手になりたい ぐっち 9

愛知県 えいごの先生になりたい！ あおちゃん 9

愛知県 おいしゃさんになりたい ゆうや 9

愛知県 お金持ちになりたい とうや 9

愛知県 おじいちゃんの会社を受けつぎたい！ たか 9

愛知県 弟とくらして兄弟ユーチューバーになりたい AK-47 9

愛知県 お花屋さんになりたい！ ゆめ 9

愛知県 お金もちになりたい ししまる 9

愛知県 かいごしになりたい！！ ゆあ 9

愛知県 科学者になりたい 孝頼 9

愛知県 かがくしゃになりたい 歩加 9

愛知県 科学者になりたい！ プニちゃん 9

愛知県 歌手になりたい！ なっ 9

愛知県 学校の先生になりたい。 さあや 9

愛知県 かわいいぬいぐるみをたくさん集める！ てふてふ 9

愛知県 かんごしになりたい りお 9

愛知県 かんごしになりたい！！ ふーく 9

愛知県 かんごしになりたいです。 結菜 9

愛知県 木村たくやさんにあいたい ゆな 9

愛知県 きゅうきゅう医になりたい あかり 9

愛知県 プロ野球選手になれますように。 竜翔 9

愛知県 くうこうで働くグランドスタッフになりたい！ 帆夏 9

愛知県 クラスのみんなとなかよくしたい！！ ニャンニャン 9

愛知県 けいさつかんになりたい tezeki 9

愛知県 けいさつかんになりたい！ たっくん 9

愛知県 けいさつになりたい！ すばる 9

愛知県 ケーキ、洋服、アクセサリーなどのデザイナー ほな 9

愛知県 ケーキ屋さんになりたい 音ぷ少女 9

愛知県 ケーキ屋さんになりたい くるちゃん 9

愛知県 けーきやさんになりたい あいか 9

愛知県 ケーキ屋になってたんじょう日ケーキやクリスマスのケーキを作りたい。 みゆゆ 9

愛知県 ケーキ屋になりたい 紗菜 9

愛知県 ゲーマになりたい！！ 豊橋 9

愛知県 劇団員になって子供向けの劇を演じたい パプリカ 9

愛知県 声ゆうになりたい！！ ピカピカムーン 9

愛知県 コーラをつくる会社になりたい。 俊 9

愛知県 サッカー選手になりたい！！。 そらじろう 9

愛知県 サッカー日本代表になりたい！ 悠人 9

愛知県 習字の先生になりたい！ れいな 9

愛知県 しょうがい者でも働けるしせつを立ち上げたい ゆい 9

愛知県 消ぼうしになりたい るき 9

愛知県 じょさんしさんになりたい。 迫間 9

愛知県 しんかんせんのうんてん手になりたい ゆう大 9

愛知県 新聞記者になりたい ふじさん 9

愛知県 すいえいせんしゅになりたい。 りお 9
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愛知県 水泳でオリンピックに出たい。 ひかり 9

愛知県 すしやさんになってとくじょうのすしをつくりたい リマッチ 9

愛知県 ずっとながいきしたいです。 心音 9

愛知県 先生になりたい！！ さーやん 9

愛知県 だいくさんになりたい 巧臣 9

愛知県 大工になりたい！ ふうくん 9

愛知県 だいくになりたい！！ えいいち 9

愛知県 タレントになりたい！！ そらぽん？！ 9

愛知県 ダンスの先生になりたい。 ツバメ 9

愛知県 チアの先生になりたい。 のあ 9

愛知県 デザイナーになりたい！！ あのこ 9

愛知県 デザイナーになりたい。 さあや 9

愛知県 デュエマのプロゲーマ まりちゃん 9

愛知県 電車かんけいの人になりたい！！ はるきち 9

愛知県 電車の運転手になりたい！ しょうた 9

愛知県 動物と話せるようになりたい うっち― 9

愛知県 動物に関わる仕事につきたい あや 9

愛知県 どんな相手もたおす世界一の柔道家になる！ りょうすけ８００７ 9

愛知県 習い事でベストが出したい！ あやちゃん 9

愛知県 日本とうのしょくにんになりたい ゆうきんぐ 9

愛知県 はいゆうになりたい こう 9

愛知県 パティシエになって有名になる さっきー 9

愛知県 パティシエになりたい ここちゃん 9

愛知県 パティシエになりたい 瑠華 9

愛知県 パティシエになりたい！ ふうちゃん 9

愛知県 パティシエになりたい！！ ココナッツ 9

愛知県 パティシエになりたい！！ なっちゃん 9

愛知県 バルセロナに入ってミットフィルダーになりたい！ じゅんチャンマン 9

愛知県 バレーボール選手になりたい 紺ちゃん 9

愛知県 ハワイに行きたい！ はやくん 9

愛知県 パン屋さんになりたい！！ スター 9

愛知県 ピアニストになりたい ここちゃん 9

愛知県 美ようしになりたい！！ さっちゃん 9

愛知県 プールの先生になりたい けい太 9

愛知県 服に関わる仕事をしたい！ わかちゃん 9

愛知県 プログラマーになりたい けいや 9

愛知県 プロゲーマーになりたい。 けい 9

愛知県 プロ野球選手に俺はなる！！ あやと 9

愛知県 プロ野球選手になりたい！！ 野球少年M 9

愛知県 プロ野球選手になれますように そうくん 9

愛知県 プロ野球せん手になりたい。 でぐゆ 9

愛知県 ペットショップ屋になりたい！ スノー少女 9

愛知県 ほいくしになりたい さー 9

愛知県 ほいくしになりたい はる 9

愛知県 ほいくしになりたい！！ 愛 9

愛知県 ほいくしになりたい！！ みー 9

愛知県 ほいくしになりたい！！ かっちゃん 9

愛知県 ボートレーサーになりたい たけと 9

愛知県 本屋さんになりたい！ ひな 9

愛知県 マンガ家になってマンガをたくさんつくりたい！！ りっちゃん 9

愛知県 マンガ家になりたい！ ゆな 9

愛知県 まんがかになりたい！！ ゆづ 9

愛知県 みこさんになりたい 優花 9

愛知県 みんなともっとなかよくなりたい チェリー 9

愛知県 メイクアーティストになりたい！！ ひとちゃん 9

愛知県 名鉄のうんてんしゅになりたい しゅんぺい 9

愛知県 めっちゃいい車をつくりたい！！！！！！！ コウちゃん 9

愛知県 野球選手になりたい りつき 9

愛知県 野球選手になりたい！ つばさ 9

愛知県 ユーチューバ―になりたい！！ るあ 9

愛知県 ユーチューバ―になりたい！！ くま 9

愛知県 ラーメンヤになりたい！！ いっと 9

愛知県 りくじょうせん手になって、入しょうしたい。 杉竣 9

愛知県 りょうしになりたい ぼうず 9

愛知県 りょうり人になりたい チーカマ 9

愛知県 音楽の先生になりたいです。 碧咲 9
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愛知県 女ゆうになりたい ことみ 9

愛知県 日本一しゅうをしたい 笙輔 9

愛知県 ー つむつむ 9

愛知県 １００階建ての家を作れる大工 れん 10

愛知県 Youtube まーちゃん 10

愛知県 憧れの小学校の先生と同じ学校のせんせいになりたい！ ほのぼの 10

愛知県 医者になりたい らえ 10

愛知県 イラストレーター　かんごし　けんちくし　天才になる　先生　けん玉マスター　ピアニスト みかん 10

愛知県 イラストレーターになりたい！！ すう 10

愛知県 絵本作家、古生物学者 想良 10

愛知県 がくしゃになりたい！ そうすけ 10

愛知県 歌手になりたい はる 10

愛知県 カフェを開く みゆ 10

愛知県 カフェを開く ほまれ 10

愛知県 キャビンアテンダントになりたい！！ もっち 10

愛知県 車にかかわる仕事にはいりたい 田中丸 10

愛知県 車の会社で働きたい。 スティッチ 10

愛知県 けんちくしになりたい！ ゆいーな 10

愛知県 甲子園に3回出る きらと 10

愛知県 子どもたちにそんけいされるピアニストになりたい！！ SARAちゃん 10

愛知県 サッカー選手 りっっか 10

愛知県 サッカー選手になりたい みーみ 10

愛知県 サッカー選手になりたい ゆうくん 10

愛知県 じゅういしになりたり！！ ちっち 10

愛知県 消防しになりたい！！しょうしょう しょうくん 10

愛知県 しんぶんくばる人 ドナルド 10

愛知県 水泳選手になりたい げん 10

愛知県 世界一のプロゲーマーになりたい！ ゆうれい 10

愛知県 デザイナーになりたい！！ もとちゃん 10

愛知県 てんさいになりたり！！ そらまめ 10

愛知県 東大生になりたい！ KM兄弟 10

愛知県 動物と関われる仕事につきたいです るなぽん 10

愛知県 バスケット選手になりたい！！ いっそう 10

愛知県 パティシエになりたい あいちゃん 10

愛知県 パティシエになりたい みこ 10

愛知県 パティシエになりたい 西村心耶 10

愛知県 パティシエになりたいです。 斉藤くるみ 10

愛知県 パン屋さんになりたい！ のむ 10

愛知県 ピアノの先生になりたい！ まき 10

愛知県 ふつうの会社につとめる人になりたい！！ タイ 10

愛知県 プロサッカー選手になりたい。 せい 10

愛知県 プロ野球選手になりたい。 みずとも 10

愛知県 本を書く人になりたい！ あやね 10

愛知県 ほいいくしになりたい！！ すもも 10

愛知県 星の研究者になりたい！！ 直君 10

愛知県 ほ育士になりたい しおり 10

愛知県 マッサージしになりたい！ わか 10

愛知県 やさしいお父さんになりたい。 せいじ 10

愛知県 ユーチューバ―になってどうがとうこうしたい。 ミッキー 10

愛知県 ユーチューバーになりたい タックン 10

愛知県 ユーチューバーになりたい！ ひなくん 10

愛知県 ユーチューバ―になりたい！！ しょうゆ 10

愛知県 宇宙エレベーターを建てる人になりたい。 けんけん 10

愛知県 漁師 奏二 10

愛知県 小学校の先生になりたい ゆうか 10

愛知県 世界一周旅行をしたい きみ 10

愛知県 大工さんになりたい。 えいた 10

愛知県 有名人にあってみたい 未来斗 10

愛知県 料理人になる けいと 10

愛知県 料理専門学校に入ってカフェを開きたい。 さえ 10

愛知県 25m泳げるようになりたい。 アスカベーコン 11

愛知県 ANAのせい備しになりたい！！ マエケン 11

愛知県 PUBGでエースになりたい たんぼ 11

愛知県 頭のいい人になりたい あやの 11

愛知県 居合道はんし8段になりたい！！！ モッサ 11

愛知県 一生幸せになりたい K 11

237



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

愛知県 犬を幸せにさせてあげたい ポムポムパピプー 11

愛知県 イラストレーターになりたい！！ ちいろ 11

愛知県 宇宙関係 まむ 11

愛知県 英語の先生になりたい わかな 11

愛知県 エジプトに行きたい。 ミカペン 11

愛知県 億万長者になりたい。 ゆみな 11

愛知県 お料理をしたい あこ 11

愛知県 お金持ちになりたい 喜斗 11

愛知県 介護士になる！！ 棗 11

愛知県 画家になりたい！！ レッチー 11

愛知県 カフェの店員になりたい もも 11

愛知県 クリエイターになりたい 桜井 11

愛知県 けいさつかんになりたい たかし 11

愛知県 サッカー選手になりたい ももたろう 11

愛知県 サッカー選手になりたい！！ やきもち 11

愛知県 サッカー選手になりたい！！！ ペン 11

愛知県 サッカー選手になりたい！！！！ あゆ 11

愛知県 サラリーマンになりたい タルト 11

愛知県 サラリーマンになりたい！！！！ 水風せん 11

愛知県 児童館の先生になりたい。 石川柚妃 11

愛知県 小学校の先生になりたい ゆうねこ 11

愛知県 上手な、バレリーナになりたい！ あまねっち 11

愛知県 水泳選手になりたい！ ポンタン 11

愛知県 すごい人になりたい さゆ 11

愛知県 声優になりたい！！ しらす 11

愛知県 世界で戦えるプロテニス選手 誠 11

愛知県 そろばんが上手になりたい！！ にんにく 11

愛知県 大統領になりたい！ ミッキーマン 11

愛知県 たくさん食べること。 バナナ 11

愛知県 卓球選手になりたい！！！！ 忍者服部くん 11

愛知県 たよりになる6年生になりたい ゆうか 11

愛知県 ダンサーになりたい！！！！！ チーズカヌレ 11

愛知県 ティックトッカーになりたい！！！！ もも 11

愛知県 デザイナーになりたい！！！！ 数学好き 11

愛知県 動物関係の仕事になりたい！ てん 11

愛知県 どうぶつのいしゃ（じゅういし） さゆりんご 11

愛知県 トリマーになりたい！！！！ ポメ 11

愛知県 トリマーになりたい。 みわ 11

愛知県 猫カフェの店員になりたいです！ 猫松 11

愛知県 農家になりたい パジャマ 11

愛知県 パークダンサーになりたい！ サナヨンペンのしょうゆ 11

愛知県 パイロットになりたい！ あいうえお 11

愛知県 バスケをうまくなりたい！！ はな 11

愛知県 バスケを大人になっても続ける。 松もっちゃん「紙」 11

愛知県 パティシエになりたい はる 11

愛知県 パティシエになりたい！ ゆな 11

愛知県 パティシエになりたい！！ すっちゃん 11

愛知県 パティシエになりたい！！！！ ゆっちゃん 11

愛知県 パティシエになりたい！！！！ 梨 11

愛知県 バドミントン選手になりたい！ なな 11

愛知県 人の役にたてる仕事につきたい！！ しおりん 11

愛知県 美容師になりたい！ 旧世代メ具食い 11

愛知県 ファッションデザイナーになりたい！ あさちゃん 11

愛知県 プロゲーマーになりたい！！！！ おもち 11

愛知県 プロゲーマーになりたい。 ときさん 11

愛知県 プロトリマーになりたい！！！ ミルタピ 11

愛知県 プロ野球選手が使う、バットを作る職人になる！ ひじり 11

愛知県 プロ野球選手になって2000本安打を打ちたい！！ はんティー 11

愛知県 プロ野球選手になってブガッティーに乗る こうちゃん 11

愛知県 プロ野球選手になりたい！！！！ すなくん 11

愛知県 プロ野球選手になりたい。 しんティー 11

愛知県 ぺっとやさんになる アベッコ 11

愛知県 保育士になりたい！！ どろ団子 11

愛知県 ボートレーサーになる！！
わざわざありがとうござい

ました。
11

愛知県 ポケモンセンターではたらきたいです。 メルタン 11
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愛知県 保健室の先生 緑のたぬき 11

愛知県 マインクラフターになりたい！！ まっちゃ 11

愛知県 マインクラフトでコマンドをつかっていろいろけんちくをする。 トロロ 11

愛知県 まほう使いになりたい。 もっさん 11

愛知県 役所で働く人になりたい！！
ペペロンチーノピザパス

タ
11

愛知県 ユーチューバーになりたい たっくん 11

愛知県 有名な会社に就職してチアダンスの先生になる！ ばななんガチ勢ONE 11

愛知県 料理人になりたい 桃子 11

愛知県 ロボットプログラマー 大和 11

愛知県 今年中にテニスで5回優勝する。 かりん 11

愛知県 小学校の先生になりたい。 こういち 11

愛知県 人を助けたい。 りかこ 11

愛知県 石屋さんになりたいです。 ゆうだい 11

愛知県 頭がよくなりたい。 けい 11

愛知県 保育園の先生になりたい。 かん 11

愛知県 アナウンサーになりたい！！ りんご 12

愛知県 安定した給料がもらえる仕事。 アスカベーコンの友 12

愛知県 いい人になりたい はやた 12

愛知県 行きたい証を残せる解剖医になる！ ななみ 12

愛知県 医者になりたい！！！！ 桂輔 12

愛知県 英語が好きだから、英語圏の国へ旅行したり仕事をしたいです。 T.T 12

愛知県 音楽に関わる仕事がしたい。 おと 12

愛知県 お金持ちになりたい。 しょう 12

愛知県 かい護師になりたい！ サナ 12

愛知県 科学者になりたい。 幕末の英ゆう 12

愛知県 カゴメの商品開発者になりたい！！！ とままろろろ 12

愛知県 歌手になりたい！！！ プリン大好き 12

愛知県 学校の先生になりたい！ こなち 12

愛知県 看護師になりたい！ ミッキー 12

愛知県 警察になって、しろバイにのりたい！！！！ DJ 12

愛知県 ゲーム会社でゲームを作ってみたい かい 12

愛知県 ゲームクリエイターになりたい。 宮悠 12

愛知県 サカナくんみたいになりたい。 ヘロブライン 12

愛知県 サッカーせんしゅ おぐら 12

愛知県 サッカーせんしゅ こまさん 12

愛知県 サッカー選手になりたい たける 12

愛知県 サッカー選手になりたい。 やきおにぎり 12

愛知県 し書になりたい なっちゃん 12

愛知県 自分でラーメンやをひらく ラーメンうまい 12

愛知県 社会のためになにかやってみたい スシアンマ 12

愛知県 職人になりたい かず太郎 12

愛知県 書店員になりたい。 森のクマさん 12

愛知県 新幹線の運転手になりたい こうた 12

愛知県 水族館のレジェンド飼育員さん しょうえい 12

愛知県 スプラゲーマーになりたい！！！ マニューバーのかみ 12

愛知県 スポーツ選手 りょうせい 12

愛知県 そろばんの先生になりたい！ みー 12

愛知県 大工 れむ 12

愛知県 たくさん働いて親をらくにさせたい！！ 妃奈美 12

愛知県 卓球選手になりたい。 きそ 12

愛知県 ダンサーになりたい！ のんちゃん 12

愛知県 調理師になりたい！！！！ 黒猫 12

愛知県 ディズニーのキャストさんになりたい。 ZGXY 12

愛知県 店員 篤 12

愛知県 天才（東大生）になりたい りょうか 12

愛知県 動物園のしいくいんさんになりたい あおい 12

愛知県 動物看護士になりたい！！ おとうふ 12

愛知県 動物の飼育員になりたい！！！！ 鳥好き 12

愛知県 ドックトレーナーになりたい ちなつ 12

愛知県 トリマーになっていろんな犬をきれいにしたい いお 12

愛知県 トリマーになりたい りほ 12

愛知県 トリマーになりたい るな 12

愛知県 ナース クッキー 12

愛知県 ニュージーランドに行きたい ナル 12

愛知県 パイロットか建築士になってお金持ちになるトートバックが贈られるてくる。 ようた 12
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愛知県 バスケ選手でシューター F6 12

愛知県 パパといっしょにだいくのしごとをやりたい。 れの 12

愛知県 バレーのコーチになりたい！ 赤いきつね 12

愛知県 フォートナイトにきょうみがある たっちゃん 12

愛知県 フラダンスのインストラクターになりたい！！
モモ・ツウィペンマヨネー

ズ
12

愛知県 プロ野球選手になりたい サイダー 12

愛知県 プロ野球選手になりたい！！！！ ゆ～ら～ゆ～ら 12

愛知県 プロ野球選手になりたい 大輝 12

愛知県 プロ野球選手になりたい！！ たいちぇる 12

愛知県 ペットショップのていんになりたい ゆっな 12

愛知県 保育士 まどち 12

愛知県 保育士になりたい！ れの 12

愛知県 本屋の店員になりたい！ きしめん 12

愛知県 まん画家になりたい。 かす子 12

愛知県 みんなを笑顔にする晴れ男になる！！！！！！！！！ コブラ 12

愛知県 みんなを笑顔にできる人になりたい！！！！ バドミントン 12

愛知県 みんなを助けられる人になりたい！！！ あいふる 12

愛知県 迷路クリエイターになりたい！ カズノコ 12

愛知県 野球のコーチになりたい てっちゃん 12

愛知県 野球のじっきょうになりたい りんたろう 12

愛知県 ユーチューバーになりたい らい 12

愛知県 ユーチューバーになりたい 将也 12

愛知県 ゆうちゅーばになりたいーーーーー！！ しゅーう 12

愛知県 陸上選手になりたい！！ GG 12

愛知県 料理人になりたい！ 夏季 12

愛知県 りょう理を作る人 乃彩 12

愛知県 人を助けたい。 ユセイペン 12

愛知県 世界一周旅行をしたい。 マリモ 12

愛知県 いろんな人の心のケアーがしたい！ ai 13

愛知県 お給料が高い仕事につく！ ひおり 13

愛知県 犬になりたい ひじり 14

愛知県 かれしをつくる♡ さ 14

愛知県 県中で優勝する！！ すず 14

愛知県 幸せになる！！ アリエル 14

愛知県 受験合格 Ｒちゃん 14

愛知県 哲学者になる ももか 14

愛知県 動物関係の仕事につく。 ンンンンン 14

愛知県 勉強がんばる！ みー 14

愛知県 私の夢は････パティシエール さくらんぼ 14

愛知県 YouTuberになりたい あおい ー

愛知県 神 琉人 ー

愛知県 かんごしになりたい。 加トちゃん ー

愛知県 けいさつかんにる ー ー

愛知県 サッカー選手になる 蓮斗 ー

愛知県 サッカーせんしゅ しゅん ー

愛知県 サッカーせんしゅ りょうが ー

愛知県 サッカー選手になりたい 乾貴士 ー

愛知県 サッカー選手になりたいなー 山口璃月 ー

愛知県 システムエンジニアになりたい ゆうな ー

愛知県 しょうぼうしになりみんなをたすけたい ー ー

愛知県 水泳の選手になりたいです。 るあ ー

愛知県 だいくさんになりたいです かい ー

愛知県 タッキュウせんしゅ はやっと ー

愛知県 鉄道で日本1周したい！！！ 知多半島の鉄オタ ー

愛知県 人気者になりたい！！ かどやゆうと ー

愛知県 人気ユーチューバー はやと ー

愛知県 バーチャルユーチューバー 結鳥 ー

愛知県 プリンセスになる 加古 ー

愛知県 プロやきゅうせんしゅ えいと ー

愛知県 ペットショップの人になりたい るーる ー

愛知県 名鉄のうんてんしゅになりたい かとうゆうと ー

愛知県 ユーチューバー けいちゃん ー

愛知県 保育士になりたい ゆあ ー

三重県 元気に大きくなる かず 1

三重県 ドーナツ屋さん、天文学者、 ちなちゃん 2
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三重県 ほいくし ひまり 2

三重県 猫とドクターイエローになりたい だいち 2

三重県 おいしいやさいやきれいなおはなをそだてるおしごとがしたいです まあちゃん 3

三重県 おかあさんになりたいよ はな 3

三重県 おかしやさん まーちゃん 3

三重県 けいさつかんになって！ まさや 3

三重県 千さいになる とわ 3

三重県 ビルドになる ビルド 3

三重県 やおやさんになりたい こころ 3

三重県 らーめんやさんととらっく つん 3

三重県 リュウソウジャーゴールドになりたい たく 3

三重県 仮面ライダーみたいにかっこよくなりたい こうちゃん 3

三重県 アンパンマン のん 4

三重県 かんごしさんになりたい まお 4

三重県 ケーキやさんになりたい ゆずき 4

三重県 こわい人 ー 4

三重県 ニンニンジャーのレッド みーくん 4

三重県 バレリーナ ゆずき 4

三重県 プリキュア ダニエルスター 4

三重県 ほいくえんのせんせいになりたい はるか 4

三重県 やきゅうせんしゅ たいくん 4

三重県 強い男になって消防士さんになりたいです。 なな☆ 4

三重県 声優、歌手、作者になりたい。スーパーマリオがうまくなりたい。 みなとがわゆうな 4

三重県 アイスクリームやさんになりたいです。 ありす 5

三重県 アイスクリームやさんになりたいです。 ー 5

三重県 アイドルみたいに楽しく歌いたい ゆいな 5

三重県 アンジャッシュ・スピードワゴンのようなお笑い芸人になりたい ゆいな 5

三重県 おいしゃさん ほのか 5

三重県 おかあさんになりたい さき 5

三重県 お寿司やさんで働きたい ゆうゆう 5

三重県 ケーキ屋さんになりたい。 さゆきち 5

三重県 ケーキやさんになる ー 5

三重県 にんじゃになりたい。 あみか 5

三重県 ねこになりたい こはる 5

三重県 ふぁんとみらーじゅになりたいです ゆづき 5

三重県 プリキュア ちひろ 5

三重県 やきゅうせんしゅ れん 5

三重県 リボンちゃんになりたい ちさき 5

三重県 莉久さんとみきちゃんと仲良くなりたいです ゆいな 5

三重県 アイドルになりたいです。 あいり 6

三重県 かふぇのていいんさん すみれ 6

三重県 ケーキやさんになりたい。 いろは 6

三重県 しじのひと くうら 6

三重県 ドーナッツ りっちゃん 6

三重県 パパにマッサージするのが得意だからマッサージ屋さんになりたい ぜんと 6

三重県 ほいくしさん あんず 6

三重県 マリオになりたい はづき 6

三重県 ようちえんのせんせいになりたい ゆずか 6

三重県 よしもとしんきげきのひとになりたい えいすけ 6

三重県 宇宙飛行士！宇宙に行ってみたい！ あき 7

三重県 おいしゃさん いたる 7

三重県 お金持ちになりたい ここね 7

三重県 かぞくがけんこうでいますように なかむらここ 7

三重県 けいさつかん・お笑い芸人 まな 7

三重県 けいさつかんになりたい いーぶい 7

三重県 ケーキやさん ゆんゆん 7

三重県 けーきやさん りお 7

三重県 けんきゅうしゃになりたい。 ひろと 7

三重県 しじのひと あるい 7

三重県 デザイナー りーちゃん 7

三重県 何でもかける漫画家になりたいです。 音ちゃん 7

三重県 パティシエになｒって可愛いケーキをたくさん作ってみんなの笑顔が見たい。 みう☆ 7

三重県 パティシエになる つばごん 7

三重県 はなやさん ゆいちゃん 7

三重県 ピアニスト ゆづき 7

三重県 ピアニストになりたい ますだ小春 7
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三重県 びようし ゆめ 7

三重県 びようしになりたい！ くーちゃん 7

三重県 ほいくえんのせんせい りさ 7

三重県 レストランの経営者になりたい らいと！！ 7

三重県 わたしはしょうらいのゆめ　おとなになったらもでるになりたいです ルニータ 7

三重県 うなぎ・さなぎ・ねぎ・やぎ のうぎよう 8

三重県 お花やさんになりたいです。 ももか 8

三重県 かんごしになりたいです。 ふうか 8

三重県 けいさつ 高桑詞汰 8

三重県 ケーキ屋さんになりたい・お笑い芸人 ねね 8

三重県 サッカー選手 れんしん 8

三重県 ドーナッツやさん 西牧沙耶 8

三重県 なし うーちゃん 8

三重県 パティシエ はるちゃん 8

三重県 プロやきゅうせんしゅ かいち 8

三重県 ぺっとしょっぷになりたい ここな 8

三重県 ほいくし めーちゃん 8

三重県 ボルダリングの選手 れお 8

三重県 まんがか モモ 8

三重県 漫画家になりたい りんりん 8

三重県 アイスクリーム屋さん まなみん 9

三重県 サッカー選手 ピカチュウ 9

三重県 そろばん3級いじょうになる のん 9

三重県 電車の運転士になりたい いくいく 9

三重県 なでしこジャパンでワールドカップ優勝 あっかーね 9

三重県 やくざいし せえ 9

三重県 何かになりたい うんちちゃん 9

三重県 デザイナー まや 10

三重県 デザイナーになりたい にゃゆき 10

三重県 てんのうへいかになる リチャード 10

三重県 日本一のソフトボールのピッチャーになりたい！絶対になる！ めい 10

三重県 パティシエになりたい モモ 10

三重県 保育士さんになりたい あさみん 10

三重県 ほいく園の先生になれますように！ めい 10

三重県 まあたそちゃんの全身タイツをはくこと うんちっち 10

三重県 まんが家になりたい あみみ 10

三重県 ようちえんの先生！ さっちい 10

三重県 可愛くて楽しいスイーツを作れるパティシエになりたいです。 みん☆ 10

三重県 水泳選手になりたい かな 10

三重県 大手デザイン会社社長 みおん 10

三重県 宇宙に行きたい リラゴン 11

三重県 シェフ たいち 11

三重県 じょさんしさんになりたい めぐみ 11

三重県 真実を見抜ける警察官 みずき 11

三重県 プロバスケットボールプレイヤー ショウ 11

三重県 プロ野球選手 フライドポテト 11

三重県 一年でも長く生きる かいと 11

三重県 新幹線の運転手
スーパーシャイニングゴッ

ドレスパットレスゴリラ
11

三重県 大阪の高校に入りたい あい 11

三重県 美容師になりたい！ なな 11

三重県 イラストレーター 桃 12

三重県 プロバスケット選手 フライドチキン 12

三重県 ポップティーンモデルになる！ きーちゃん 12

三重県 音楽クリエイター ＃マヨネーズ。 12

三重県 世界一かわいい女優さん 二コラLOVE 12

三重県 楽しく生きる ひな 15

三重県 舞台・ミュージカル女優 ぱるちゃん 27

三重県 パン屋さんなりたい！ Tちゃん 30

三重県 6おくえんあたりたい ちえみ 36

三重県 F1ドライバー もり 39

三重県 アイスクリームやさんになりたいです。 ー ー

三重県 うんちのなかみをたべたいです ー ー

三重県 おかあさんになりたいよ みわ ー

三重県 おにいちゃんのたんじょうびできますように ー ー

三重県 おひめさまみたいにかわいくなりたい みやわきめい ー
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三重県 かんごふや薬ざいしになりたいです。 ★さく★もも ー

三重県 ケーキやさんになりたい みわ ー

三重県 ケーキ屋さんになりたい。 前田いろは ー

三重県 なでしこじゃぱんになりたいです。 ー ー

三重県 はなやさんになりたい ー ー

三重県 プリキュアになりたい はるか ー

三重県 ミニチュアのものを作りたいです かとうれな ー

三重県 もっとなかよしに ゆあ ー

三重県 仮面ライダードライブになりたい なかむらこう ー

三重県 保育園の先生になる。 ー ー

滋賀県 アンパンマン GK 2

滋賀県 赤ちゃんを守る あかね 3

滋賀県 プリンセスとダンサーになりたい さくの 3

滋賀県 ヒーローになりたい あきら 4

滋賀県 おいしくてかわいいアイスクリーム屋さんになりたい！ ひなたまる 5

滋賀県 ドラムの先生になりたいなあ つむぎ 5

滋賀県 保育園の先生になって赤ちゃんを大切に育ててあげたい すずは 5

滋賀県 リボン屋さんになって、きれいと可愛いリボンでいっぱいのお店にしたいです。 きなな 5

滋賀県 あいすやさんになりたいです えな 6

滋賀県 いしゃになりたい。 そうた 6

滋賀県 えほんさっかになる！ あかり 6

滋賀県 おもちゃやさんになりたい えいさく 6

滋賀県 けえきやさんになりたい。 ゆい 6

滋賀県 でざいなあになりたい。 あやの 6

滋賀県 ばすのうんてんしゅになりたい。 さくたろう 6

滋賀県 ものをつくるひとになりたい りゅうしょう 6

滋賀県 ろぼっとをつくるかがくしゃになりたい さく 6

滋賀県 あいすやさんになりたい。 まほ 7

滋賀県 アイリスオーヤマのしゃいんになってこまってるひとをたすけたい。 まお 7

滋賀県 イルカトレーナーになりたい　どうぶつ園ではたらきたい！ さや 7

滋賀県 恐竜博士になりたい そうし 7

滋賀県 サッカーせんしゅになりたい。 りうと 7

滋賀県 じぶんででっかいろぼっとをつくりたい。 はじめ 7

滋賀県 しょうぼうしになりたい あお 7

滋賀県 パンしょくにんになりたい。 まさき 7

滋賀県 パンやさんになりたい ひなと 7

滋賀県 ユーチューバ―になりたい そうすけ 7

滋賀県 ユーチューバ―の人になりたい。 つじゆうせい 7

滋賀県 りくじょうせんしゅになりたい あおは 7

滋賀県 アナウンサーになりたい タッキーリオン 8

滋賀県 生き物ハンターになりたい。 かずゆき 8

滋賀県 かるたの名人になりたい。 みず 8

滋賀県 ケーキやさんになりたい。 あみ 8

滋賀県 しょうぎの名人になりたい。 新太 8

滋賀県 先生になりたい。 ゆず 8

滋賀県 テニスのせんしゅになりたい。 ひな 8

滋賀県 やきゅゆせんしゅになりたい たける 8

滋賀県 学校の先生になりたい。 ゆずは 9

滋賀県 かんごしさんになりたい。 ます田あやか 9

滋賀県 かんごしになりたい。 えりな 9

滋賀県 サッカー選手になりたい ともき 9

滋賀県 消防士になりたい いっせい 9

滋賀県 ネイリストになりたい あかり 9

滋賀県 プロゲーマーになりたい。 大希 9

滋賀県 ほいくしになりたい 大じこと美 9

滋賀県 かしゅとゆうちゅうばーになりたい。 そな 10

滋賀県 歌手になりたい 石橋礼 10

滋賀県 大工になりたい 昌幸 10

滋賀県 ダンサーになりたい。 みな 10

滋賀県 デザイナーになりたい 岡崎美咲 10

滋賀県 トラックの運転手になりたい 侑真 10

滋賀県 ノーベル賞をとりたい。 いざわゆうし 10

滋賀県 プロ野球せん手になりたい。 海人 10

滋賀県 保育士になりたい。 ゆうり 10

滋賀県 みんなの安全安心を守る白バイ女子警察官になりたい わったん 10

滋賀県 イラストレーター M.M 11
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滋賀県 大勢に応援されながら誰よりも早くゴールするカヌー選手 にこどん 11

滋賀県 総理大臣になりたい しゅん 11

滋賀県 僕の将来の夢はユーチューバーになることです。Uuumに所属して頑張りたい☆ 僕は天才だ。 11

滋賀県 建築士(インテリアデザイナー) O.P 12

滋賀県 声優 こんにちは 12

滋賀県 大工さん あゆたん 12

滋賀県 美容師 NP 12

京都府
１歳の誕生日を迎えるため選び取りを本とそろばんを選んだ息子はお勉強のできる計算が得意な商売人になる

そうです。
なっち 1

京都府 あづきおねえさんに会ってガラピコも一緒に忍者修行したい みやび 3

京都府 プリキュアになってたたかいたい まっちゅ 3

京都府 プリンセスになりたいな ひまちゃん 3

京都府 リュウソウジャーになりたい！戦って悪者をやっつける！ かける 3

京都府 かぞくみんなで一緒に暮らす。忍者になる。 しばげん 4

京都府 プリンセスになりたい るか 4

京都府 幼稚園の先生になりたい みうしー 4

京都府 家や駅の建物を設計する人になりたい、またそれをレゴで再現したい 御堂筋 5

京都府 お歌を作ったり研究する人 きっき 5

京都府 白雪姫、シンデレラ さな 5

京都府 パティシエになりたい みさるん 5

京都府 みんなでいっしょにすごしたい ひーちゃん 5

京都府 メロンパンナちゃん さしゃ 5

京都府 レストランのコックさんになりたい ひーちゃん 5

京都府 AKBでうたがじょうずになりたいな。 りほ 6

京都府 あいすくりいむがたべたいな。 てっぺい 6

京都府 あいすくりむやさんになりたい。 かいと 6

京都府 あいすやさん ゆみ 6

京都府 アイスやさん あみか 6

京都府 あいどるとおいしゃさんになりたい！ りこ 6

京都府 あいどるになりたい しの 6

京都府 アシタカぐもをはやくつかまえたい。 いちか 6

京都府 あなうんさあになりたい あかりん 6

京都府 イルカのトレーナー かっちゃん 6

京都府 イルカのトレーナー さっちゃん 6

京都府 うちゅうひこうしになりたいな。 しんのすけ 6

京都府 宇宙飛行士になりたい はると 6

京都府 うみがいきたい しん 6

京都府 うんてんしになりたい 千知 6

京都府 おいしゃさん あさき 6

京都府 おいしゃさんになりたい ちよ 6

京都府 おいしゃさんになりたい たっくん 6

京都府 おいしゃさんになりたい まなちゃん 6

京都府 おいしゃさんになりたい さき 6

京都府 おかしやさんになりたい はるか 6

京都府 おかしやさんになりたいな。 りょうたろう 6

京都府 おかねもちになりたい さいめい 6

京都府 おとうさんみたいになりたい。 ゆうと 6

京都府 おはなやさん みつき 6

京都府 おはなやさん ほちゃん 6

京都府 おはなやさんになりたい。 あおい 6

京都府 おはなやさんになりたいです。 りさ 6

京都府 お花屋さんになりたいな。 ももな 6

京都府 おはなやさんになりたいよ。 かいと 6

京都府 オリンピックのまらそんせんしゅになりたい いけがみはるき 6

京都府 かせきをはっくつするひとになりたい。 けいいちろう 6

京都府 学校の先生になりたい。 あおい 6

京都府 カフェやさんおかしやさん ゆうこ 6

京都府 からてのせんしゅになりたいな。 さくたろう 6

京都府 かんごしになりたいです おかだゆい 6

京都府 きかんしゃのうんてんしゅになりたい。 かつや 6

京都府 キャラクターデザイナーになりたい。 やさかちゃん 6

京都府 きょうりゅうはかせになりたい そうくん 6

京都府 きょじんせいになりたい。 おおたこうせい 6

京都府 くるまのほけんやになりたい。 れんくん 6

京都府 くれえぷやになりたい ー 6

京都府 けいきやさん アヤ 6
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京都府 けいさつかん げんしょう 6

京都府 けいさつかんになりたい ひらはられな 6

京都府 けいさつかんになりたい かんちゃん 6

京都府 けいさつかんになりたい。 たあ 6

京都府 ケーキやさんに すず 6

京都府 けえきやさんになりたい こころ 6

京都府 けーきやさんになりたい ともか 6

京都府 ケーキやさんになりたい みおん 6

京都府 けーきやさんになりたい あさひ 6

京都府 けーきやさんになりたい すみれ 6

京都府 けーきやさんになりたい かりん 6

京都府 ケーキやさんになりたい！ にゃんちゅう 6

京都府 けーきやさんになりたい。 あやの 6

京都府 けえきやさんになりたいです。 りいな 6

京都府 けえきやさんになりたいな。 しまつりょうや 6

京都府 けえきやさんになりたいな。 りほ 6

京都府 けーきやさんのひとになりたい かほ 6

京都府 ケーキやになりたい りゅうちゃん 6

京都府 ゲームのひとになりたい こう 6

京都府 ゲームを作る人になりたい！自分で考えて作ったゲームで遊びたい！ あさひ 6

京都府 けがながくなりたい みさき 6

京都府 こうくうじえいたいのへりのひとにになりたい こうすけ 6

京都府 コーヒーやさん よしと 6

京都府 こまのわざができるように よしや 6

京都府 こんちゅうのはかせになりたい まより 6

京都府 コンチュウはかせになりたい。 れん 6

京都府 こんちゅうはかせになりたい。 かんちゃん 6

京都府 こんちゅうはせになりたい れん 6

京都府 さかあをおしえるひとになりたい。 こころ 6

京都府 さかいいいちのピアニストになりたいな。 みさ 6

京都府 さかなはかせになりたい れん 6

京都府 さかになりたい ゆうと 6

京都府 さっかーせんしゅ れん 6

京都府 サッカーせんしゅ えいちゃん 6

京都府 サッカーせんしゅ ひーちゃん 6

京都府 サッカーせんしゅかからてせんしゅになりたい。 いちや 6

京都府 さっかぁせんしゅにたいそうせんしゅになりたいな。 そう 6

京都府 さっかあせんしゅになりたい わあちゃん 6

京都府 さっかあせんしゅになりたい みきくん 6

京都府 さっかあせんしゅになりたい きょうすけ 6

京都府 サッカーせんしゅになりたい ようほう 6

京都府 サッカーせんしゅになりたい。 そうたろう 6

京都府 さっかあせんしゅになりたいな。 しょうへい 6

京都府 さっかあせんしゅになりたいな。 きんいち 6

京都府 さっかあせんしゅになりたいびようしさんになりたい こつこ 6

京都府 さっかーになりたい たろう 6

京都府 サッカーのにひんだいひょうなりたい つばさくん 6

京都府 サッカーのにほんだいひょうになりたい すず 6

京都府 さんたさんになりたい やまもとそん 6

京都府 じえいたいになりたい うちだえいた 6

京都府 じゅういさん りんこ 6

京都府 じゅういさんになりたいです！ あさひ 6

京都府 じゆうたいになりたい しょうすけ 6

京都府 しゅくだいをやってくれるロボットがほしい ずっきいに 6

京都府 しょうがっこうのせんせい ゆっちゃん 6

京都府 蒸気機関車の機関士さんになりたい みづき 6

京都府 しょうぎのぷろきしになりたい りゅうのすけ 6

京都府 しょうぼうしゃになりたい こうすけ 6

京都府 しんごうをつくるひと にかや 6

京都府 スーパーヒーローになりたい かずや 6

京都府 すぐにせかいいっしゅうしたい。 えんたん 6

京都府 せんせいになりたい えま 6

京都府 たいそうせんしゅにクレープやさんになりたいな。 ゆうな 6

京都府 つよくなりたいです。 しゅうすけ 6

京都府 つんちゅうすごいーぜ ここナッツ 6

京都府 ぺっとしょっぷのひとになりたい りく 6
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京都府 でんしゃのうんてんしゅになりたい やまと 6

京都府 どうぶつえんにいきたい こころこころ 6

京都府 どおなつやさんになりたいです かいし 6

京都府 ドッチボールのせんしゅになりたい れん 6

京都府 ドッチようのボールをうまくなげるようになりたい。 いちや 6

京都府 ともだちがいっぱいできるようになりたい！ けーた 6

京都府 ドレスやさん しいちゃん 6

京都府 にんぎょうやさん ひろたか 6

京都府 のれるラジコンをつくりたい らい 6

京都府 バイオリンせんせいとほいくえんのせんせいになりたい 可奈 6

京都府 パいれへになりたいです かりんこ 6

京都府 ぱいろっとになりたい。 ふうぴ 6

京都府 ぱいろっとになりたい。 やまだあらた 6

京都府 パイロットになる ちゃくぴい 6

京都府 バスケット選手になりたい！ うろたいせ 6

京都府 バスケのとうきょうおりんぴっくのひとになりたい ひな 6

京都府 バスのうんてんしゅになりたいです。 たなかまさむね 6

京都府 パッカーしゃのごみをかいしゅうするひとになりたい はく 6

京都府 ぱてぃしえになりたいな。 こころ 6

京都府 ぱてぇしえになりたい ゆずき 6

京都府 バトミントンせんしゅになりたい ピザじゃなくてピッツア 6

京都府 はやくわたし９さいになりたい しほ 6

京都府 ばれりいなになりたい。 たまき 6

京都府 ぱんやさんになりたい いさこ 6

京都府 ぱんやさんになりたい。 いさこ 6

京都府 ぱんやさんになりたい。 ふうちゃん 6

京都府 ぴあにすとになりたい。 まお 6

京都府 ピアノのせんせいになりたい このみ 6

京都府 ピアノのせんせいになりたい ゆうか 6

京都府 ぴおけもんますたあになりたい るい 6

京都府 ピザやさんになりたいな。 あい 6

京都府 びじょとやじゅうベルになりたい とけい 6

京都府 ふくやさんになりたい さくら 6

京都府 ふくやさんになりたい ひろせすずちゃん 6

京都府 ふつうの人になりたいな ゆん 6

京都府 プラネタリウムしょくいんになりたい あきら 6

京都府 プリキュアいなりたい まりな 6

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい ゆうしん 6

京都府 ぺっとしょっぷのひとになりたいな。 れいな 6

京都府 ぺっとしょっぷのひとになりたいな。 みずき 6

京都府 ぺっとしょっぷやさん なのか 6

京都府 ぺっとやさんになりたいです よしだほまれ 6

京都府 べんきょうをしてくれるろぼっとをほしい りょうた 6

京都府 ほいくえんのせんせいになりたい。 はるひ 6

京都府 ボーリングがうまくなりたい。 いちや 6

京都府 ぼくのしょうらいわさっかあせんしゅになりたい。 はると 6

京都府 ぼくのゆめわすいえいせんしゅなりたいです。 ユウシン 6

京都府 ぽけもんますたあ そうすけ 6

京都府 ぽけもんますたーになりたい ほだか 6

京都府 ポケモンマスターになりたい なっくん 6

京都府 ほしをつかまえるひと いのうえれい 6

京都府 まじまじょぴょーあず まりこちゃん 6

京都府 まっくのひと ゆずは 6

京都府 マツヤスーパーのレジをうつひとになりたい れん 6

京都府 ママとうみにいきたい ゆうと 6

京都府 ママとうみにいきたい おうしろう 6

京都府 ままのおてつだいをするようになりたい ひとし 6

京都府 まんからのせんしゅになりたい りょうすけ 6

京都府 むしはかせになりたい けいご 6

京都府 めいたんていになりたい。 ひろき 6

京都府 めいたんていになりたい。 いすい 6

京都府 やきゅうせんしゅになりたい こうすけ 6

京都府 やきゅうせんしゅになりたい こうすけ 6

京都府 ゆうちゅうばあになりたいな。 わかば 6

京都府 ゆめはくるまやさんになりたいです。 ゆいと 6

京都府 ようちえんせんせい へびん 6
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京都府 ようちえんのせんせいになりたい なかむらねね 6

京都府 りかちゃんをつくるひとになりたいな。 なつ 6

京都府 レストランしぇふになりたい なで 6

京都府 ロボットのうんてんしゅになりたいな。 せんり 6

京都府 ワールドカップにでたい しゅんたろう 6

京都府 わあるどかっぷにでる。 あつく 6

京都府 わたしのゆめは、くれえむずくりになりたいです。 まいか 6

京都府 わたしはがっこうのせんせいになりますように ゆい 6

京都府 大きくなったらかんごしさんになりたい せいら 6

京都府 BBだんをつくりたい あ 7

京都府 I want to be a animal doctor!!!! たなかちなつ 7

京都府 ｙｓきゅうせんしゅになりたい。 ー 7

京都府 アイスクリームやさんになりたい！ ひな 7

京都府 アイスやさん りお 7

京都府 アイドルになりたい。 あおい 7

京都府 アクセサリーのデザイナーになりたい はな 7

京都府 いえをたてるひと さく 7

京都府 いしゃになりたい ゆの 7

京都府 いしゃになりたい！！ いりこ 7

京都府 ウイルスをなにかしらでしらべるかがくしゃになりたい。 平林花 7

京都府 うちゅうひこうしになりたい いっかんくん 7

京都府 うちゅうひこうしになりたい はせ川 7

京都府 うまのおせわの人になりたいです こまつ 7

京都府 えいごの先生になりたい。 ゆあてぃ 7

京都府 えうがかんとじゅになりたい リス 7

京都府 えらいがくしゃになりたい。 そうちゃん 7

京都府 おいしゃさんいなりたいです。 たっくん 7

京都府 おいしゃさんになりたい りーちゃん 7

京都府 おいしゃさんになりたい ゆはな 7

京都府 おいしゃさんになりたい 生きもの 7

京都府 おいしゃさんになりたい 中たに 7

京都府 おいしゃさんになりたい 吐夢 7

京都府 おおきくなったらすいえいせんしゅになって日本のだいひょうになる。 さくや 7

京都府 おかあさんのみせをひきつぐ のざわん 7

京都府 おすしやさんになりたい ひかる 7

京都府 お花屋さんになりたい。 りの 7

京都府 オリンピック選手になりたい みっつー 7

京都府 おわらいになりたい あきくん 7

京都府 かしゅになりたい るい 7

京都府 がっこうせんせいになりたい ふじおかりく 7

京都府 学校のしゅくだいをはやくおわらせたいです。 みゆ 7

京都府 金をひろって、お金をためて、おたからやではたらきたい 上田さん 7

京都府 カブト虫クワガタ虫屋さんになりたい いっぴい 7

京都府 かぶとむしはかせ じゅんちゃん 7

京都府 かみきりびようしさんになりたい さゆちゃん 7

京都府 空手で世界大会優勝！！ 祥太 7

京都府 空手の先生になりたい。 薫 7

京都府 ギネスをとれますように、ぜんぶ。 ゆきー 7

京都府 きゅうりょうはかせになりたい！！ きょうりゅう 7

京都府 グーゴルカラットのダイヤモンドがほしい 上田空 7

京都府 クッキーやさんになりたい もえ 7

京都府 けいさつかんになりたい ゆたか 7

京都府 けいさつかんになりたい りこ 7

京都府 けいさつになりたい ゆなちゃん 7

京都府 ケーキやさんになりたい キリンより 7

京都府 ケーキやさんになりたい 嵐 7

京都府 ケーキやさんになりたい いいちゃん 7

京都府 ケーキやさんになりたい ゆずき 7

京都府 ケーキやさんになりたい ことね 7

京都府 けーきやさんになりたい りん 7

京都府 ケーキやさんになりたい。 さちゃん 7

京都府 けーきやさんになりたいです。 いまにしみな 7

京都府 ゲームがいしゃになりたいです。おかねをつくりたいです。 いっせい 7

京都府 ゲームクリエイターになりたい 広 7

京都府 ゲームクリエイターになりたい ふた 7

京都府 ゲームクリエイターになりたい！！ けいさん大すき 7
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京都府 ゲームのかいしゃのひとになりたい。 おにぎり 7

京都府 ゲームのプロになりたい しおり 7

京都府 ゲームのプロになりたい。 りゅうと 7

京都府 ゲームをつくる人になりたい はると 7

京都府 げきだんしきのはいゆうになりたい 音色 7

京都府 研究者になりたい はるるん 7

京都府 けんきゅうしゃになりたい こは 7

京都府 けんだまをじょうずになりたい たむら 7

京都府 こどもえんのせんせいになりたいよ。 ありかわちはる 7

京都府 小森のてんいいんになりたい まお 7

京都府 昆虫すごいぜ！のか川てるゆきみたいになりたい。 星野 7

京都府 さかなやさんになりたい！ マリオ 7

京都府 サッカーおがんばりたい。 エイタ 7

京都府 サッカーせんしゅ むく 7

京都府 サッカーせんしゅ たける 7

京都府 サッカーせんしゅ ろくろう 7

京都府 サッカーせんしゅになりた。 小ざわ 7

京都府 さっかあせんしゅになりたい ろみ 7

京都府 さっかあせんしゅになりたい みずき 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい ささのは 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい 竹本 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい あつや 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい うい 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい ゆうた 7

京都府 サッカーせん手になりたい 玉 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい りこちゃん 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい ふじいゆうき 7

京都府 サッカーせんしゅになりたい たむら 7

京都府 さっかあせんしゅになりたい。 むつき 7

京都府 サッカーせんしゅになりたいです。 ゆい太 7

京都府 サッカーせんしゅにになりたい きらむ 7

京都府 さんすうオリンピックにでる！ はるはる 7

京都府 さんたさんになりたい あやの 7

京都府 しいくいんさんになりたいです。 あかり 7

京都府 じっけん いがう 7

京都府 しゅうじの先生になりたい。 ちぐさ 7

京都府 しゅくだいがはやくおわりますように。 まなと 7

京都府 しょうぼうしになりたい。 せざきかいせい 7

京都府 しょうらいのうめはすししょくにん そう 7

京都府 しょうらいのゆめはいろんなひとをたのしませるあいどるになることです。 ゆめちゃん 7

京都府 シンクロせんしゅになりたい 光かの 7

京都府 すいえいせんしゅになりたい 天の川 7

京都府 水えいせんしゅになりたい か月 7

京都府 水えいせんしゅになりたい。 あづき 7

京都府 すいえいのせんしゅになりたい なかに 7

京都府 すいえいのせんせいになりたいです。 ふぁんな 7

京都府 水ぞくかんにしいくいんになりたい そうま 7

京都府 水ぞくかんのはたらいてる人になりたい とだたける 7

京都府 すいぞくかんの人のなりたい 犬 7

京都府 スケートせんしゅになりたい！ まりあ 7

京都府 せかいいちのこっくになりたい。 れおゴク 7

京都府 たいそうせんしゅになりたい。 じん 7

京都府 たいそうせんしゅになりたいです。 しみずけん 7

京都府 タピオカグリーンティーやさんになりたい ゆり 7

京都府 たんていになりたい 大みちー 7

京都府 チアのコーチになりたい たかやまゆうな 7

京都府 デザイナーです ねこ 7

京都府 デザイナーになりたい みい 7

京都府 デザイナーになりたい。 ハムスター 7

京都府 でん車のうんてんしゅになりたい ヨーヨー 7

京都府 でんしゃにうんてんし でんしゃ 7

京都府 でんしゃのうんてんしゅになりたい。 まこと 7

京都府 とうかいどうしんかんせんのうんてんすること じんにんじん 7

京都府 どうぶつのじゅういさんになりたい 小島 7

京都府 ドーナツやさんになりたい ゆい 7

京都府 とっきゅ電車のうんてんしゅになりたい ゆくも 7
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京都府 ナデシコサッカーせんしゅになりたいです。 つぐみ 7

京都府 なにかをつくる人になりたい 小松 7

京都府 なんでもできる人になりたい さわいりと 7

京都府 にがおえやさんになりたい しいちゃん 7

京都府 ぬいぐるみやさんに（おもちゃやさん）になりたいです。 ドレミファソラシド 7

京都府 ぬのやさんになりたい ちひろ 7

京都府 ねこカフェの店いんさんになりたい はなぴょん 7

京都府 ねこカフェのねこをおせわする人になりたい あおねこ 7

京都府 はいしゃさんになりたい。 ゆづ 7

京都府 パイロットにになりたい ダルくん 7

京都府 はかせになりたい かずと 7

京都府 バスケのプロになりたい。 キリン 7

京都府 はちゅうるいやさんになりたい へび 7

京都府 ぱてぇしえになりたい りおころちゃん 7

京都府 バドミントンのせんしゅになりたい あーちゃん 7

京都府 パフェやさんになりたい かえで 7

京都府 ばれいがうまくなりたい。 まゆうちゃん 7

京都府 ハワイにいきたい りょう 7

京都府 パワランとゆにりょこうにいきたい ゆうしん 7

京都府 ハンドボールせんしゅになりたい ドッチー 7

京都府 ハンドボールになりたい にっしー 7

京都府 パンヤさんになりたい りお 7

京都府 パン屋さんになりたい えなちゃん 7

京都府 ピアニストになりたい りお 7

京都府 ピアにすとになりたい あやね 7

京都府 ピアニストになりたい ほのか 7

京都府 ピアニストになりたい。 Rana 7

京都府 ピアニストになれますように ゆうい 7

京都府 ピアノの先生になりたい ゆいな 7

京都府 ヒーローになりたい。 つつみしんのすけ 7

京都府 びょういんの先生 ゆなちゃん 7

京都府 びようしさんになりたい しま田 7

京都府 びようしさんになりたいです。 えりか 7

京都府 びようしさんになりたいびようしさんになりたい あんな 7

京都府 びようしになりたい。 さくらちゃん 7

京都府 フィッシャーズになりたい ろい 7

京都府 ふくやさんになりたい。 まこ 7

京都府 ふつうの人になりたい 丸ちょん 7

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい りょうすけ 7

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい りいち 7

京都府 プロやきゅうせん手になりたい ちくわ 7

京都府 プロ野球せんしゅになりたい トラ 7

京都府 ペットサロン マンマン 7

京都府 ぺっとしょっぷになりたい！ いおちゃん 7

京都府 ぺっとしょっぷになりたい！ みちゃ 7

京都府 ペットショップになりたい！！ クッキー 7

京都府 ペットショップの店員さんになりたい ももちゃん 7

京都府 ペットショップのてん長になれますように りこ 7

京都府 別途やさんになりたい あきのりゅうのすけ 7

京都府 ペットやさんになりたい。 のぶちゃん 7

京都府 べんごしになりたい。 どいともみ 7

京都府 ほいくえんのせんせい こっちゃん 7

京都府 ほいくえんの先生になりたい めいめい 7

京都府 ほいくえんのせんせいになりたい。 るいるい 7

京都府 ほいくしさんになりたい リー 7

京都府 ぼくのゆめはしぜんをもっとしりたい。 たいき 7

京都府 ポケモンGOと、いうゲームがうまくできるようになりたい とう子 7

京都府 ポケモントレーナーになってポケモンの伝せつまぼろしUBぜいんをつかまえる。 柊悟 7

京都府 ぽけもんになりたい つるた 7

京都府 ポケモンのせかいにいく。 けいご 7

京都府 ポケモンのせかいにいく。 よこっちゃん 7

京都府 本やさんになりたい れな 7

京都府 まじしゃんになりたい そうちゃん 7

京都府 まほうつかいになりたい。 ちさき 7

京都府 マラソンの区間新きろくをとりたい。 山下りのかみ 7

京都府 まんがか さとか 7
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京都府 マンガかになりたい むらかみ 7

京都府 マンガかになりたい やまもっちゃん 7

京都府 虫はかせになりたい 池辺 7

京都府 もっとべんきょうしてかしこくなりたい りんか 7

京都府 モデルになりたい！！！ りっちゃん 7

京都府 やきゅうせんしゅになりたい ひろやちやん 7

京都府 やきゅうせんしゅになりたい 竹う 7

京都府 やきゅうせんしゅになりたい かほぴー 7

京都府 やきゅうせんしゅになりたいです バナナ 7

京都府 やさしい人になりたい せんざき 7

京都府 ユーチューバ かわむら 7

京都府 ユーチューバーになりたい まさひ 7

京都府 ユーチューバーになりたい たいち 7

京都府 ユーチューバーになりたい たいち 7

京都府 ゆうちゅうぶ ひなり 7

京都府 ゆうちゅうぶ ゆあ 7

京都府 ユウチュバーになりたい せいら 7

京都府 ゆめはプロやきゅうせんしゅ！大かつやくしたい。 健こうくん 7

京都府 ようふくのデザインか。絵がか。(きもの) セーリー 7

京都府 ラーメンやさんになりたい なとりみお 7

京都府 ラグビーせんしゅになれますように。 にっぴ 7

京都府 りくじょうかになりたい げんた 7

京都府 りょうりの先生になりたい そりい 7

京都府 るくるひと たくみ 7

京都府 レゴめいじんになりたい ドライブ 7

京都府 わたしのゆめは、びようしやさんになりたいです。☆ こっちゃん 7

京都府 わたしは、ケーキやさんのてんちょうに、なりたい ひなり 7

京都府 わたしはだんすのやわらかくなってだんすおならいたいです♡ ソフトアイ 7

京都府 大きくなったらペットショップではたらきたい。 たけちゃん 7

京都府 アイスクリームやさん はるひ 8

京都府 アイドルのプロデューサー すうしい 8

京都府 アナウンサーになれますように♡ りの 8

京都府 アメリカンフットボールせん手になりたい。 田黒 8

京都府 いけばなずっとやりつずけたい。 歩美 8

京都府 いしゃになりたい にこ 8

京都府 いしゃになりたい りゅうめ 8

京都府 いっぱいゲームがしたい じゅん 8

京都府 イラストレーターになりたい 花梨 8

京都府 いるかショーのトレーナーになりたい。 さわこ 8

京都府 イルカショーをしてみたい。 かい 8

京都府 えい語の本の作者になりたい つかさ 8

京都府 絵がうまくなりたい。 りさ 8

京都府 え本さっかになりたい とも子 8

京都府 絵本作家になりたい！ ゆきえ 8

京都府 絵ほんさっかになりたい。 こっちゃん 8

京都府 絵をかく人になりたい。 こころ 8

京都府 おいしゃさんいなりたい れんと 8

京都府 おいしゃさんいなりたい！ まなみ 8

京都府 おいしゃさんになりたい りさ 8

京都府 おいしゃさんになりたい つね 8

京都府 おいしゃさんになりたい りさ 8

京都府 お医者さんになりたい 心み 8

京都府 おいしゃさんになりたい ゆうしん 8

京都府 おいしゃさんになりたい 森翔 8

京都府 大きくなったらかんごしになりたい。 りん 8

京都府 おにいさんになりたい しゅん 8

京都府 お花やさんになりたい りあ 8

京都府 お花やさんになりたい みか 8

京都府 おもしろい話が書けるまんが家になりた。 りっち 8

京都府 お父さんの店をついでぼくのりょうりで人を笑顔にしてけんこうにする 京汰朗 8

京都府 会社ではたらく人になりたい。 まとさ場新 8

京都府 かがくしゃ ラドン 8

京都府 かがくしゃになりたい しぶや 8

京都府 科学者になりたい しいし 8

京都府 科学者になりたい！ しょうま 8

京都府 科学しゃになりたい。 しら 8
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京都府 がかになりたい 浅田たまお 8

京都府 画家になりたい。 ねね 8

京都府 がっこうの先生になりたい みく 8

京都府 学校の先生になりたい こうすけ 8

京都府 学校の先生になりたい！ あやゆう 8

京都府 カメラマンになりたい のぞみ 8

京都府 空手選手になりたい ある 8

京都府 空手せんしゅになりたい！！ そっち 8

京都府 かんごしになりたい 歌穂 8

京都府 かんごふさんになれますように なな 8

京都府 キャビンアテンダント しずか 8

京都府 今日も暑い中練習頑張りました！野球選手になりたいです！！ 聖也 8

京都府 クリニックうをつくること すずの 8

京都府 けいさつかんではたらきたい 一真 8

京都府 けいさつかんになりたい わらや 8

京都府 けいさつかんになりたい しょうま 8

京都府 けいさつかんになりたい。 村上しょう 8

京都府 けいさつかんになりたい。 ゆい 8

京都府 けいさつかんのなりたい たかし 8

京都府 けいさつになりたい。 にな 8

京都府 げいのう人になる。 京汰朗 8

京都府 ケーキ屋さんになりたい さーちゃん 8

京都府 ケーキやさんになりたい しの 8

京都府 ケーキやさんになりたい ゆづき 8

京都府 ケーキ屋さんになりたい ゆい 8

京都府 ケーキ屋さんになりたい。 さえ 8

京都府 ケーキ屋になりたい ななこ 8

京都府 ゲームを作るひとになりたい。 いち君 8

京都府 ゲマーになりたい 青木 8

京都府 けんきゅうしゃです。なぜかというと新しいさいぼうがさいきんを見つけたいからです 流れ星 8

京都府 コーヒーやさんになりたい 心み 8

京都府 こせいぶつがくしゃになりたい かんたろう 8

京都府 こん虫学しゃになりたいです。 あきひこ 8

京都府 こん虫はかせになりたい かおる 8

京都府 コンビニのレジの人になりたい ちゃーしゅーめん 8

京都府 さかなつりのめいじんになりたい。 くら 8

京都府 さかなやさんになりたい こうき 8

京都府 サッカーせん手になりたい ジェッシイ 8

京都府 サッカーせんしゅになりたい カステラーノ 8

京都府 サッカーせんしゅになりたい りんちゃん 8

京都府 サッカーせんしゅになりたい。 光一 8

京都府 社交ダンスに先生になりたい みずたまり 8

京都府 ジュエリーデザイナーになりたい さっくん 8

京都府 しょうのうしになりたい いつき 8

京都府 しょうぼし いぶ 8

京都府 しょうらいのゆめは、学校の先生になりたい すっちゃん 8

京都府 じょさんしさんになりたい かおちゃん 8

京都府 じょさんしになりたい！ れんき 8

京都府 じょっきーになりたい ひか 8

京都府 水えいせんしゅになりたい ぜん太 8

京都府 水えいせん手になりたい。 ともこ 8

京都府 水泳せんしゅになりたい。 りんか 8

京都府 せいじかになりたい 光 8

京都府 生物学者にあんりたい こーくん 8

京都府 生物学しゃになりたい。 つるくん 8

京都府 世界一大金もちになりたい。 かなで 8

京都府 ゼルダのユーチューバーになりたい。 らく 8

京都府 先生になりたい 大ふ 8

京都府 そうりだいじんになる 京汰朗 8

京都府 そろばんができるように ここ 8

京都府 たいしかんになりたい。 ことは 8

京都府 たいそうせんしゅになりたい セーラームーン 8

京都府 たきゅうのせんしゅになりたい。 ゆういち 8

京都府 たくしーの人になりたい さか 8

京都府 卓きゅうせん手になりたいです。 はせ 8

京都府 たっきゅうせんしゅになりたい。 そうすけ 8
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京都府 たっきゅうでだれよりも強くなりたい。 あまね 8

京都府 ダンスの先生になりたい はるひ 8

京都府 デザイナーになりたい りお 8

京都府 電機会社の人になりたい。 たすく 8

京都府 でんしゃのうんてんしになりたい。 かずま 8

京都府 東京大学先生になりたい まさや 8

京都府 どうぶつえんのしいくいんになりたい はやし 8

京都府 動物にかかわる仕事をしたい さわ 8

京都府 どくしんになるのとりこんとうわきはしたくない 京汰朗 8

京都府 友だちとくらしたい りお 8

京都府 友だちをふやしたい たいやき 8

京都府 トリマーになりたい。 りさ 8

京都府 内かのおいしゃさんになりたい あいり 8

京都府 なにか大きいはっけんをしたい 京汰朗 8

京都府 にちぶの先生になりたい。 なお 8

京都府 ねこカフェの店いんさんになりたい 柴ちゃん 8

京都府 農家になりたい ゆうべー 8

京都府 はいしゃさんになりたい ちん 8

京都府 はいしゃになりたい みおか 8

京都府 はいゆうになりたい あらた 8

京都府 バスケｔットボールでカリーせんしゅとバトルをしてかってカリーせんしゅとともだちになりたいです。 ヒカキンゴドラ 8

京都府 バスケットせんしゅになりたい 丸 8

京都府 バスケットせんしゅになりたい りこくん 8

京都府 バスケットせんしゅになりたい そうた 8

京都府 バスケのせんしゅになりたい。 ー 8

京都府 はちゅうるいやさんになりたい まさき 8

京都府 バックダンサーになれますように！ なっちゃん 8

京都府 パティシエと絵がきれいになりたい。 ケッチー 8

京都府 パティシエになりたい あつ子 8

京都府 パティシエになりたい ももな 8

京都府 ぱてぇしえになりたい けんしん 8

京都府 花やになりたい ひな 8

京都府 バレエの人になりたい りんちゃん 8

京都府 バレーボール選手になりたい かみ 8

京都府 バレーボールせん手になりたい。 初会 8

京都府 バレーボールせんしゅになりたい。 ミックー 8

京都府 バレリーナになりたい りあ 8

京都府 びよういんになりたい。 ゆめ子 8

京都府 びようしになりたい さーちゃん 8

京都府 びようしになりたい ゆず 8

京都府 筆で書いた字がきれいになって、ほめられたい。 愛海 8

京都府 プリンセスプリキュアになりたい。 まゆゆ 8

京都府 プロゲーマーになって会社をつくりたい あんり 8

京都府 プロゲーマーになりたい 隆介 8

京都府 プロサッカーせんしゅになりたい 光 8

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい りゅう心 8

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい ゆう太 8

京都府 プロヤキュウせんしゅになりたいです。 りゅうせい 8

京都府 プロやきゅう日本ハムファイターズのせん手になりたい。 ごうし 8

京都府 へい安きばたいでけいさつかんになりたい 佳ちゃん 8

京都府 ペットショップのてんいんさんになりたい きいちご 8

京都府 ペットショップのてんいんさんになりたい せりピーちゃん 8

京都府 ペットやさんになりたい ぱんちゃん 8

京都府 ペンギンのしいくいんになりたい。 ペンギン 8

京都府 ペンギンをそだてたい けいご 8

京都府 べんごしになれますように。 りんご 8

京都府 ほいく園の先生になりたい。 あみ 8

京都府 保育園の先生になりたい A.K 8

京都府 ほいくしになりたい ここな 8

京都府 ほいくしになりたいです。 あかひ 8

京都府 ほう石はかせになりたい ももか 8

京都府 ボクシングせんしゅになりたい。 そうろう 8

京都府 ポケモンのゲームの会社につとめたい ゆ 8

京都府 ポケモンのせかいにいく。 れんこんば 8

京都府 ポケモンをいっぱいつかまえたい。 井上けい人 8

京都府 本の絵をかく人になりたい しほ 8
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京都府 本をつくる人のなりたい ひかり 8

京都府 マンガ家になりたい みお 8

京都府 三菱重工の人、戦車をつくりたい こうたろう 8

京都府 ミュージカルをおどる人になりたい りあ 8

京都府 みんなといっしょに楽しく平和で生きたい 京汰朗 8

京都府 みんなをしあわせにする人になりたい。 みづき 8

京都府 メッシにあいたい るい 8

京都府 やきゅうせんしゅになりたい けんと 8

京都府 やきゅうせんしゅになりたい こうせい 8

京都府 やきゅうせんしゅになりたい はるま 8

京都府 野きゅうせんしゅになりたい。 さとし 8

京都府 野きゅうせん手になりたい。 しゅ生 8

京都府 やくざいしになって薬のはつめいをすることと！ わかなっぴ 8

京都府 ゆうちゅうばー かず 8

京都府 ユーチューバーになりたいです。 あや 8

京都府 ゆうめいじんになりたい はちゃん 8

京都府 ようちえんのせんせいになりたい りと 8

京都府 ようちえんの先生になりたい しょうた 8

京都府 ようちえんの先生になりたい。 とおこ 8

京都府 陸上選手になりたい はるしー 8

京都府 りくじょうせんしゅになりたい ひらいくん 8

京都府 リハビリのしごとがしたいです。 たりん 8

京都府 りょう理人になりたい。 たけし 8

京都府 レーサーになりたい。 いつき 8

京都府 わたしは、しょうらい生きものをしいくする人になりたいです。 まつっチ 8

京都府 新元号を決める。 京汰朗 8

京都府 水えいせんしゅになって1のひょうしょう台にのりたい。 かえ 8

京都府 アイスホッケー選手になりたい。 めい 9

京都府 アイドルになりたい。 はる 9

京都府 青きさむらいを目ざす。（日本代表） 新庄玲太 9

京都府 赤ちゃんがぶじにうまれてきてほしい しーちゃん 9

京都府 アメリカのロサンゼルスに行ってテレビや映画に出てくるところを実際に見たい トーマス 9

京都府 石川選手のようなバレーボール選手になりたい だん 9

京都府 いしになりたい！ ゆか子 9

京都府 医者 アユ 9

京都府 医者 タクミ 9

京都府 いしゃになりたい たいくん 9

京都府 いしゃになりたい しょうちゃん 9

京都府 医者になりたい みな 9

京都府 いしゃになりたい けいこ 9

京都府 いとこと楽しくはたらく のぞみ 9

京都府 うちゅうひこうしになりたい さすけ 9

京都府 うちゅうひこうしになりたい そうめん 9

京都府 うちゅう飛行しになりたい！！ くみまさ 9

京都府 おいしいものをいっぱい食べたい！！ うらうら 9

京都府 お医者さん さっちん 9

京都府 おいしゃさんになりたい ゆう花 9

京都府 お医者さんになりたい。 コナ 9

京都府 おいしゃさんになりたいおいしゃさんになりたい きみこ 9

京都府 大きかではたらく ー 9

京都府 お金持ちいい仕事をする koko 9

京都府 おじいちゃんのかいしゃのしゃちょうになりたい。 いっちゃん 9

京都府 おすしやさん 鬼の刃 9

京都府 おとおさんみたいにやさしくなりたい 智大 9

京都府 おとまり会をしたい あをみん 9

京都府 おばあちゃんの目の病気をなおしてあげたい かいと 9

京都府 おみせやさんになりたいです。 る生 9

京都府 女ゆうになりたい！！ ほの 9

京都府 お花やさん あーちゃん 9

京都府 かいとうになりたい かげむしゃキッド 9

京都府 科学者になってノーベル賞をとりたい たくと 9

京都府 がかになて絵をかきたい。 りお 9

京都府 がかの人にになりたい ひな 9

京都府 学校の先生になりたい みらい 9

京都府 かぶきやくしゃになってこどもたちがあこがれるひとになりたいです。お父さんの会社をつぐこともしたいです。 かんたろう 9

京都府 神様になりたい れんれん 9

253



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

京都府 体そう選手 ゆっちゃ 9

京都府 体そうせん手になりたい。 あゆみ 9

京都府 空手選手 オックー 9

京都府 かるたクイーン 千早 9

京都府 かるたのクイーン のんのん 9

京都府 かんきょうや動物など守れる科学者 いさわ 9

京都府 かんごしさんになりたい なめこ 9

京都府 かんごしになれますように！ ここちゃん 9

京都府 かんごふになりたい。 まき 9

京都府 京の像株式会社(紙屋) 松っちゃん 9

京都府 けいさつかんになりたい しんしん 9

京都府 ケーキやさんになりたい。 まき 9

京都府 ケーキ屋さんになりたい ゆずか 9

京都府 ゲームのうらわざを知っている人になるのが夢。 登真 9

京都府 ゲームのソフトをつくる人になりたい うさとくん 9

京都府 ゲーム会社のしゃちょうになりたい。 たけぴく 9

京都府 けんちくかになる さくらもち 9

京都府 建築士になって大人も子どもも楽しめるような家を建てたい！！ 悠香 9

京都府 けんちくしになりたい まさと 9

京都府 こうしえんにでてドラフト１位でメジャーにいき ごろう 9

京都府 凍ったカルビカブトクリガタせんもん店 ー 9

京都府 サイクリングの先生になりたい。 まき 9

京都府 さかなクンになる りお 9

京都府 さっか タッカー 9

京都府 作家　お笑い芸人 おもち 9

京都府 サッカーせん手になりたい 火と 9

京都府 サッカーせんしゅになりたい ゆうじ 9

京都府 サッカー選手になりたい 涼真 9

京都府 サッカーせんしゅになりたい けいじゅ 9

京都府 サッカーせんしゅになりたい けんしろう 9

京都府 サッカーせんしゅになりたい そうめん 9

京都府 サッカーせん手になりたい。 けいすけ 9

京都府 サッカーせんしゅになりたい。 仁聖 9

京都府 サッカー選手になりたいです！！ とうふ 9

京都府 サッカーせんしゅになりたいです。 りく 9

京都府 サッカーでストライカーになる そうめん 9

京都府 サラリーマンになりたい こうたろう 9

京都府 さんぱつやさん さえ 9

京都府 シェフ ミッキー 9

京都府 シェフになりたい あーちゃん 9

京都府 しごとをしかりとしたい りゅうき 9

京都府 児童館の先生になる。 そら 9

京都府 自分でお店をひらきたい。 光正 9

京都府 じぶんでお洋服をつくりたいです めぐみ 9

京都府 ジムロジャーズみたいに株、不動産王になる。 ー 9

京都府 ジュースやさんになりたい。 まき 9

京都府 女ゆうになる。 あーちゃん 9

京都府 小学校の先生になってはたらきたい まりあ 9

京都府 しょうぎのプロきしになりたい ぜんと 9

京都府 少年団でフォワードになってストライカーになる。 しょうゆ 9

京都府 消防士になりたい りょうたろう 9

京都府 しょくぶつのはかせ あーちゃん 9

京都府 シンクロせんしゅになりたい。 さえ 9

京都府 水えいせんしゅになりたい ひなた 9

京都府 水えいせん手になりたい なな 9

京都府 水泳せんしゅになりたい るい（林） 9

京都府 スケートせんしゅになってオリンピックにでて５回てんして金メダルをとりたい。 なな 9

京都府 スマホの会社 れん 9

京都府 生物学者になりたい たけと 9

京都府 そうり大臣になりたい カワ 9

京都府 楽しく生きたい そうめん 9

京都府 ダンサーになりたい はるはる 9

京都府 ダンサーになりたい！！ あーや 9

京都府 ダンサーになりたい！！ しーちゃん 9

京都府 ダンスの先生 かわちゃん 9

京都府 チアリーダーになってグランプリをとりたい しーちゃん 9
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京都府 デザイナーになりたい みなみ 9

京都府 デザイナーの人になりたいな ちお 9

京都府 テニスせん手になりたい ゆうた 9

京都府 電車の運転士に必ずなります そら 9

京都府 電車の運転手　学者(けいほう) プレミカ 9

京都府 東大のレゴ部に入る 毛糸 9

京都府 どれか一つでもゆめがかなってほしい しーちゃん 9

京都府 なにかをつくる仕事やほかの人を笑顔にできる仕事など役に立つ仕事がしたい ー 9

京都府 熱望していた大学に入学したい へら 9

京都府 のう園の人になりたい。 まき 9

京都府 ノーベルしょうをとりたい ヒロナガ 9

京都府 バイオリンとピアのとべんきょうをしずにゲームしたい。 ほの 9

京都府 はしるのが速くなりたい。 こはちゃん 9

京都府 バスケットボールインターハイまでいく
赤キノコ青きのこ黄

KINOKO
9

京都府 バスケットボールがうまくなる。 村山 9

京都府 バスケットボールのnbaせんしゅになりますように！ 楓 9

京都府 バスケの３VS３でプロのになってNBAになって年間５憶もうけて、５００円だまちょきんする ダンブルドア 9

京都府 バスケのNBAせん手になりたい。 しんぺい 9

京都府 バスのうんてんしゅになりたい あもん 9

京都府 パティシエになりたい ゆう 9

京都府 パティシエになりたい えみ 9

京都府 パティシエになりたい！！ めっち 9

京都府 ぱてぇしエールになってコックを手つだいたい ひなの 9

京都府 花屋さんになりたい ゆりな 9

京都府 はり本選手のようたっきゅう選手になりたい。 そうすけ 9

京都府 バレエの先生になりたおい こずえ 9

京都府 バレエの先生のアシスタントになりたい りん 9

京都府 バレリーナになりたい みさき 9

京都府 バレリーナになりたい りお 9

京都府 はんこやさんになりたいです あやふ 9

京都府 バンドをくんでテレビにでれるくらい上手になりたい。 とも 9

京都府 ピアニストになりたい りおん 9

京都府 ピアにすとになりたい 姫花 9

京都府 ピアニストになりたい。 ちひろ 9

京都府 ひこうきのうんてん手になりたい ます田けんたろう 9

京都府 人によろこんでもらえる物をつくる仕事にかかわりたいです。 ー 9

京都府 人のやくにたつ人になりたい ゆうき 9

京都府 人を助けるおいしゃさんになりたい ー 9

京都府 人を助ける仕事をしたい．．．お医者さん りゅうと 9

京都府 百人一首クイーン はや 9

京都府 病院の仕事 くまさん 9

京都府 びようしいなりたい。 あおあお 9

京都府 びようしになりたいです ゆい 9

京都府 びようしになりたいびようしになりたい ちさ 9

京都府 フィギアスケーターになりたい たまみ 9

京都府 プールをやってるのでプールの選手に渡しはなりたいです。 さえ 9

京都府 ふつうのひと もか 9

京都府 物理学者になりたい 理系バカ 9

京都府 フレディみたいになりたい。お金持ちになりたい 南 9

京都府 プログラミングにかんけいするしごとをしたい 水すな 9

京都府 ぷろげーまーになりたい ひろ 9

京都府 プロ野球選手になって大かつｙｓくする ー 9

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい そう 9

京都府 フロンターレ選手になる事 こば 9

京都府 プロ棋士になりたいです。 まっつー 9

京都府 へいきんてきな人 たかま 9

京都府 ペットショップの店いんさんになりたい ひより 9

京都府 ペットを買いたい しーちゃん 9

京都府 ほいく園の先生になりたい 古和田陽菜 9

京都府 ほいくえんの先生になりたい！ まんちゃん 9

京都府 ほいく園の先生になりたいです るきた 9

京都府 ほいくえんの先生になりたい。 まき 9

京都府 ほいくしになりたい。 ひな 9

京都府 ボートレーサーになりたい 高橋 9

京都府 ぼくがゆうめいになりたい ゆうたろう 9
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京都府 ぼくじょうで動物をせわする人になりたい。広いとちで子供がたくさんできてほしい オーティ 9

京都府 マッサージをする人になりたい りょうへい 9

京都府 ママたちとずーといっしょにしあわせにくらしたい しーちゃん 9

京都府 まんが家　花火玉を作る人 ドーナッツ 9

京都府 まん画家になりたい（有名） 徳田 9

京都府 マンガ家になりたい みーたｎ 9

京都府 ミュージックステーションに立ちたい しーちゃん 9

京都府 みんながしあわせに長いきしてほしい しーちゃん 9

京都府 みんなにやさしく明るい人 ー 9

京都府 みんなにやさしく笑顔でいれるひとになりたい あやの 9

京都府 みんなにやさしくしたい そうめん 9

京都府 みんなの生活に関わる仕事をする人になりたい ー 9

京都府 みんなの見本になりたい そうめん 9

京都府 モワモワファームの店員さん ゾーマくん 9

京都府 やきゅうあせん手になりたい。 そういちろう 9

京都府 野球選手 じょじょ 9

京都府 やきゅうせん手になりたい。 つかさ 9

京都府 野球選手のスタッフになりたい もね 9

京都府 薬ざいし ー 9

京都府 やくざいしになりたい。 まあや 9

京都府 やさしくかしこいパティシエ 柴犬 9

京都府 やさしくてかしこい小児科 貝 9

京都府 ユーチューバー たがぴ 9

京都府 ユウチューバーになりたい しゅんのすけ 9

京都府 ユーチューバーになりたい！ ゆうちゃん 9

京都府 有名になりたい そうめん 9

京都府 ユチューバーなりたい ゆうき 9

京都府 ようちえんの先生になりたい ももか 9

京都府 ようち園の先生になりたい あかり 9

京都府 洋服のコーディネーターになりたい りの 9

京都府 ラグビーせんしゅになりたい！ かい人 9

京都府 陸上界で活やくしたい！ ふーたん 9

京都府 陸上選手 ほね 9

京都府 りっぱなピアニストになりたい。 みっち 9

京都府 りょうしさんになりたい しんすけ 9

京都府 りょうりにんになりたい。 ふおり 9

京都府 レストランでひくピアニスト サク 9

京都府 わたしのゆめはペットやさん あい 9

京都府 わたしは医者になりたい AIRI 9

京都府 保育士になりたい。 YK 9

京都府 ー かどっち 9

京都府
・コンサーベーションバイオロジェストになる　・ハリーポッターにかんけいのある物を３００こあつめる。　・ファンタス

ティックビーストandワイーアなfindthemとThecrimes of grindelwaldをよむ

ハーマョニィー　ベッ

キーィージニィールーナー
10

京都府 １野球選手２水泳選手 おさるさん 10

京都府 AIに負けない仕事をすること ちー子 10

京都府 NASAか、JAXAにはいりたい いかお 10

京都府 NBA選手になりたい。（バスケ） キムチ 10

京都府 YouTuberになりたい！ ！VV４ 10

京都府 明るい人になりたい かったー 10

京都府 アメリカンフットボールのプロになってnflのスーパーボウルに出たい サルトルー 10

京都府 生き物にかかわる仕事がしたい。自然に関わる事がした。 ケロロ 10

京都府 医者けいさつゲームクリエーター発明家 彩葉っぱ 10

京都府 医者になりたい とっくー 10

京都府 医者になりたい ふっしー 10

京都府 医者になりたい！ N.H 10

京都府 医者になりたい。 かんちゃん 10

京都府 犬になりたい えみゆ 10

京都府 イラストレーター はい 10

京都府 イラストレーターになりたい まっ茶 10

京都府 イラストレーターになりたい れな 10

京都府 イラストレーターになりたい！ PT 10

京都府 イルカの医世話をする人になりたい！ しいた 10

京都府 インテリアデザイナーになりたい。 みゆ 10

京都府 うたの先生になりたい ゆう 10

京都府 運動に関わる仕事につきたい。 しおり 10
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京都府 えいごをはなせたい。 ちあ 10

京都府 絵本作家になりたい えみ 10

京都府 絵本作家になりたい！ ゆいゆい 10

京都府 エレクトーンプレイヤーになりたい。 ゆい 10

京都府 エンターテイナー ほのか 10

京都府 お金もちになりたい ねーね 10

京都府 お金持ちになりたい
中村チョレイメロンパン

ウルトラマンおにぎりマン
10

京都府 お金持ちになりたい ひろと 10

京都府 お金持ちになりたい。 あきんちょる 10

京都府 おすしやさんになりたい かずよ 10

京都府 大人になっても友達を作りたいみんなに信頼されるひとになりたい。 來希 10

京都府 大人になっても友達をわすれないでいきたい。 吉田 10

京都府 お花屋さんになりたい かさい理美 10

京都府 お花やさんになりたい！ はるはる 10

京都府 お金もち まいちゃん 10

京都府 科学者になりたい 名無し 10

京都府 学者になりたい！ まっつー 10

京都府 学校の先生になりたい。 しゅんすけ 10

京都府 看護師になりたい かな 10

京都府 かんごしになりたい！ パルス 10

京都府 きかいをつくる人 ミスター大 10

京都府 着付師 おしゃべりちゃん 10

京都府 教師におなりたい ゆうき 10

京都府 教師になりたい！ めい 10

京都府 けいさつかんになりたい ゆうき 10

京都府 警察官になる！ SA 10

京都府 ゲーム会社になりたい ヒッキー 10

京都府 ゲームプログラマーになりたい。 秋月大き 10

京都府 けんちくしになりたい さくら 10

京都府
剣道が上手になりたいピアにすとになりたい学校の先生になりたいやさしい思いやりのある人になる優しさは強さと

いうことをわすれないようになうる
さくちゃん 10

京都府 古生物学者長生き金もちバスケじょうたつ かーや 10

京都府 コック　ウエイトレス いちご 10

京都府 作家 ふあふあ 10

京都府 サッカー選手医者 あつし 10

京都府 さっかーせんしゅになりたい しんのすけ 10

京都府 さんぱつや ぴーちゃん 10

京都府 自えい隊になりたい GO 10

京都府 しかり話せる人になりたいサッカー選手になって日本代表になってワールドカップでゆう勝する 差し入れ 10

京都府 じゅういさんになりたい のんのん 10

京都府 小学校の先生になりたい。 たこ焼き 10

京都府 小説家たっきゅうせんしゅ あっさー 10

京都府 しょうぼうしになりたい！！ ゆちゃ 10

京都府 食中毒を研究したい。 ほりべ 10

京都府 助産師になりたいよ！ はまかぜしほ 10

京都府 水泳選手で金メダルをとりたい！ KoKo 10

京都府 水泳選手になって世界水泳やオリンピックにいでる世界で有名な選手になる おっかー 10

京都府 水泳選手になりたい！！ ウッキー 10

京都府 すいえいで100mおよげますように あーちゃん 10

京都府 水泳で600mおよげますように ナナ 10

京都府 水泳で世界新記録を取る大成建せつでつとめる ひらけん 10

京都府 すいえいの選手になりたい ヒヨコ 10

京都府 菅田まさきになりたい！ 天才わっかー 10

京都府 捨て猫犬とさつしょぶんなしにすること すずの 10

京都府 スヌーピーになりたい れん 10

京都府 スペイン料理やさんの後をつぎたい！！陸上選手になってオリンピックに出場したい！！ あおい 10

京都府 世界があっといわせるぁがぅしゃ しゅんすす 10

京都府 世界に一つだけの自分で作った自分でつくるたのしいゲームを作りたい 知 10

京都府 総理大じんけいさつかんテレビのかんとくになりたい バナナ 10

京都府 大工さん かーくん 10

京都府 タレント(金持ち) ー 10

京都府 タレントになりたい あいこ 10

京都府 ダンサーになりたい なっちゃん 10

京都府 ダンサーになりたい！かしゅになりたい！ ゆっぴー 10

京都府 ダンスの有名人になりたい。それかダンスの先生 りょうせい 10
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京都府 小さい子どもを守るかんごしになりたいです。 自分 10

京都府 ちゃんとした仕事につきたい！ ピポ 10

京都府 ディズニーキャストにいなりたい まなみ 10

京都府 デザイナーになりたい！ 〇 10

京都府 テニス選手になりたい！ ほの 10

京都府 手のひらさいずの犬がかいたい みさ 10

京都府 東大に行きたい！ 木本晶菜 10

京都府 動物園のじゅう医 えりちゃん 10

京都府 動物に関わる仕事につきたい！ まきこ 10

京都府 動物に関わる仕事をやりたいです。 ニシ 10

京都府 動物を助ける人になりたい！ えみり 10

京都府 どこかの放送をする人 ー 10

京都府 ニューヨークに行ってお金かせぎゲームを作りたい こちゃきんぐ 10

京都府 ニューヨークに行ってお金持ちになって宇宙一周したい コスモス 10

京都府 ニューヨークに行って稼いでハワイに行って家をたてて宇宙一周する BYYUTO 10

京都府 バスケット選手 今ちゃん 10

京都府 バスケット選手になる 和馬 10

京都府 バスケットボール選手になりたい！！ 杉も 10

京都府 発くつ家になりたい 戸井プードル 10

京都府 パティシエ もーも 10

京都府 パティシエになりたい！ すもも 10

京都府 パティシエになりたい（カフェ）おかしをつくる人） ナナ 10

京都府 花やさんになりたいです。 彩那 10

京都府 ぱにゃさんになりたい りこ 10

京都府 バレエの先生 けいちゃん 10

京都府 バレエの先生になりたい さら 10

京都府 バレーボール選手になりたい！！ ゆず 10

京都府 バレエリーナになりたい！ その 10

京都府 ピアニストになる。やさしいお母さんになるさ道 智大 10

京都府 ひいおばあちゃんに会ってみたい。 丹理 10

京都府 人のしあわせを喜んであげられる人になりたい！！ さくら 10

京都府 人のためにはたらくしごとにつきたい ベンジャミ 10

京都府 ファッションデザイナー えごちゃん 10

京都府 フォートナイトのプロゲームなんりたい だるまいずゴット 10

京都府 古生物学者になりたい リバービレッジ 10

京都府 プログラミングをがんばりたい。 ー 10

京都府 プロゲーマーかユーチューバーかプロ野球せんしゅになりたいです。 ゆうま 10

京都府 プロサッカー選手のゴールキーパー！！ みずき 10

京都府 ぷろさっかせんしゅになりたい。 畑中ひびき 10

京都府 プロ社交ダンサーになりたい！！ アヒルン社長 10

京都府 プロやきゅうせんしゅになりたい しゅん 10

京都府 プロ野球選手になりたい 直人 10

京都府 プロ野球選手になりたい！ マッスー 10

京都府 プロ野球選手になりたい！ まる 10

京都府 プロ野球選手になりたい！ こっさ 10

京都府 プロ野球選手になりたい！ ジェル.トオイ 10

京都府 プロ野球選手になりたい！⚾もやってるしかっこいいから ともあ 10

京都府 プロ野球選手になりたい山川選手のようなホームランバッターになる まーさ 10

京都府 べんご士になって人助けをする 春 10

京都府 ほ育園の先生になりたい！ 咲 10

京都府 ほいく園の先生になりたい。 かほ 10

京都府 ぼくのしょう来の夢は皇宮警察官になることです。 リョー 10

京都府 僕はアメリカに行きたいです 翔 10

京都府 本をかいてみたい！ カリンピポ 10

京都府 マラソン選手になりたい しも 10

京都府 マンガ家かトリマーでまよう ゆずな 10

京都府 みんなに信頼されてみんなをおもしろいたのしいふんいきにできるような人になりたい 杏奈 10

京都府 みんなのえがおがみれるシェフになれますように。 おけちゃん 10

京都府 メジャーリーガーになりたい。 よしこう 10

京都府 野球選手 きっしー 10

京都府 野球選手とユーチューバー 本海 10

京都府 野球選手になりたい オカコウ 10

京都府 野球選手になる！ かねこう 10

京都府 薬剤師 あみか 10

京都府 薬剤師 コオ 10

京都府 薬ざいしになりたい！ なす 10
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京都府 薬ざいしになりたい！！ はーちゃん 10

京都府 やさしいおとなになると思います ちあ 10

京都府 ユーチューバー あけちゃん 10

京都府 ユーチューバー たにし 10

京都府 ようち園の先生になりたい のんのん 10

京都府 陸上選手になりたい まさや 10

京都府 陸上選手になりたい！ 沖子 10

京都府 りくじょうせんしゅになりたい。 こうけん 10

京都府 『警察官』になりたい！ かほ 11

京都府 １花やさんになりたい２サラリーマンになりたい３お金もちになりたい４よくぼうをすてたい５ねこをかう ヒラモ 11

京都府 eスポーツプレイヤー なお 11

京都府 NBAの選手になりたい！！ T.T 11

京都府 足を速くしたい N.E 11

京都府 アナウンサー銀行員になりたい まゆーみー 11

京都府 アンパンマンみたい 古川喜大 11

京都府 医師になりたい！ F.M 11

京都府 医者になりたい K-子 11

京都府 医者になりたい 竹口 11

京都府 医者になりたい！ T.N 11

京都府 一級建築士になりたい ヒラリークリキントン 11

京都府 イラストレーターになりたい。 K.M 11

京都府 ウェイクボードでジャンプしてみたい！ F.R 11

京都府 宇宙一週したい。 いわこ 11

京都府 えいようしさん りえりえ 11

京都府 絵かきになりたい 侑花 11

京都府 お医者さん あお 11

京都府 お菓子作りに関係するひとになりたい。 Y.A 11

京都府 沖縄に移り住みたい。イケメンになりたい 薮内総理大とうりょう 11

京都府 大人になって、いい車を買いたい い 11

京都府 外国ではたらきたい K.I 11

京都府 化学者になりたい U.M 11

京都府 科学者になりたい！ イッシー 11

京都府 学校の教職員になりたい N.H 11

京都府 学校のせんせいになりたい！ いっちー 11

京都府 学校の先生になりたい！ なつみ 11

京都府 学校の先生になりたい！ S.E 11

京都府 空手せんしゅになりたい Y.T 11

京都府 韓国のアイドルになりたい M.K 11

京都府 かんごしになりたい！ いなも 11

京都府 看護師になりたい！ さく 11

京都府 かんごしになりたい！ T.H 11

京都府 看護師になりたい。 はな 11

京都府 喫茶店と花屋になりたい。 しい 11

京都府 キャビンアテンダントになりたい！ N.M 11

京都府 キャビンアテンダントになりたい。 N.A 11

京都府 教師になりたい！！ S.T 11

京都府 京都の伝統に関わる人になりたい ユキ 11

京都府 きれいなプレーができるバスケ選手になる！ M.T 11

京都府 銀行員になれますように！ くわ 11

京都府 薬をつくる人になって世界の困っている人をたすけたい！ みお 11

京都府 くつのデザイナーになりたい！ R.Y 11

京都府 警察官になりたい！ I.R 11

京都府 警察になりたい I.T 11

京都府
げいのうじんになってよろこんでもらい、感動するえんぎを見てもらいたい。動物ナースになって小動物をたすけてあ

げたい。
みかん 11

京都府 ケーキ屋さんになりたい！ M.Y 11

京都府 ゲーマーになりたい ともき 11

京都府 けしょう開発者になりたい！！ R.H 11

京都府 建築士になりたい！ Y.S 11

京都府 高校生になったらTTJのプロメンバーになりたい。結婚相談所をしたい 風 11

京都府 国際弁護士のなりたい。それで、いろんな国との関係を良くし、平和にする！ ゆうこ 11

京都府 国境なき医師団に入る！ H.A 11

京都府 子供に関わる仕事がしたい Y.N 11

京都府 埼玉県の学行に行きたい。 Y．R 11

京都府 作文を上手に書けるようになりたい。 Y.N 11

京都府 殺害や悲しい事件がおこらないようにする世界になってほしい！ アンナ 11
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京都府 作家になりたい！ オオム 11

京都府 自分のパンやを作る ココナッツ 11

京都府 自分の家をもちたい！ M.N 11

京都府 じゅういさんになりたい サラダ 11

京都府 獣医師になりたい！ まさあき 11

京都府 小学校の先生になりたい がちこ 11

京都府 上手の人と関われるようになりたい。 こうき 11

京都府 小児科医になりたい！！ Y.M 11

京都府 将来は先生になりたいです。優しく教えられる人になりたいです。 ダンス大好き 11

京都府 スポーツ関係お仕事につきたい！！ HK 11

京都府 スポーツ関係の所に入る！ N. J 11

京都府 スポーツの選手になりたい。 ゆうき 11

京都府 せいほうの先生になりたい！ T.H 11

京都府 設備設計の事務所にはいりたい さな 11

京都府 全日本(日本代表)になれるプロのバスケットせんしゅになる。 NR 11

京都府 染職家になりたい。 F.Y 11

京都府 宝くじで一等にあたりたい！ しげ 11

京都府 たくさんの小さな命を救うしょうにかいになりたいです。 フックー 11

京都府 楽しく生きる たまき 11

京都府 だれかの役に立ちたい！ W.S 11

京都府 だれにでもやさしい大人になりたい。 ちあき 11

京都府 短きょりの選手になりたい！！ M.S 11

京都府 ダンスの先生になりたい！ M.R 11

京都府 テストで１００点を多くとれるようにする！ T.Y 11

京都府 テレビ局に務めたい Y.N 11

京都府 天才になりたい！ 山T 11

京都府 同志社に受かりたい！ たいち 11

京都府 動物関係の仕事になつきたい！！ C.H 11

京都府 動物園の飼育員になりたい。 わかな 11

京都府 図書館司書になりたい S.W 11

京都府 ドッジボールの選手になりたい のぶと 11

京都府 トリマーになりたい！ H.K 11

京都府 人気ユーチューバーになりたい！！ MA 11

京都府 任天堂会社に就職して、みんなが楽しめるようなゲームをつくりたい！ Y.R 11

京都府 パイロットになりたい！ 堀 11

京都府 バスケット選手になりたい。 H.M 11

京都府 バスケット選手になりたいです TAIKO 11

京都府 パティシエ ココナッツ 11

京都府 パティシエになりたい。 りさ子 11

京都府 ハンドボールで大会で憂しゅうな選手になりたい I.A 11

京都府 人の命を救える医者になりたい ひでまさ 11

京都府 人を助けることのできるひとになりたい O.K 11

京都府 美よう師になりたい M.Y 11

京都府 美容師になりたい！ みゆう 11

京都府 美容師になりたい！！ N.H 11

京都府 ファッションデザイナー ココナッツ 11

京都府 ファッションデザイナーになりたい T.R 11

京都府 ファッションデザイナーになりたいじょゆうになりたい ティー 11

京都府 プロゲーマーになりたい。 さいとう 11

京都府 プロ野球選手になる U.T 11

京都府 勉強しなくていい人になりたい。 さい 11

京都府 保育士になりたい まなみ 11

京都府 星のげんさんみたいな歌手をしながら女優になる。（芸能会へめざす）あと、そのために東京へ行く。 T.A 11

京都府 マンガ家になりたい ふっじもー 11

京都府 みんなに好かれるキラキラしたモデルになる？？ カナデ 11

京都府 みんなにたよられる優しい、お医者さんになりたい きほ 11

京都府 昔の巨大建造物の調査 AM 11

京都府 目標に向かってつき進める人になりたい！ レモン 11

京都府 目標をたっせいできる大人になりたい。 りお 11

京都府 薬きょくではたらきたい！ イッシー 11

京都府 やくざい師になる！ O.M 11

京都府 優しい人になりたい あらた 11

京都府 ユーチューバーになりたい S.Y 11

京都府 ようち園の先生　保育園の先生になりたい。 りーちゃんORリオ 11

京都府 ようちえんの先生になりたい ゆな 11

京都府 洋服デザイナーになりたい やま 11
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京都府 世の女性をきれいにする仕事につきたい！ あや★ 11

京都府 ライブに行きたい。（GENE） 涼歌 11

京都府 ラグビー選手になりたい リュウ 11

京都府 ラグビー選手になりたい。 そうい 11

京都府 料理長になりたい H.R 11

京都府 料理人になりたい でとばっちー 11

京都府 料理人になりたい 勇太 11

京都府 レーサーになりたい。 おおいっちゃん 11

京都府 「相手も自分も大切にできる」人になりたい！ ひまり 12

京都府 １００さいまで生きる LK 12

京都府 NBA選手になる！！ K.H 12

京都府 NBAのバスケ選手になる。 T．R 12

京都府 NBAのヒューストンロケッツの0番で活やくしたい。 M.K 12

京都府 アインシュタインになりたい！ えみか 12

京都府 アニメーターになりたい たには 12

京都府 いい大人になるために手助けができわからないことがあったら優しく教えることができる学校の教師になりたい！ T.R 12

京都府 医者(内科)になりたい！ ゆうき 12

京都府 医者になりたい ゆうき 12

京都府 医者になりたい医者になりたい T.M 12

京都府 お医者さんになりたい！ たまき 12

京都府 大人になってもダンスがおどりたい！ A.Y 12

京都府 かしこくなる！ N.M 12

京都府 学校の先生になりたい！ アゲ 12

京都府 学校の先生みたいになりたい のあ 12

京都府 ゲームがじょうずになりたい かんと 12

京都府 検察官になりたいです！！ はるひ 12

京都府 剣道の大会で優勝する！ Y.T 12

京都府 公務員になりたい！！ H.A 12

京都府 さんぱつやになりたい 寿範 12

京都府 歯科えいせいしになりたい！！ H.Y 12

京都府 自分で家を建てたい！ N.H 12

京都府 自分でロボットを作って、動かしたり、もの作りができるような人になりたい。 O.K 12

京都府 自分のお店を開きたい！ ほのか 12

京都府 社長になりたい もりと 12

京都府 獣医になりたい たける 12

京都府 出版社に入るか、書店員になりたい！ おまみ 12

京都府 助産師になりたい！ ゆう 12

京都府 心臓内科になりたい！！ そうたろう 12

京都府 水泳選手になる K.Y 12

京都府 スポーツ選手になりたい しゅん 12

京都府 せい心化学医になりたい！ S.U 12

京都府 先生になりたい！ さいた 12

京都府 たくさんの本を読みたい。 AM 12

京都府 卓球選手になりたい！ あろん 12

京都府 だれにでもたよられる人になりたい！ こちあ 12

京都府 天才になる F.M 12

京都府 動物を助けられる仕事や人になりたい。 S.Y 12

京都府 パークダンサーになりたい！ ジュリアン　天音 12

京都府 パイロットになりたい！ 駿 12

京都府 バスケット選手になりたい！ S.H 12

京都府 バスケットボールせんしゅになりたい！ A.M 12

京都府 人の役に立つ仕事がしたいです。 S.O 12

京都府 人を助ける仕事につきたい E.R 12

京都府 フジテレビのアナウンサーになりたい！ K.M 12

京都府 プログラマーになりたい！ はるな 12

京都府 プロゲーマーになりたい 光将 12

京都府 プロゲーマーになりたい せいしろう 12

京都府 プロゲーマーになりたい！ A.N 12

京都府 部屋のデザインを考える人になりたい！ JI 12

京都府 弁護士になりたい。 S.T 12

京都府 保育士になりたい！！ Y.H 12

京都府 保育士になりたいです。 O.T 12

京都府 まじめな人になりたい こう 12

京都府 野球選手になりたい kk 12

京都府 野球を教える人になりたい りん 12

京都府 優しい人になりたい 凛太朗 12
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京都府 有名な医者になりたい。 はると 12

京都府 ハシビロコウにナリタイ！ そう 13

京都府 プロゲーマーになりたい 横田 33

京都府 しょうらいペットがかえますように　やんキーになりますように。 りゅう。 ー

京都府 アナウンサーになりたい。 ここすかん ー

京都府 えかきさんになりたい ぴーぴー ー

京都府 えかきやさんになりたい かわちみなと ー

京都府 おいしゃさんになりたい かーちゃん ー

京都府 おいしゃさんになりたい。 しおん６ ー

京都府 おおがねもちになりたい おん。 ー

京都府 おすしやさんになりたい るい ー

京都府 がかになりたい そうちゃん ー

京都府 かんごしになりたい ー ー

京都府 クランパーになりたい りゅうゴク ー

京都府 じぶんのゆめは、じっけんかになりたい。 ナッチ ー

京都府 たちごとでどだごせん ー ー

京都府 月でくらしたい。 遠藤拓音 ー

京都府 弁護士になりたい。 あおっきー ー

京都府 ぼくはMARVLのゲームの会社のつくる人になりたい れんじ ー

京都府 星、虫、亀、動物の科学者　モデル ー ー

京都府 みどりやになりたい せいちゃん ー

京都府 みやだいくになりたい かずき ー

京都府 やおやさんになりたい あおい ー

京都府 ようちえんの先生なりたい★ いち花 ー

大阪府 体操のお姉さんになりたいです。 あいちゃん 2

大阪府 ウルトラマンになりたい サイちゃん 3

大阪府 電車の運転手さんになりたい たくみ 3

大阪府 飛行機が大好きなので飛行機に携わる師がしたいです。 ゆうとん 3

大阪府 プリンセス SAKI 3

大阪府 ペンギンといっしょに泳ぎたい はっぱ 3

大阪府 アイドル ももちゃん 4

大阪府 お医者さん さらちゃん 4

大阪府 おおきくなったらせかいいちおおきなくるまをうんてんしたいな けいちゃん 4

大阪府 イーブイになりたい そうたん 5

大阪府 仮面ライダーになりたい ルイ 5

大阪府 土偶などの発掘調査をする人になりたいです！古墳や土偶が大好きです chibitoshi 5

大阪府 アイドルになりたいです AinoD 6

大阪府 アンパンマンになりたい ななほ 6

大阪府 王子様 ゆうき 6

大阪府 お花屋さんか学校の先生になりたい ちなみ 6

大阪府 かっこいい電車の運転手さんになりたい。 Yuto 6

大阪府 恐竜の骨を発掘する人になって世界中を旅したいです。 壮甫 6

大阪府 車を開発する人になりたい みやみや 6

大阪府 スケート選手 りっちゃん 6

大阪府 せいぶつはかせになりたい レオレオ 6

大阪府 どうぶつえんのしいくいんさんになりたい！ えいた 6

大阪府 ピアノの先生になりたい 凛 6

大阪府 プールで65mおよぎたいな。 ゆうせい 6

大阪府 ぼくは将来、医学博士になって薬を開発してみんなをよろこばせたいです ひなくん 6

大阪府 ホテルのオーナー アッキー 6

大阪府 野球選手 えいちゃん 6

大阪府 いえでとじこもる はる 7

大阪府 オリンピックのぜんぶのたいかいで金メダルをぜったいとる♡ あいこ 7

大阪府 けいさつ りょう 7

大阪府 けいさつかん 唯と 7

大阪府 警察官になること るーりー 7

大阪府 ケーキやさんになりたい。 りお 7

大阪府 サッカー選手 こうき 7

大阪府 だいくさん ひろと 7

大阪府 電車の車掌さん だいち 7

大阪府 東京しょうぼうちょうえんじょたい 太よう 7

大阪府 どうぶつはかせ しょうま 7

大阪府 パティシエ さらさら 7

大阪府 パティシエ 衣奈 7

大阪府 パティシエになりたいです まなまな 7

大阪府 阪神タイガースのプロ野球選手 KAZU 7
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大阪府 ぼくは大きくなったら宇宙飛行士になりたいです れおん 7

大阪府 漫画家になりたい ナツンセス 7

大阪府 野球選手 ゆうと 7

大阪府 ユーチューバ さき 7

大阪府 ユーチューバー のの 7

大阪府
わたしは今英語の勉強をしているので、英語をいかして将来、誰かの役に立てるような国際弁護士になりたいで

す
ひまちゃん 7

大阪府 USJで働きたい。パフォーマンスショーに出たい。 はるぴょん 8

大阪府 アイスクリームやさん ありさ 8

大阪府 アスレチックがうまい人になりたい！ しゅん 8

大阪府 おかねもちになりたい！ 愛い 8

大阪府 お金もちになりたいです りくと 8

大阪府 おとうさんとおなじしごとをしたいです。 りくくん 8

大阪府 おとうとといもうとのおせわをがんばる。 ねいちゃん 8

大阪府 お花屋さん こころ 8

大阪府 お花屋さん いっちゃん 8

大阪府 オリンピックにでたい。 はるこ 8

大阪府 画家になりたい。 花音ちゃん 8

大阪府 かわいいわんちゃんを家族に迎えて一緒に暮らしたい ここたん 8

大阪府 かんごしになりたい らみ 8

大阪府 かんごしになりたい！ こはる 8

大阪府 かんごしになりたい！ ひより 8

大阪府 かんごしになりたい！ みゆ 8

大阪府 ギョスターブに会いたい はーちゃん 8

大阪府 くるまくるまいすじてんしゃつくえをしゅうりする人になりたい。 ルートマド 8

大阪府 けいさつかんになりたいです。 うみ 8

大阪府 ケーキ屋さんになりたい えみる 8

大阪府 ケーキ屋さんゆーちゅーばーになりたい ころちゃん 8

大阪府 ゲームをいっぱいしたい あっちやん 8

大阪府 ゲームをつくるしごとをしたいゆうちゅうバーになりたい。 むっくん 8

大阪府 サッカーせんしゅ ぜんきち 8

大阪府 サッカーせんしゅになりたい たけちゃん 8

大阪府 サッカーせんしゅになりたい。 もっちゃん 8

大阪府 サッカーせんしゅのマドーリドです。 はるむ 8

大阪府 幸せに暮らしたい Ayato 8

大阪府 しょうらいのゆめはかんごしになりたいです。 りお 8

大阪府 しょうらいのゆめはユーチューバーです こうくん 8

大阪府 しょうらいはびようしです。 ういちゃん 8

大阪府 しょうらいはびようしです。 みなちゃん 8

大阪府 助産師 みっちゃん 8

大阪府 水えいせんしゅになりたい！ じゅんや 8

大阪府 友だちをふやしたい あっくん 8

大阪府 ナースになりたい！ ゆうり 8

大阪府 バク宙、バク転ができるようになってチアリーディングで活躍する 亜理紗 8

大阪府 はしりがはやい人になりたい！ こうた 8

大阪府 発明家 しゅんしゅん 8

大阪府 びようしになりたい。びようしになりたい さーちゃん 8

大阪府 ふつうのおんなのこになりたいさくらちゃんと」ゆきちゃんとさなですむ さっちゃん 8

大阪府 ほいくえんの先生になりたい！ ここね 8

大阪府 僕は大きくなったら、一級建築士になりたいです。皆が喜ぶ、ステキな建物を作りたいです。 はると 8

大阪府 メイクの人になりたい。 さくちゃん 8

大阪府 野球選手かマンガ家 ゆうき 8

大阪府 やさしくて友だちをいっぱいつくれる人になりたい さわ 8

大阪府 やさしくなりたい。 こうき 8

大阪府 やさしくなりたい。 りくと 8

大阪府 ユーチューバー ゆり 8

大阪府 ユーチューバーになりたい こた 8

大阪府 ユーチューバーになりたい はるトマト 8

大阪府 ユーチューバーになりたい みなと 8

大阪府 ラグビーせんしゅになりたい こじろう 8

大阪府 アスレチックがうまい人になりたい！ ときあ 9

大阪府 アメリカに行く しょうちゃん 9

大阪府 イルカショーのお姉さんになりたい えれな 9

大阪府 イルカショーのお姉さんになりたい ななこ 9

大阪府 おかね持ちになりたい！！ あまね 9

大阪府 がかになりますように。 ゆうき 9
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大阪府 学校の先生になりたいです。 seina 9

大阪府 かんごしになりたい！ りおな 9

大阪府 かんごしになりたい！！ ここな 9

大阪府 かんごしになりたい。 ここ 9

大阪府 けいさつになりたいです まなみ 9

大阪府 京阪電気電鉄の人になりたい！ さしみ 9

大阪府 考古学者になりたい ひなた 9

大阪府 サッカー選手になって世界で活躍したい！ シブコタ 9

大阪府 サッカーせんしゅになりたい りょうせい 9

大阪府 サッカーせんしゅになりたい！ じん 9

大阪府 サッカー選手になりたい。 龍太 9

大阪府 さんふじんかになりたい。 莉桜 9

大阪府 システマエンジニアになって人の役に立つものを考えたい カレン 9

大阪府 消防士 たっくん 9

大阪府 消防士 かいと 9

大阪府 しょうらいはスーパーの店員になりたいです。 ちっちゃいりゅう 9

大阪府 じょさんしさんになりたい！ あい空 9

大阪府 しんちゃんにあいたい そうすけ 9

大阪府 声優 もーちゃん 9

大阪府 チアの先生になりたい ゆづき 9

大阪府 造る仕事をしたい！今は玩具やゲームソフトを造ってみたいです！ m.はやて 9

大阪府 デザイナーになりたい。 ゆい 9

大阪府 動物の研究者になりたい 裕一郎 9

大阪府 ねこカフェで働くこと あおい 9

大阪府 バスケットボールの選手、NBAで活躍したい！ しゅんちゃん 9

大阪府 パティシェになりたい。 杏奈 9

大阪府 パパみたいな移動動物園の飼育園かじぃじみたいな大工さんになりたい YUI 9

大阪府 パンやさんになりたいです かっちゃん 9

大阪府 ピアノの先生になりたいです。 いちか 9

大阪府 びようしさんになりたい！！ なかお　あんな 9

大阪府 びようしになりたい。 ぷうたん 9

大阪府 美ようしになりたい。 めっちー 9

大阪府 服やさんになりたい 凛香 9

大阪府 ふつうにくらしたい そら 9

大阪府 へんしになりたい かいちゃん 9

大阪府 ほけんしつの先生や女子サッカーせんしゅになりたい！ れいあ 9

大阪府 まん画家になりたい！ まゆ 9

大阪府 みんなが笑顔になれる子供たちのお医者さん くるみ 9

大阪府 みんなのことを助けるお医者さんになりたい すぅ 9

大阪府 モデル 煌璃 9

大阪府 やさしいおとなになりたい！ けいすけ 9

大阪府 やさしいじゅういになりたいです めっちゃん 9

大阪府 ユーチューバーになりたい ゆっこー 9

大阪府 いろんな人と仲良くなれる人になりたい。 ゆう 10

大阪府 おかしやさんではたらきたい。 愛莉 10

大阪府 表参道の美容師さん ミキティ 10

大阪府 科学者になりたい けんぴーちゃん 10

大阪府 救命病棟の医者 こうた 10

大阪府 クロールでいつでも50mおよげるようになりたい いー 10

大阪府 けい察官になれるように おり 10

大阪府 ケーキ屋さんいなりたいな☆ Mirai 10

大阪府 新幹線の運転手になりたい 翔 10

大阪府 デザイナーになりたい！ ここ 10

大阪府 テレビにでたい 直美 10

大阪府 どうぶつえんのしいくいんさんになりたいです。 ひなか 10

大阪府 ピアノのたいかいでゆしょうしたい。 るい 10

大阪府 人に優しくできて仕事もあきらめずにできる人になりたいです。 はる 10

大阪府 平泳ぎで25m泳げるようにがんばりたいです。 あーちゃん 10

大阪府 平泳ぎのタイムを50m泳いで速く泳ぎたい。 かのちゃん 10

大阪府 薬剤師 あすままま 10

大阪府 薬ざい師になりたい。 ワカメちゃん 10

大阪府 ようちえんの先生になりたい！！ ぺこちゃん 10

大阪府 ようち園の先生になりたい。 まお 10

大阪府 (今も幸せ)　もっと幸せになりたい！！ 永田　圭 11

大阪府 ・やさしい人になりたい。　・心強い人になりたい。　・お金持ちになって家をリフォームする。 りんぷん 11

大阪府 USJのビートルジュースになる！ しょうぃ 11
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大阪府 あいみょんさんみたいな歌手になりたいです。 あきほ 11

大阪府 えいがのかんとくになりたい！！ たっちゃん② 11

大阪府 絵をもっとうまくなりたい。 もえちゃん 11

大阪府 お金持ち 寺本　航大 11

大阪府 お金持ちになりたい！！ K.K 11

大阪府 お金持ちになる事 たむらせいや 11

大阪府 お酒をのみすぎない人になる。 長江　遼 11

大阪府 お金もちになりたい。 こうき 11

大阪府 カードショップの店員になる。 まさや 11

大阪府 学校の教師になりたい！！ ともよ 11

大阪府 神絵師になりたい！！ かめ 11

大阪府 カメラマンになりたい。 ぶた 11

大阪府 看護師 みぃ 11

大阪府 看護師になりたい！！ きぃ 11

大阪府 看護師になりたい。 水のり 11

大阪府 車を売る人になりたい。 秋築　朔也 11

大阪府 ゲームつくりをしたい ゆうゆう 11

大阪府 化粧品を作る人になりたい。 森川　芽生 11

大阪府 研究者になってたかやす病(難病)を治す方法を見つける。 みやこ 11

大阪府 工業につとめる 播　怜央 11

大阪府 公告つくる会社に勤める。 古館 11

大阪府 サッカーが上手くなって注目される選手になりたいです。 やっし～ 11

大阪府 サッカー選手になりたい！ KY 11

大阪府 サッカー選手になりたいです F.K 11

大阪府 自分のお店を経営する！！ N.A 11

大阪府 小学校の先生になりたい まっちゃん 11

大阪府 将来、電車のしゃしょうさんになりたいです！！なりたいー。！！でーす。！！ 中野　佑亮 11

大阪府 好きな俳優、女優に会って1日遊びたい！！頭がよくなりたい… H.M 11

大阪府 すてきな人とけっこんして、セキスイハイムにすみたい！ Ｔ.Ｎ 11

大阪府 声優か警官になりたい 快青LOVE 11

大阪府 世界をとびまわる、有名なモデルになりたい。 スミレ 11

大阪府 空を飛ぶ車を発明したい。 ばるぎ 11

大阪府 そらをとぶこと あやな 11

大阪府 大工 かれん 11

大阪府 体操選手としてオリンピックに出たい！！ ニャンコ 11

大阪府 ダンスの先生になりたい。 みらりん 11

大阪府 ダンボになりたい。 つぼのり 11

大阪府 父の串カツで働きたいです。 陽太 11

大阪府 ディズニーのキャスト なぁ 11

大阪府 テコンドーでオリンピックのメダリストになりたい！ K.A 11

大阪府 デザイナー アヤ 11

大阪府 電気会社ではたらきたい 四國　航汰 11

大阪府 どうがでとりたい。 よしおか　しょうよう 11

大阪府 東京ドームでライブを見たい！！ うさまる 11

大阪府 動物に関係する仕事をしたい！！ ｙ.R 11

大阪府 動物にふれあえることがしたいです。 りょうじ 11

大阪府 ドラえもんの道具が欲しい ミニオン 11

大阪府 長生きしたい！！ ぼく天才 11

大阪府 バスケのコーチ みずき 11

大阪府 パティシエール 谷口　あやな 11

大阪府 パティシエになりたい！！ O.R 11

大阪府 ハンドラーになりたい。 高田　菜月 11

大阪府 パン屋になりたい 藤原　りこ 11

大阪府 病院の小児科の看護師か薬ざい師になりたい。 小山　純佳 11

大阪府 病院の先生になりたい！ らく 11

大阪府 美容師 ななみ 11

大阪府 ひよこを育てたい。 るい 11

大阪府 平泳ぎで25m泳げるようになりたい。 まーちゃん 11

大阪府 平泳ぎを50ｍ泳ぎたい。 まなちゃん 11

大阪府 プログラマーになりたい。 山本　夢宣 11

大阪府 プログラミングで人のやくに立ちたい。 りーやん 11

大阪府 プロサッカー選手 店長 11

大阪府 プロ野球選手になって親にほしいものをいっぱいかってあげたいです。 よっしー 11

大阪府 プロ野球選手になるかピアニスト。 近道　健太 11

大阪府 ヘリコプターからカメラでとる。 こたろう 11

大阪府 保育士になりたい りぃ 11

265



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

大阪府 保育士になりたい！！ M.Y 11

大阪府 ホームランをたくさんうてる４番打者になりたいです。 横山　翔 11

大阪府 みんなが笑顔になれる小児科医の先生になりたい。 遥香 11

大阪府 みんなをしあわせにする人 野村 11

大阪府 ものづくりをする人 けいちゃん 11

大阪府 野球選手になりたい。 そう 11

大阪府 優しい人 ラムネ 11

大阪府 やせてきれいになりたいです。 みい 11

大阪府 優勝をあと4回したい。 MI 11

大阪府 ユーチューバ―になってみたい。 枯山水 11

大阪府 ユーチューバ―になりたい ？くん 11

大阪府 ユーチューバ―になりたい NH 11

大阪府 ライジンにでて勝ちまくりたい。 たっちゃんデインデイン 11

大阪府 料理人になりたい 森口 11

大阪府 料理人になりたい！！ スティックのり 11

大阪府 アニメ家になりたい！！ エブエブ 12

大阪府 イラストレーターになりたい！ あやか 12

大阪府 絵が上手になりたい！ いちご 12

大阪府 絵にかかわる仕事をしたい！ キノコ 12

大阪府 お金持ちになりたい！！ アピ子 12

大阪府 億万長者 金城 12

大阪府 海洋学者 さくちゃん 12

大阪府 歌手になって笑顔になってもらいたい me 12

大阪府 雲をかためてふわふわなくもの上にのってみたい！！ はる 12

大阪府 ゲーマーになりたい。 M.Ｍ 12

大阪府 ゲームクリエイターになりたい こてっちゃん 12

大阪府 甲子園に出てホームランを打ちたい。 太子ちゃん 12

大阪府 古生物学者 小畑　春翔 12

大阪府 コンビニの店長になる。 たつき 12

大阪府 社会の天才 ユウちゃん 12

大阪府 写真家になりたい おゆう 12

大阪府 小学校先生になりたい！ さくらんぼ 12

大阪府 助産師になりたい！ テープのり 12

大阪府 助産師になるために、看護免許と、助産師免許をとりたい！ ティアラ 12

大阪府 水泳でオリンピックにでて、金メダルをとりたい！ O.M 12

大阪府 スター・ウォーズのせい作者になりたい！！ はるねこ 12

大阪府 スタバでノーパソをカチャカチャするエリートサラリーマンになりたい！ 寺田　雄太 12

大阪府 世界に通用するシステムエンジニア こうちゃん 12

大阪府 竹中工務店ではたらきたい K.K 12

大阪府 たのしい仕事をしたい。 武谷　昌樹 12

大阪府 ダンサー(歌手) のり 12

大阪府 テニス選手になりたい！ Aki 12

大阪府 電気にかかわる仕事について、みんなに電気をおくる。 こうへい 12

大阪府 長生き　120さい 松﨑　辰馬 12

大阪府 夏の甲子園出場する。 野球少年 12

大阪府 ネイリストになりたい ほの 12

大阪府 パティシエールになりたい！！ 山下　麗夏 12

大阪府 パテシエ ここあ 12

大阪府 ピアニスト にゃんにゃん 12

大阪府 美容師になりたい！ ひな 12

大阪府 不自由にのない生活を送りたい 金 12

大阪府 プログラマーになりたい メガネ 12

大阪府 プロ野球選手になる。 なおき 12

大阪府 みんなが楽しめる物を作る人になりたい 森岡　慶翔 12

大阪府 メイクアップアーティストになりたい！！ 畔堂　ひめか 12

大阪府 優しく強く生きたい 美月 12

大阪府 有名な会社をたてて、お金持ちになる。 こころ 12

大阪府 料理人になりたい M.S 12

大阪府 管制官 そうた 13

大阪府 ヤングアメリカンズのキャストになりたい ちほ 16

大阪府 警察官 ももんちゅ 17

大阪府 「日本」を変える 山﨑　葵 ー

大阪府 いしゃになりたいです かえ ー

大阪府 うちゅうひこうしになりたい。 ムーンラックd ー

大阪府 おかしやさんになりたい ゆき ー

大阪府 お金持ち 恒吉　琉偉 ー
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大阪府 お金もちになりたい。 ほころ ー

大阪府 おはなやさんになりたい さり ー

大阪府 家族をつくりたい。 水野　奏天 ー

大阪府 空手がうまくなりたい。 ひゅうが ー

大阪府 からてのせんしゅになりたい シンジ ー

大阪府 けーきやさんになりたい あすな♡ ー

大阪府 けーきやさんになりたい りか ー

大阪府 元気にすごせますように。 ときまさ ー

大阪府 サイヤ人になりたい。 ごくう ー

大阪府 サッカー選手 宮本 ー

大阪府 さっかあせんしゅになりたい。 きさま ー

大阪府 サッカーせんしゅになりたい。 かける ー

大阪府 さっかになりたい しおり ー

大阪府 さんぱつやになりたい ★えみ★ ー

大阪府 将来　明るく、優しい保育士になりたい！ 丸岡　乙愛 ー

大阪府 たくさんの動物を救える人になりたい。 優衣菜 ー

大阪府 ダンサーになりたい！ めいな ー

大阪府 ドーナツやさんになりたい つばさ ー

大阪府 日本を代表する大学に入りたい。 渡邊　望 ー

大阪府 人気になりたい。 ♡エマ♡ ー

大阪府 バレーボールの代表になりたい 上村　かりん ー

大阪府 バレリーナになりたい。 ひなた ー

大阪府 びようしになりたい。 ゆうな ー

大阪府 びようしになりたい。 いおな ー

大阪府 フォートナイトがうまくなりたい。ゲームはおもしろい。 ー ー

大阪府 フォトナイトで５０きるしたい。 夕ひ ー

大阪府 プロのテニス選手になりたい 三好 ー

大阪府 プロ野球選手 櫟本　樹生 ー

大阪府 プロやきゅうせんしゅになりたい！。 正尚 ー

大阪府 プロ野球せん手になりたい。 高垣　颯斗 ー

大阪府 マンガかになりたい。 さや ー

大阪府 やきゅうせん手になること。 こう明 ー

大阪府 ユーチュウバーになりたい さくら ー

大阪府 ユーチューバーになりたい。 りょうま ー

大阪府 有名人になりたい 留喜 ー

大阪府 世の中一番幸せ。 吉田　一稀 ー

大阪府 老人ホームをやりながら料理人やってる人になる。 山田　真之介 ー

兵庫県 アリエルになりたい ありす 1

兵庫県 アンパンマンミュージアムの職員になる ユラ 1

兵庫県 お花屋さんになりたい ほのか 1

兵庫県 うーかんかん（消防士）になる にんにん 2

兵庫県 かっこいいじゃなく、可愛い女の子になりたい。 まいか 2

兵庫県 パイロットになってブルーインパルスにのりたい りょーた 2

兵庫県 アマゾンに行きたい！ ゴちゃん 3

兵庫県 アリエルになりたい まぁぴ 3

兵庫県 まいにち動物園にいたいから飼育員さん みきちゃん 3

兵庫県 アイスホッケー選手になりたいです いろは 4

兵庫県 歌って踊るかわいいアイドル あみーご 4

兵庫県 えらくなりたい！将来は女やり手社長！ よもまつ 4

兵庫県 お医者さん おとちゃん 4

兵庫県 大きくなったらゴリラになりたい！毎日ウホウホの練習してる！ おたんぴ 4

兵庫県 おおきくなったらまほうをつかえるようになりたいです わたなべ 4

兵庫県 おりがみのけんきゅうしゃになりたい まるおり 4

兵庫県 新幹線の運転手になりたい パティ 4

兵庫県 でっかいぞうさんになりたい れんちゃん 4

兵庫県 飛行機のパイロットになりたい そら 4

兵庫県 ブラックシンカリオンになりたい ゆうご 4

兵庫県 いちばんはやくはしれますように やくらこ 5

兵庫県 歌も歌ってダンスもしてケーキもお菓子も作ってお花も飾って、みんながいつでもニコニコ楽しくなるようにする のんの 5

兵庫県 かっぷけーきやさんになりたい！ ゆづき 5

兵庫県 くうこうではたらくひと。ひこうきのせいびしさん。 らん 5

兵庫県 パパママおともだちみんながおいしくてニコニコえがおになるようなケーキをつくれるケーキ屋さんになりたい みゅーみゅー 5

兵庫県 バレリーナになって世界中の人に踊りを見せてあげたい えりなりん 5

兵庫県 ビビディ・バビディ・ブティックに行ってシンデレラになりたい ともか 5

兵庫県 Honda carsのお店でお兄ちゃんと働きたいです！！ 夢斗くん 6

兵庫県 あいすくりいむになりたいです。 ももな 6
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兵庫県 あいスくりいむやさんになりたい。 ももか 6

兵庫県 あいすくりいむやさんになりたいです つばさ 6

兵庫県 あいすくりいむやさんになりたいです。 さつき 6

兵庫県 あいすやさんになりたい えれん 6

兵庫県 アイスやさんになりたい えれん 6

兵庫県 アイスやさんになりたい あんな 6

兵庫県 アイドルになりたい あんな 6

兵庫県 アイドルになりたい えれん 6

兵庫県 あいどるになりたいです。 ももな 6

兵庫県 あいどるのひとになりたいです さつき 6

兵庫県 あすやさんになりますように ゆうり 6

兵庫県 いきものはかせになりたい かいと 6

兵庫県 いにまほんでいっちばんはやいでんしゃをつくりたいな。 たかおあきふみ 6

兵庫県 おうさまになりたい まなと 6

兵庫県 おうさまになりたい ゆうと 6

兵庫県 おおきくなったら、イルカトレーナーになりたいです ゆい 6

兵庫県 おおきくなったら、おしごとぜたいにしたいです ゆい 6

兵庫県 おおきくなったら、かんごしに、なりたいです。 ゆい 6

兵庫県 おおきくなったら、どうぶつえんのしいくいいになりたいです ゆい 6

兵庫県 おおきくなったら、やさしくなりたいです ゆい 6

兵庫県 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。 ゆい 6

兵庫県 おおきくなったらけいさつになりたい いうちありな 6

兵庫県 おおきくなったらけいさつになりたいです。 さんもくりいか 6

兵庫県 おおきくなったらどうぶつえんのじゅういになりたいです ゆい 6

兵庫県 おおきくなったらペットショプのてんちょうになりたいです ゆい 6

兵庫県 おおきくなったらまんがかになりたいです ゆい 6

兵庫県 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。 わたなべ 6

兵庫県 おかしやさんになりたい。 なかがわひな 6

兵庫県 おかしやさんになりたいです さつき 6

兵庫県 おかねがいっぱいほしいです。 ふるこあき 6

兵庫県 おくすりやさん ほのか 6

兵庫県 おすしやさんになりたい あんな 6

兵庫県 おとうとといっしょにおしゃべりしたいです。 だいとうみゅう 6

兵庫県 おはなやさん ななみ 6

兵庫県 おはなやさんになりたい まい 6

兵庫県 おはなやさんになりたいです。 かなえ 6

兵庫県 おまわりさんになりたい れいと 6

兵庫県 おもちゃやになりたい しょうま 6

兵庫県 およぐのじょうずになりたいです ゆうま 6

兵庫県 かーきになりたいです。 ももな 6

兵庫県 かしゅになりたい ゆあ 6

兵庫県 がっこうのせんせいになりたい あんな 6

兵庫県 カフェやさんになりたい ケーキ 6

兵庫県 かぷとおさわれる いつき 6

兵庫県 かめんライダーエクゼイドになりたい ようすけ 6

兵庫県 からての先生 りっくん 6

兵庫県 かわいいお姫さま ひな 6

兵庫県 かんごし さい 6

兵庫県 かんごしになりたい しいか 6

兵庫県 かんごしになりたい はな 6

兵庫県 かんごしのひとになりたいです さつき 6

兵庫県 気象予報士になってお天気をお知らせしたい いっちゃん 6

兵庫県 きょうりゅうのはっくつになりたい しんくん 6

兵庫県 きょうりゅうはかせになりたい ゆうと 6

兵庫県 くきいやさん めい 6

兵庫県 くっきいやさん いまだえな 6

兵庫県 くつやさんになりたいです。 つばさ 6

兵庫県 けいきやさんになりたい ののか 6

兵庫県 警察官 ゼロオラKENTO 6

兵庫県 けいさつかんになりたい のぞみ 6

兵庫県 けいさつかんになりたいです はると 6

兵庫県 警察官になりたいです。 あんな 6

兵庫県 けいさつになりたい ゆうま 6

兵庫県 けーきやさん いそべほのか 6

兵庫県 けえきやさんになりたい ことは 6

兵庫県 けえきやさんになりたい ゆい 6
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兵庫県 ケーキやさんになりたい ぷりん 6

兵庫県 けえきやさんになりたいです。 さつき 6

兵庫県 けーきやさんになりたいです。！！ あいな 6

兵庫県 けーきやさんになりたりたいです。 つばさ 6

兵庫県 げーむしまくり　せんたあしまくり あおきさくたろう 6

兵庫県 げえむをほしいです。 いのうえじょう 6

兵庫県 現在社宅でペットが飼えないからペットショップの店員さん エルサ 6

兵庫県 コスメやさんになりたい あんな 6

兵庫県 コスメやさんになりたい えれん 6

兵庫県 こんちゅうはかせになりたい ひろと 6

兵庫県 さっかーせんしゅになりたい まさあき 6

兵庫県 さっかーせんしゅになりたい！ ゆうし 6

兵庫県 サッカーせんしゅになりたい。 しゅん 6

兵庫県 さっかあにっぽんだいひょうになりたい。 しゅうと 6

兵庫県 さっかーのせんしゃになりたい やまと 6

兵庫県 さっかーのぷろになりたいです てっしょう 6

兵庫県 しょうらいのゆめわやきゅうせんしゅになります。 きたに 6

兵庫県 しんかんせんのしゃしょうさんになりたい！ しゅんすけ 6

兵庫県 スイーツやさんになりたい えれん 6

兵庫県 すしろのしとになりたいです よねさきももこ 6

兵庫県 すぽうつかーあになりたい えきこラが 6

兵庫県 瀬戸大也選手みたいな水泳選手になりたい せいま 6

兵庫県 そふとがいっぱいほしいです。 ふるこあき 6

兵庫県 大おおきくなったら、ぎんがてつどうを、つくりたいです。 たかおあきふみ 6

兵庫県 だいくさんになっておおきなおうちをたてることです。 こくう 6

兵庫県 ダンサーとだいくさんになりたい りく 6

兵庫県 どうぶつえんのしいくいいんになりたい　うさぎ あんじゅ 6

兵庫県 ドーナツやさんになりたい えれん 6

兵庫県 どーなつやさんになりたいです。！！ あいな 6

兵庫県 とっぷもでるになりたい みっちゃん 6

兵庫県 ともだちがいっぱいできますように。 なかがわひな 6

兵庫県 ドレスやさんになりたい えれん 6

兵庫県 ドレスやさんになりたい あんな 6

兵庫県 ドレスやになりたい パフェ 6

兵庫県 ながれぼしがみられますように そうた 6

兵庫県 にんぎょうげきのひとになりたいです。 さつき 6

兵庫県 にんじゃになりたい。 そうし 6

兵庫県 ばいくやさん あきら 6

兵庫県 パティシエ さくちゃん 6

兵庫県 パティシエになりたい あの 6

兵庫県 パテシエになりたい ゆあ 6

兵庫県 はなやさんになりたい ほのか 6

兵庫県 ぱぴおかやさんになりたい やまと 6

兵庫県 パフェやさんになりたい あんな 6

兵庫県 パフェやさんになりたい えれん 6

兵庫県 はわいにいきたい しゅんすけ 6

兵庫県 ぱんやさんになりたい ほのか 6

兵庫県 ぱんやさんになりたい えきこラが 6

兵庫県 ぴあのがじょうずになりたいです たまちゃん 6

兵庫県 ひこうきのぱいろっとになりたい らい 6

兵庫県 びょういんやさんにはなりたいです。 ももな 6

兵庫県 びょうしつやさんになりたい あんな 6

兵庫県 ファッションしょーになりたい プリンパフェ 6

兵庫県 ぶんぼうぐやさんになりたい えれん 6

兵庫県 ペットショップになりたい はな 6

兵庫県 ぺっとしょっぷのてんいんさんになりたいです。 ももな 6

兵庫県 ペットショップやさんになりたい あんな 6

兵庫県 ぺっとしょぷやさんになりたいです。 さつき 6

兵庫県 へやさろんのてんいんやさんになりたいです。 ももな 6

兵庫県 ほいくえんにもどりたいです。 だいとうみゆう 6

兵庫県 ほいくえんのせんしになりたい しんどう 6

兵庫県 ほいくえんのせんせいになりたい なな 6

兵庫県 ぼうしやさんになりたいです さつき 6

兵庫県 ぼうしやさんになりたいです。 ももな 6

兵庫県 ポけもんのえがぞずになる むらかみゆいと 6

兵庫県 ぽけもんはかせになりたい かいと 6
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兵庫県 ほねがいっぱいになりたい いのうえじょう 6

兵庫県 まえのいえにもどりたいです。 だいとうみゆう 6

兵庫県 ムーランになりたい デコりん 6

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたい はるき 6

兵庫県 やきゅうになりたい。 やきむらりょう 6

兵庫県 やきゅうのせんしゅになりたい やまと 6

兵庫県 ゆうかんのしょうぼうしになりたい なおた 6

兵庫県 ゆーちゅーばー まもなと 6

兵庫県 ようちえんのせんせいになりたいです。 さつき 6

兵庫県 ラグビーの日本代表選手になりたい！ ゆうちゃん 6

兵庫県 アイスクリームやさんになりたい れいん 7

兵庫県 あいすくりーむやさんになりたいな ひな 7

兵庫県 あいすやさんになりたい ここ 7

兵庫県 あいどるなりたい みやうしろゆあん 7

兵庫県 あいどるになりたい はまだあいみ 7

兵庫県 あいどるになりたいな♪ ひな 7

兵庫県 あたまがよくなりたい とき 7

兵庫県 いえおつくるひとになりたい けんしん 7

兵庫県 いちばんつよいさっかーせんしゅになれますように。 やくらこう 7

兵庫県 いちばんはやくはしれますように おか 7

兵庫県 いちりん車がこげるようになりたい。 平谷 7

兵庫県 いちりん車を、がんばりたいです。 羽月 7

兵庫県 いちりんしゃをがんばりたいです。 桝口 7

兵庫県 いぬんをかってみたいです 桝口 7

兵庫県 うまにのってみたいです。 桝口 7

兵庫県 うまをそだてたい りく 7

兵庫県 えいごをがんばりたいです。 平谷 7

兵庫県 えいごをがんばりたいです。 桝口 7

兵庫県 えがじょうずになりたい。 尾崎 7

兵庫県 エステになりたい さえ 7

兵庫県 エステになりたい ゆあ 7

兵庫県 おいしゃさんいなりたい あおい 7

兵庫県 おいしゃさんになりたい。 めい 7

兵庫県 おおかみをかいたい。 尾崎 7

兵庫県 おおきくなったらあいすやさんになりたいです おか 7

兵庫県 大きくなったら学校の先生になりたい ヒーロ 7

兵庫県 おかしやさんになりたいです。 桝口 7

兵庫県 おかねがいっぱいほしいです。 おおうちこうき 7

兵庫県 お金もちになりたい。ママが長生きしてほしい 吉田唯 7

兵庫県 おしゃれな人になりたい 平谷 7

兵庫県 おしゃれになりたいです。 桝口 7

兵庫県 お花やさんになりたい 平谷 7

兵庫県 おはなやさんになりたい あいみ 7

兵庫県 おもちゃやさんに、なりたい。 あやね 7

兵庫県 オリンピック体そうで金メダルをとること。 つぐみ 7

兵庫県 がいこくにりゅうがくしたい ゆい 7

兵庫県 かがくしゃになりたい 利見 7

兵庫県 かきかたの先生になりたい 羽彩 7

兵庫県 かしくなりたい りょうせい 7

兵庫県 かしゅになりたい きょうか 7

兵庫県 学校の先生になりたい 平谷 7

兵庫県 学校のせんせいになりたいです 桝口 7

兵庫県 カップケーキやさんになりたい。 あやね 7

兵庫県 かめらまんになりたい あらじん 7

兵庫県 体そうを、がんばりたいです。 羽月 7

兵庫県 からでがつよくなりたいです。 ふじわらしゅうた 7

兵庫県 からてをならいたいです。かぞくのなかでいちばんよわいからです。 みさき 7

兵庫県 かわいいおんなのこになりたい 尾崎 7

兵庫県 かんごしさんになりたい。 ねね 7

兵庫県 かんごしになりたい もも 7

兵庫県 かんごしになれますように おか 7

兵庫県 きゅうきゅう車になりたい みやぎりょうま 7

兵庫県 きょうりゅうはかせになりたい！ こうき 7

兵庫県 きれいなひとになりたい 平谷 7

兵庫県 けいきやさんになりたい ゆな 7

兵庫県 けいきやさんになりたい ここ 7
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兵庫県 けいきやさんになりたい みやうしろゆあん 7

兵庫県 けいさつかんになりたい 佐野あおい 7

兵庫県 けいさつかんになりたい めい 7

兵庫県 けいさつになりたい みやぎりょうま 7

兵庫県 けいさつになりたい 脇口りょうせい 7

兵庫県 けいさんがはやくなりたいです。 桝口 7

兵庫県 ケーキやさんになりたい みずき 7

兵庫県 ケーキやさんになりたい のあ 7

兵庫県 ケーきやさんになりたい。 さく 7

兵庫県 ケーキやさんになりたいです 桝口 7

兵庫県 けえきやさんになりたいです。 なずな 7

兵庫県 ケーキやさんになりたいです。 ためいののか 7

兵庫県 けーきやさんになれますように おか 7

兵庫県 けーきやになりたい さき 7

兵庫県 ゲームをつくりたい。 りく 7

兵庫県 けんさんがすらすらとできたい。 平谷 7

兵庫県 さっかあせんしゅになりたい かける 7

兵庫県 さっかあせんしゅになりたい かずや 7

兵庫県 サッカーせんしゅになりたい。 いん 7

兵庫県 サッカーせんしゅになりたいです。 いくま 7

兵庫県 さっかあをがんばりたいです。 よしむらりき 7

兵庫県 サッカー選手になりたいです。 ろっくん 7

兵庫県 さんすのてすと１００てんになりたい かける 7

兵庫県 しいくいんになれますように おか 7

兵庫県 じがきれいになりたい。 尾崎 7

兵庫県 字がきれいになるようにがんばりたいです。 平谷 7

兵庫県 じてん車やｓになりたい。 あやな 7

兵庫県 じてん車をがんばりたいです。 平谷 7

兵庫県 じてんしゃのこまなしをがんばりたいです。 桝口 7

兵庫県 しょうがっこうのせんせいになりたい りん 7

兵庫県 しょうらいやきゅうせんしゅになりたいです せいま 7

兵庫県 じょゆうさんになりたい さく 7

兵庫県 じょゆうになりたい。 あやね 7

兵庫県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい りお 7

兵庫県 すいぞくかんのしいくいん 和花 7

兵庫県 すいぞくかんのしいくいんになりたい。 あおい 7

兵庫県 すけいとせんしゅになりたい あいみ 7

兵庫県 すしやになりたい せな 7

兵庫県 すみっこぐらしにあいたいな ひな 7

兵庫県 すみっこぐらしにないたい。 尾山大司 7

兵庫県 正義の味方、警察官 あっくん 7

兵庫県 せかい一しゅうしたい わーすけ 7

兵庫県 せがなかくなりたい。 尾山大司 7

兵庫県 そふとがいっぱいほしいです。 おおうちこうき 7

兵庫県 そふとがほしいです あおやまれおん 7

兵庫県 だいくさんになりたい そうた 7

兵庫県 ダンスを、がんばりたいです。 羽月 7

兵庫県 ダンスをがんばりたいです。 桝口 7

兵庫県 でざいなあさんになりたいな ひな 7

兵庫県 でざいなあになりたい あいちゃん 7

兵庫県 テニスになりたい 岩佐 7

兵庫県 ドクターになりたい。 ゆめき 7

兵庫県 としょかんししょになりたい いちか 7

兵庫県 ともだちいっぱいつくりたい。 平谷 7

兵庫県 ともだちおふかしたい。 尾山大司 7

兵庫県 ともだちがいっぱいできますように おか 7

兵庫県 ともだちといっぱいなかよくしたいです。 桝口 7

兵庫県 友だちとカフェ屋さんをしたい せり 7

兵庫県 ドラムをならいたいです。どうしてかというとかっこいいきょくを、たたきたいからです。 りんか 7

兵庫県 なんきょく行ってぺんぎんにあいたい。 尾崎 7

兵庫県 にんぎょのとまほおつかいになれますように りり 7

兵庫県 にんじゃになりたい いっくん 7

兵庫県 ぬりえやさんたなりたいです。 あいじろう 7

兵庫県 パイロットになりたい。 ゆたか 7

兵庫県 はちゅうるいやさんになりたい（トカゲ） こうき 7

兵庫県 パティシエになりたい りん 7

271



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

兵庫県 パティシエになりたい きょうか 7

兵庫県 ぱてしえになりたい えな 7

兵庫県 花やさんになれますように わかな 7

兵庫県 早くはしれるようになりたい ねね 7

兵庫県 バレリーナになりたい あん 7

兵庫県 ハワイにいきたい。 いん 7

兵庫県 パンやさんになりたい もも 7

兵庫県 パン屋さんになりたい コーキ 7

兵庫県 ピアノをがんばりたいです。 羽月 7

兵庫県 びようしさんになりたい☆ ほの 7

兵庫県 びようしになりたい。 尾山大司 7

兵庫県 ビヨウシになりたいです。 桝口 7

兵庫県 びようしやさんになりたいな ひな 7

兵庫県 びょーういんの人になりたい。 めい 7

兵庫県 ひよこになりたい。 尾崎 7

兵庫県 広島の４ばんでえーすになる かいと 7

兵庫県 ファションデザイナーに、なりたい。 あやな 7

兵庫県 フィッシャーズにあいたいです。 桝口 7

兵庫県 プールで25メートルをおよぎたい うみ 7

兵庫県 プールのこうちになりたい とき 7

兵庫県 プールのコーチになりたい りほこ 7

兵庫県 ふくやさんになりたいです。 桝口 7

兵庫県 ふくやさんになりたいな ひな 7

兵庫県 プロゲーマーになりたい ひろき 7

兵庫県 プロサッカー選手になりたい George95 7

兵庫県 ペットショップのてんいんさんになりたい めい 7

兵庫県 ぺっとしょっぷのてんいんさんになりたいな ひな 7

兵庫県 ほいくえん、学校の先生になりたい あやな 7

兵庫県 ほいくえんのせんせいに さっちゃん 7

兵庫県 ほいくえんの先生になりたい うさ 7

兵庫県 ほいくえんのせんせいになりたい かたおか 7

兵庫県 ほいくえんのせんせいになりたい！！ ゆず 7

兵庫県 ほいく園の先生になりたい。 ゆいちゃん 7

兵庫県 ほいくしになりますように！ ひまり 7

兵庫県 ぽいふるをいっぱいたべたい はるた 7

兵庫県 ぼうしやさんになりたいな ひな 7

兵庫県 ぼうりんぐをがんたい よしむらりき 7

兵庫県 ほーむらんをうちたい いつき 7

兵庫県 ほんやさんになりたい あいり 7

兵庫県 まんがおかきたい。 めい 7

兵庫県 まんだいのてんいんさんになりたいです るしあ 7

兵庫県 みらくるぐっちをいっぱいみたい はるた 7

兵庫県 みんなとなかよくなれますように おか 7

兵庫県 もでるさんになりたいな。 ひな 7

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたい。 いくま 7

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたいです。 こみね 7

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたいです。 大月とわ 7

兵庫県 やきゅうになりたいです。 ふか水ゆうーすう 7

兵庫県 やさしくなりたい。 尾崎 7

兵庫県 やせますように おか 7

兵庫県 ゆうちゅーばーにあいたいです。 桝口 7

兵庫県 ユーチューバーになってみんなを楽しませたい きい 7

兵庫県 ユーチューバーになりたい。 るい 7

兵庫県 ユーチューバーの人にあいたい。 平谷 7

兵庫県 ようちえんのせんせいになりたいな♪ ひーちゃん 7

兵庫県 ようちえんの先生になること ゆい 7

兵庫県 ラキューをみんなにおしえたい。 るい 7

兵庫県 わたしは、いちりん車をがんばりたい もも 7

兵庫県 わたしはいちりんしゃがのりたいです。 尾崎 7

兵庫県 1位ルーきになりたい。 れお 8

兵庫県 Honda carsのお店で働きたいです！！ 歩夢くん 8

兵庫県 アイスやさんになりたい。 みさき 8

兵庫県 アイスやさんになれますように。 おうり 8

兵庫県 アイスやさんになれますように。 ここね 8

兵庫県 アイドルになりたい！ まつ長みく 8

兵庫県 アイドルになりたい。 ういちゃん 8
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兵庫県 あいどるになりたいです。 あやね 8

兵庫県 あいどるになりたいです。 ゆうあ 8

兵庫県 兄とゆうちゅうばあになりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 いきものはかせになりたい なおまさ 8

兵庫県 いしゃになりたい 山本 8

兵庫県 いしゃになりたい。 藤田 8

兵庫県 いちりん車を、がんばる。 梨緒 8

兵庫県 いっかい木のてっぺんにのりたいです。 はすと 8

兵庫県 いっけんやにすめますように。 おうり 8

兵庫県 いっぱいはつめいをしたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 イルカにショーのおねえさん ゆうゆちゃん 8

兵庫県 いろんなくにに行きたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 歌しゅになりたい まい 8

兵庫県 うちゅうひこうしになりたい！ あやか 8

兵庫県 宇宙飛行士になりたいです。 そうや 8

兵庫県 うまにのってみたいです。 はすと 8

兵庫県 えかきさんになれますように。 ここね 8

兵庫県 お医者さん Yuzu 8

兵庫県 おかしがいっぱいたべられますように。 おうり 8

兵庫県 おかしがいっぱいたべれますように。 ここね 8

兵庫県 おかねもちになれますように。 おうり 8

兵庫県 おかねもちになれますように。 ここね 8

兵庫県 お花やさんになりたい！ はる 8

兵庫県 お花やさんになりたいです。 果凛 8

兵庫県 おもちゃやさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 お医者さんになりたい！ ゆりりん 8

兵庫県 カービィになりたい こうせい 8

兵庫県 かがく家になりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 がかになりたいです。 さくら 8

兵庫県 歌手になりたいです。 大和 8

兵庫県 がっこうのせんせい まつ長実来 8

兵庫県 学校の先生になりたい ぜんゆう 8

兵庫県 学校の先生になりたい ゆゆあ 8

兵庫県 学校の先生になりたい そう太 8

兵庫県 かぶとむしたてでとりたいです。 はすと 8

兵庫県 カマキリけんきゅうかになりたい。 まいこ 8

兵庫県 カマキリをてでさわりたいです。 はすと 8

兵庫県 かんごしさんになりたい まい 8

兵庫県 かんごしさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 かんごしになりたい。 ちいちゃん 8

兵庫県 かんごしになりたい。 のぞみ 8

兵庫県 かんごしになりたい。 めい 8

兵庫県 かんごしになりたいです。 ゆめ 8

兵庫県 かんごしになりたいです。 前田 8

兵庫県 かんごしになれますように。 ここね 8

兵庫県 キャビンアテンダントになりたい！ ゆい 8

兵庫県 キャビンアテンダントになりたい！！ しほ 8

兵庫県 きゅうくうきゅうめいしになって多くのかんじゃさんをたすけたいです。 あやり 8

兵庫県 きゅうしょくの先生になりたい。 ゆずか 8

兵庫県 教師になりたい てっちゃん 8

兵庫県 巨人のセンターになりたい はると 8

兵庫県 きりんどうのおみせの人になりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 きんにくまっちょになりたいです。 はすと 8

兵庫県 クッキーやさんになりたいです。 白井 8

兵庫県 くつやさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 くぬぎもとっていう人にかちたい。！！ りお 8

兵庫県 けいさつかんになりたい けんたろう 8

兵庫県 けいさつかんになりたい。 くるま 8

兵庫県 けいさつかんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 けいさつしょの人になりたい。 ゆな 8

兵庫県 ケーキ屋さんが、もくひょうです。 るう 8

兵庫県 ケーキ屋さんになっておいしいケーキを作りたいです。 なゆ 8

兵庫県 ケーキやさんになりたい のぞみ 8

兵庫県 ケーキやさんになりたい。 りさ 8

兵庫県 ケーキやさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 ケーキ屋さんになりたいです。 りりか 8
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兵庫県 ケーキ屋になりたい。 あや 8

兵庫県 げーのー人になりたいです。 はすと 8

兵庫県 ゲームがいっぱいほしい。 かなた 8

兵庫県 ゲームしまくり。 ださむらいっき 8

兵庫県 ゲームなどを作る人になりたい 琉翔 8

兵庫県 けがをしている人やしにそうな人にたすける人になりたいです。(犬やねこも) ひな 8

兵庫県 けんちくしになりたいです。 あかり 8

兵庫県 こうさくがもっと、うまくなりたい。！！ 梨緒 8

兵庫県 こまってる人をたすけられるかんごしさん。 ゆず 8

兵庫県 コンビニのお店の人になりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 サーティーワンで、はたらきたい！ Y 8

兵庫県 さあていやさんになれますように ゆずは 8

兵庫県 サイゼリアのお店の人になりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 サッカー選手 りょうた 8

兵庫県 サッカーせんしゅうになりたいです。 はすと 8

兵庫県 サッカーセンシュになりたい 谷村 8

兵庫県 サッカーせんしゅになりたい。 つかさ 8

兵庫県 サッカーせん手になりたい。 ジェイデン 8

兵庫県 サッカーせんしゅになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 サッカーせんしゅになりりたい。 みさき 8

兵庫県 サッカーせん手 あゆごん 8

兵庫県 サッカーのコーチになりたい 山根 8

兵庫県 さんすうをもっとがんばる。！！ 梨緒 8

兵庫県 さんぱつやさんになりたい ひがわわかな 8

兵庫県 しあわせになれますように。 おうり 8

兵庫県 しあわせになれますように。 ここね 8

兵庫県 じてんしゃやさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 じどうかんのせんせい みゆ 8

兵庫県 ジャッキー・チェンみたいなアクション俳優になりたい！ しょうま 8

兵庫県 じゅういになりたい ひまり 8

兵庫県 じゅうどうが１位にない りあなちゃん 8

兵庫県 しょうらいとゆめはイヤリングやピアス作りする人になりたい 萌々笑 8

兵庫県 しょうらいのゆめは、アイスクリームを作ったり、アイスクリームをすくったりしたいです。 ひさの 8

兵庫県 しょうらいのゆめは、しょうぼうしです。 小林 8

兵庫県 じょさんしになりたいです。 むらたあいね 8

兵庫県 しょぶんされる動物をゼロにすること わか 8

兵庫県 しょぼうしたいになりたいです。 光輝 8

兵庫県 スヌーピのおみせやさんになりたいです。 まえのももか 8

兵庫県 せいびしになりたい 亮ちゃん 8

兵庫県 せがたかくなりたい。！！ 梨緒 8

兵庫県 そらをとびたい さくら 8

兵庫県 空をとびたいです。 はすと 8

兵庫県 大工 りとら 8

兵庫県 大工さんになりたい ひろき 8

兵庫県 だいくさんになれますように おうり 8

兵庫県 たいそうできれいにまわること いか 8

兵庫県 たっきゅうせんしゅになりたい。 みさき 8

兵庫県 たっきゅうのせんしになりたいです。 ゆうあ 8

兵庫県 たんけんこん虫がくしゃになりたいです。 まさむね 8

兵庫県 だんすがうまくなりたいです。 はすと 8

兵庫県 ダンスはじめたばっかだから、もっとうまくしたい。！！ 梨緒 8

兵庫県 力がつよくなりたい。 かなた 8

兵庫県 ちっちゃいこのせわをもっとやりたい りお 8

兵庫県 千鳥にあいたい かいと 8

兵庫県 中学校の先生になりたい わか 8

兵庫県 てぃかっぷプードルをかってたからずかにいってその人になりたい。! ゆゆあ 8

兵庫県 デザイナーになりたい。 かのん 8

兵庫県 テニスのせんしゅになにたいです。 みさき 8

兵庫県 テレビにでたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 てんごくのか見さまになりたいです。 はすと 8

兵庫県 天のうへいかか、だいとうりょうになりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 トイザラスのレジの人になりたいです。 あいね 8

兵庫県 動物園のしいくいんになりたいです 璃音 8

兵庫県 どうぶつえんのびよういんさんになりたい あん 8

兵庫県 動物しいくいんがゆめです 新谷 8

兵庫県 とけいやさんになりたいです。 ゆずか 8
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兵庫県 登山家になりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 ともだちがもっとほしい。 りお 8

兵庫県 トラックのうんてんしゅになる。 田村 8

兵庫県 ながれぼしがみられますように。 おうり 8

兵庫県 ながれぼしがみれますように。 ここね 8

兵庫県 ニート　どうてい 宮枡仁 8

兵庫県 日本一あたまがいいひとになりたいです。 はすと 8

兵庫県 ニューヨークヤンキースのエースとなり田中まさ大と野球をしたいです 勝太 8

兵庫県 ネイリストになりたい こかげ 8

兵庫県 ネイルやさんになれますように ゆずは 8

兵庫県 歯いしゃさんになりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 はくぶつかんの人になりたい はると 8

兵庫県 バスケットせん手になりたい。 きあら 8

兵庫県 はちになりたい。 はすと 8

兵庫県 はつめいかになりたい。！！ 梨緒 8

兵庫県 パティシエになりたい はっちゃん 8

兵庫県 パティシエになりたい まゆな 8

兵庫県 パティシェになりたい！！ さっちゃん 8

兵庫県 パテシエ（ケーキ屋さん）になりたい ここな 8

兵庫県 早くもっと、はしれるようになりたい。！！ 梨緒 8

兵庫県 阪神で二刀流になりたい しょうた 8

兵庫県 はんしんでゆう名なせん手になりたい　そしてゆうしょうしたい こうた 8

兵庫県 パンやなりたい なおん 8

兵庫県 ヒカキンにあいたいです。 はすと 8

兵庫県 びょういんの先生になりたいです。 あいね 8

兵庫県 びょういんの先生になりたいです。 ゆゆあ 8

兵庫県 びょういんの人になりたい。 いろは 8

兵庫県 びようしさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 美容師になりたい かえで 8

兵庫県 美ようしになりたい。 れいな 8

兵庫県 びようしになりたいです。 村田愛音 8

兵庫県 びようしになりたいです。 羽紗 8

兵庫県 ファションモデルになりたい みゆ 8

兵庫県 服屋さんになりたい！！ しほ 8

兵庫県 ふくやさんになりたいです。。 ゆずか 8

兵庫県 ふくやさんになる。 梨緒 8

兵庫県 ふくやさんになれますように ゆずは 8

兵庫県 プリンセスになれますように でしまるさき 8

兵庫県 古生物学者になりたい！ あらた 8

兵庫県 プロやきゅうせんしゅになりたい 本田 8

兵庫県 プロやきゅうせんしゅになりたい！ ゆうき 8

兵庫県 ぶんぼうぐやさんになりたいです。 あいね 8

兵庫県 ぶんぼうぐやさんになれますように。 ゆずは 8

兵庫県 ペットショップではたらきたいです 華 8

兵庫県 ペットショップのてえいんになりたいです。 いろは 8

兵庫県 ペットショップのてんいんさんになれますように。 ここね 8

兵庫県 ペットショップのてんいんやさんになれますように おうり 8

兵庫県 ペットショップやっさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 ペットショプのていんさん。 ゆめの 8

兵庫県 ペットのさんぱつやさんになれますように。 ゆずは 8

兵庫県 ペットやさんになりたいです。 まえのももか 8

兵庫県 ペットをいっぱいかいたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 べんきょうであたまがよくなりたい そら 8

兵庫県 ほいくえんの先生になりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 ぼくはくすりやさんになりたい。 ゆうた 8

兵庫県 ホテルのうけつけになりたい TOIDE 8

兵庫県 ほんやさんになりたいです。 あいね 8

兵庫県 ほんやさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 マイクラマスターになりたい。 晃太朗 8

兵庫県 マクドのみせになりたい。 のい 8

兵庫県 マジシャンになりたい ちか 8

兵庫県 またあかちゃんのころになりたいです。 はすと 8

兵庫県 まんがかになりたい りょうが 8

兵庫県 水えいせんしゅになりたい。 ちふみ 8

兵庫県 メイクの人になりたいです。 あいね 8

兵庫県 ものづくりがしたい。ロボットとかすっげーメカを作るんだ！ ブルーゴジータ 8
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兵庫県 やきゅうのせん手になりたい かたおか 8

兵庫県 ヤクルトさんになりたいです。 ゆずか 8

兵庫県 やさいのきらいな人にたべてもらう仕事がしたい たいち 8

兵庫県 ヤマハのせんせになりたい。 みゆ 8

兵庫県 ユーチューバーになりたい 本田 8

兵庫県 ゆうちょうば 中たにきー 8

兵庫県 有名人になりたい！ ゆゆあ 8

兵庫県 ゆうめい人になりたい りょうが 8

兵庫県 ようちえんの先生になりたいです ゆず羽 8

兵庫県 ようち園の先生になりたい。 のい 8

兵庫県 りくじょう選手になりたい ひーぼん 8

兵庫県 リズニーリゾートいけますように でしまるさき 8

兵庫県 リフティング1000回いじょう ミニイニエスタ 8

兵庫県 リフティングとドリブルがうまくなって最高にかっこいいサッカー選手にあんること！！ メイキック 8

兵庫県 レストランになりたい。 のい 8

兵庫県 ロイヤルホスとになりたい。 のい 8

兵庫県 わたしは、ほいくえんのせんせいになれますように。　びようしになれますように。　どおなつやさんになれますように。 ゆずは 8

兵庫県 私はモデルになりたいです。背が小さいからいっぱい食べて大きくなってたくさんの服をきたりいっぱいオシャレしたい まゆうちゃん 8

兵庫県 アイドルになりたい あやか 9

兵庫県 医者になって色々な国の子供たちを救いたい エンデバー 9

兵庫県 いしゃになりたい 小雪 9

兵庫県 イチロウになってレーザービームをやりたい。 野口 9

兵庫県 宇宙ひこうしになりたいです かずみ 9

兵庫県 絵を書く仕事をしたい！！ ここみ 9

兵庫県 おいしゃさんになりたい りお 9

兵庫県 おいしゃさんになりたい たこ 9

兵庫県 おいしゃさんになりたい！！ ここ 9

兵庫県 お医者さんになる！ こうき 9

兵庫県 おはなやさん あやまみら 9

兵庫県 おはなやさんになりたい。 すが田のぞみ 9

兵庫県 お店のていんになりたいです。 みき 9

兵庫県 オリンピックになって金メダルをとりたい 野口 9

兵庫県 科学者になりたい。 野口 9

兵庫県 がくどうの先生になりたい。 みさと 9

兵庫県 歌手になりたいです りお 9

兵庫県 学校の先生がゆめです そうすけ 9

兵庫県 学校の先生になりたい さら 9

兵庫県 学校の先生になりたい！！ れおな 9

兵庫県 カフェのていいんさんになりたい ちょこまかろん 9

兵庫県 からてのさいきょう名人になりたい。 なが田めい 9

兵庫県 カラテの名人になりたい 野口 9

兵庫県 かわいいことけっこんしたいですそしてこどもみつけたいです
れっさーぱんだのふうたく

ん
9

兵庫県 かんごしになりたい。 みさと 9

兵庫県 かんごふさんになりたい りおちゃん 9

兵庫県 くらずしのてんいんになりたい どんぐり 9

兵庫県 車屋さんになりたい 岸本陸 9

兵庫県 けいさつかんになりたい る・・・・・・・！！ 9

兵庫県 けいさつかんになりたい！！ ゆあちゃん 9

兵庫県 げい人になりたい 野口 9

兵庫県 ケーキやさんになりたい マリン 9

兵庫県 ケーキ屋さんになりたい！！ ここ 9

兵庫県 ゲームマスターになりたい。 れん 9

兵庫県 サッカーせんしゅ そうすけ 9

兵庫県 サッカー選手になりたい 諒 9

兵庫県 サッカー選手になりたい こうすけ 9

兵庫県 サッカー選手になりたいなりたいです 濱 9

兵庫県 さっかーせん手になりたい いにえすた 9

兵庫県 山陽電車の運転手になりたい けんのすけ 9

兵庫県 しょうぎのプロになりたい かずま 9

兵庫県 消防士になりたい たけのこ 9

兵庫県
しょうらいのゆめは、じゅういしになりたいです。なぜかというと、どうぶつのいのちとむき合うしごととしり、かっこいいとお

もったからです。
香月 9

兵庫県 助産師になりたい 心春 9

兵庫県 女優になりたい プー 9

兵庫県 字をきれいにかきたい　大金持ちになりたい 野口 9
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兵庫県 新人王になりたい。 ルーキー 9

兵庫県 水泳選手になって金メダルをとりたい りんせい 9

兵庫県 水泳で50mそう泳ぎたい 野口 9

兵庫県 世界一足が速くなりたい 野口 9

兵庫県 世界一せが高くなりたい 野口 9

兵庫県 世界一有名の人になりたい　1tの重さをかんたんにもちたいです 野口 9

兵庫県 空を自由に飛びますように 野口 9

兵庫県 大工になりたい しょうちゃんしょうせい 9

兵庫県 だれよりもえらくてかしこい人になりたい 野口 9

兵庫県 チェロの先生 みのり 9

兵庫県 力が強くなりたい 野口 9

兵庫県 テニスプレイヤーになりたい。 かのん 9

兵庫県 東京に行きたい、遊んでみたい そう 9

兵庫県 動物園のしいくいんさんになりたい めい 9

兵庫県 ドクターになりたい！ 門屋 9

兵庫県 ドクターヘリに乗る人（かんごし） ゆりあ 9

兵庫県 ともだちが多くなりたい。 野口 9

兵庫県 トランプ大とうりょうになりたい 野口 9

兵庫県 どんなことでも、しゅうちゅうできるようになりたい けんご 9

兵庫県 肉やさんになりたい ゆのちゃん 9

兵庫県 ネイリストに、なりたい。 みゆ 9

兵庫県 ネイリストになりたい あんり 9

兵庫県 ネイリストになりたいです。 咲奈 9

兵庫県 バスケットせん手になりたい！ ひな子 9

兵庫県 パティシエールになりたい みーちゃん 9

兵庫県 パティシエになりたい！ みお 9

兵庫県 はんしんのピッチャーになりたい。 けんと 9

兵庫県 バンドを組みたい しゅーまい 9

兵庫県 パンやさん あやまみら 9

兵庫県 パン屋さんになりたい。 はおり 9

兵庫県 ぱんやさんになりたいです。 ためいののか 9

兵庫県 ピーチクラブが自分の物になってほしい。 小雪 9

兵庫県 広島カープのファーストになりたい。 りょうじ 9

兵庫県 プロサッカー選手になりたい たくみ 9

兵庫県 プロのサッカー選手になる！！ えい 9

兵庫県 プロ野球選手になりたい ゆうすけ 9

兵庫県 プロ野球せんしゅになりたい。 ごう 9

兵庫県 ペットショップになりたい(お店やさん) あやか 9

兵庫県 ほいくえんのせんせい ここな 9

兵庫県 ほ育園の先生になりたい はなちゃん 9

兵庫県 保育園の先生になりたい！ そら 9

兵庫県 保育士になりたい ひま 9

兵庫県 保育士になりたい かな子 9

兵庫県 保育士になりたい りさ 9

兵庫県 ほいくしになりたい！ みやがき 9

兵庫県 ほいくしになりたいです。 みいちゃん 9

兵庫県 ほいくしの先生になりたい りお 9

兵庫県 北遠の先生になりたい 井上 9

兵庫県 ま法使いになりたいです 野口 9

兵庫県 マンガかになりたい 茉央 9

兵庫県 みんなが楽しむような事がしたい みあぁーん 9

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたい。 ルーキー 9

兵庫県 野球ボールをとおくまでとばしたい 野口 9

兵庫県 やくざいしになりたい ゆうな 9

兵庫県 ユーチューバーになりたいです！ ももか 9

兵庫県 ユーチューバーになりたいです。 あやの 9

兵庫県 りく上のせんしゅになってオリンピックにでたい！ れおな 9

兵庫県 陸上選手になりたい ゆうた 9

兵庫県 わたしは、学校の先生になりたいです。 森橋 9

兵庫県 1年中美味しいイチゴを作れるいちご農園 むー 10

兵庫県 ANAのパイロットになりたいです Soh.o. 10

兵庫県 お医者さん こはるんるん 10

兵庫県 宇宙一のサッカー選手になりたい。 そうた 10

兵庫県 科学者になりたい かずき 10

兵庫県 学校の先生になりたい ゆず 10

兵庫県 空手で世界一になりたい！ M&N 10
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兵庫県 かんごしになりたい！ ゆあ 10

兵庫県 ギターリストになる 的場絢香 10

兵庫県 キンプリと平成ジャンプに１度でいいからあってみたい ハムスケ 10

兵庫県 けいさつかんになりたい 日和 10

兵庫県 ケーキ屋さんになりたい ゆり 10

兵庫県 こん虫博士になりたい ゆうき 10

兵庫県 サッカー選手になりたい はるき 10

兵庫県 さめはかせ ないと 10

兵庫県 さんぱつやさん ももな 10

兵庫県 しょうぼうしになりたい。 あかね 10

兵庫県 将来の夢はケーキ屋さん。美味しいケーキを食べてみんなを笑顔にしたいです。 あいちゃん 10

兵庫県 女優になりたい ゆうか 10

兵庫県 しんたいそうでゆうしょうしたい！ いか 10

兵庫県 すし1000こたべる。 いとうそう 10

兵庫県 せいじかになって昆虫たちの住みやすい環境を作る！世界平和の一歩 けんちゃん 10

兵庫県 声優になりたい さっちゃん 10

兵庫県 空を飛びたい ゆっきー 10

兵庫県 宝塚げきだんのトップスター 中路かれん 10

兵庫県 ダンサーになりたい ゆう 10

兵庫県 テレビでダンスがしたい。 みゆ 10

兵庫県 動物の訓練士になりたい 美月 10

兵庫県 友達とYouTuberになりたい あーちゃん 10

兵庫県 トワイスのツウィに会いたい！！ あやか 10

兵庫県 トワイスのモモに会いたい みゆき 10

兵庫県 バタフライでゆう勝したい M 10

兵庫県 パティシエになりたい 梓 10

兵庫県 パティシエになりたい レモン 10

兵庫県 ピアニストになりたい そらひこ 10

兵庫県 病気の子供たちを笑いで元気にするホスピタルクラウンになりたい もゆらん 10

兵庫県 ファションデザイナーになりたい。 スヌーピー 10

兵庫県 プロサッカー選手になりたい 良太 10

兵庫県 プロ野球せん手になりたい ヤルッキイ 10

兵庫県 保育士か看護師になりたい あやね 10

兵庫県 マンガ家になりたい レモン 10

兵庫県 マンガ家になりたい！！ ひより 10

兵庫県 モデルになりたい なつき 10

兵庫県 モデルになりたい。 つきか 10

兵庫県 ユーチューバーになりたい 梓 10

兵庫県 ユーチューバーになりたい まこ 10

兵庫県 料理名人になりたい のん 10

兵庫県 レゴで、臣大な木を作りたい。 くまるき 10

兵庫県 レゴでいろんな物を作りたい！ いぶき 10

兵庫県 私の将来の夢はトリマーになりたいです。動物たちを気持ちよくしてあげたいです。 ほのみん 10

兵庫県 aD育成わくに入る ゆう〇 11

兵庫県 JRの会社に就職したい。 福田 11

兵庫県 TVにでたい ミナ 11

兵庫県 TWICEのライブに行きたい アイスクリーム 11

兵庫県 TWICEみたいになりたい。 まお 11

兵庫県 あたまがよくなりたい ハムハム 11

兵庫県 あたまがよくなりたい良くなって勉強を教えてあげられるようになりたい！ アイアイ 11

兵庫県 頭がよくなりますように。 みっちゃん 11

兵庫県 頭がよくなるようになりたい ミッキー 11

兵庫県 頭のいい高校や大学に行きたい！ いけちゃん 11

兵庫県 アナウンサーになりたい しょう 11

兵庫県 いい会社にいきたり 稜人 11

兵庫県 いい会社に入りたい。 和志 11

兵庫県 医学を使った仕事 アイバ 11

兵庫県 医者になりたい ジャパン 11

兵庫県 医者になりたい！ おにぎりせんべい 11

兵庫県 いしゃになりたい(びょういん)になりたい しょう 11

兵庫県 医者になります！ いおり 11

兵庫県 イスラエルでITシステムの企業家になりたい 拓ちゃん 11

兵庫県 インテリアコーディネーターになりたい こころ 11

兵庫県 宇宙飛行士になりたい きひと 11

兵庫県 宇宙飛行士になりたい
Mr,keigoアイウエオ

DX.COMwww
11
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兵庫県 うんどう会で組み体そうを成功させたい ゆうと 11

兵庫県 英検をコンプリートすること こうた 11

兵庫県 栄養士さんになりたい しょう 11

兵庫県 大金持ちになりたい！ 真っ茶 11

兵庫県 おかしメーカーに就職する！！ 琉生 11

兵庫県 お金持ちになりたい ひーくん 11

兵庫県 お金持ちになりたい！ おの 11

兵庫県 億万長者になって、幸せになりたい！ かつP 11

兵庫県 お寺のじゅうしょくになりたい なる 11

兵庫県 お花屋さんになりたい るね 11

兵庫県 思いやりのある人になります！！ りん 11

兵庫県 お金もちになりたい。 なおや 11

兵庫県 快適なすまいをつくる！！ 無双奥義完全主義者 11

兵庫県 歌手・シンガーソングライターになりたい アイスクリーム 11

兵庫県 学校の先生になりたい しょう 11

兵庫県 学校や幼稚園の先生になりたい。 くっちゃん 11

兵庫県 空手家になりたい DJ風 11

兵庫県 空手で最強になる。 壮真 11

兵庫県 かんごしになりたい！ ことっぴ 11

兵庫県 かんごしになりたい。 すずな 11

兵庫県 気象予報士になってテレビにでたい。 ジョジサーン 11

兵庫県 気象予ほう士になりたい しょう 11

兵庫県 キャビンアテンダント ひな 11

兵庫県 キャビンアテンダントになりたい！！ ひな 11

兵庫県 近畿最大の運送会社！ 前ちゃん 11

兵庫県 キンプリに会いたい
ディズニープリンセスにな

りたい人
11

兵庫県 車のせいびしになりたい つかさ 11

兵庫県 けいさつかんになりたい しょう 11

兵庫県 警察官になりたい ともくん 11

兵庫県 警察になりたい。 鳥ちゃん 11

兵庫県 芸術関係の仕事につきたい。 マオ 11

兵庫県 ゲーマー たまお 11

兵庫県 ゲーマーになる AR.RikuTo 11

兵庫県 研究者になりたい！ やっさん 11

兵庫県 原爆がつかわれませんように はまだ 11

兵庫県 高校野球で甲子園に出たい！！ ながと 11

兵庫県 サッカー選手 はる 11

兵庫県 サッカー選手になってお金持ちになりたい タラバガニ 11

兵庫県 幸せになりたい。 悠貴 11

兵庫県 幸せになりたいです。 ゆうた 11

兵庫県 仕事に成功して幸せにくらしたい じゃがりこ 11

兵庫県 市長になりたい しょう 11

兵庫県 じゅう医さんになりたい！！ ゆま 11

兵庫県 じゅう医になりたい！ 小ニャキ 11

兵庫県 助産士になりたい！ いちご 11

兵庫県 女子サッカー選手になる！！ ゆら 11

兵庫県 書道の先生になりたい！ ポケモン好き 11

兵庫県 女優になりたい ゆい 11

兵庫県 人生をやりなおしたい りこぴんトマト 11

兵庫県 新聞記者になりたい。 N.T 11

兵庫県 水族館のイルカショーのトレーナー あつだいまおう 11

兵庫県 すしやさんになりたい しょう 11

兵庫県 せいびしになりたい。 つかさ 11

兵庫県 声優になりたい！ まりん 11

兵庫県 世界一のデザイナー りんごま 11

兵庫県 世界が平和になりますように 明音 11

兵庫県 世界中の人を平和にしたい！！ おたけ 11

兵庫県 世界に幸せを届ける人になりたい！ AYAKA 11

兵庫県 世界の平和がつづきますように 足立　大樹 11

兵庫県 世界をせいふくできる人間。 T-BoyのT-ya 11

兵庫県 先生になりたい！！ りょうくん 11

兵庫県 戦争がありませんように すず 11

兵庫県 体操選手になりたい！ まおっち 11

兵庫県 たくさんの人のやくに立つ仕事につきたい。 田田田田田田田田 11

兵庫県 食べ物を作る人になりたい しょう 11
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兵庫県 だれかのあこがれになっるような人になりたい でい 11

兵庫県 ダンサー めい 11

兵庫県 ダンサーになりたい！ メロン 11

兵庫県 ダンサーになりたい！ ストロベリー 11

兵庫県 ダンスでみんなを笑顔にさせたい ハマッチーズ 11

兵庫県 ダンスの先生になりたい！ タピオカ 11

兵庫県 ちゃんと永げるようになりたい。 柊太郎 11

兵庫県 ディズニーのキャスター みーみー 11

兵庫県 デザイナー ネコ好き 11

兵庫県 デザイナーになりたい ひまわり 11

兵庫県 デザイナーになりたい さっちゃん 11

兵庫県 デザイナーになりたい！ りんりん 11

兵庫県 デザイナーになりたいです！ みさき 11

兵庫県 テストでいい点がとりたい 黒メガネ 11

兵庫県 鉄道の運転士 ほびで 11

兵庫県 テニス選挙になりたい おおまほ 11

兵庫県 テニス選手になりたい ひなぼー 11

兵庫県 電車の運転士 くう 11

兵庫県 電車の運転士になりたい しょう 11

兵庫県 どうぶつえんのしいくいん てるき 11

兵庫県 動物園の飼育さんになりたい みくお 11

兵庫県 動物に関係する仕事をしたい ゆうか 11

兵庫県 動物の看護師になりたい！ 動物好き 11

兵庫県 ドッジボールのチームをつくって監督になる！！ コタ 11

兵庫県 ドラフト1位でプロ野球選手になる。 つよし 11

兵庫県 トリマーになってお金持ちになりたい。 くれは 11

兵庫県 鳥本さんといろんな温泉をめぐる。 米田 11

兵庫県 なんでもできるセレブ（大金もち）になりたい ハム太ろう 11

兵庫県 ネイリストになりたい！ かんちゃん 11

兵庫県 年ぽうがちょー高いプロ野球選手になりたい！ そうちゃん 11

兵庫県 パイロットになりたい！ F1カー好き 11

兵庫県 バスケットの選手になってめっちゃ有名になって、NBAに行く。 つっちー 11

兵庫県 バスケットボール選手 あおい 11

兵庫県 バスケでNBAに行って大活やくしたい！！そしてお金持ちになりたい。 みっつそう(八村) 11

兵庫県 バスケでNBAに行って八村塁選手とチームメイトになる。 いっずー 11

兵庫県 バスケの選手になりたい！ はる 11

兵庫県 バックダンサーになりたい！ ユカッチ 11

兵庫県 パティシェ みほ 11

兵庫県 パティシエになりたい！ アヤー 11

兵庫県 バトミントンのオリンピック選手になりたい こうのすけ 11

兵庫県 パン屋さんでパンをつくりたい！ えな 11

兵庫県 ピアノがうまくなりたい さくら 11

兵庫県 美人になって「じょゆう」になりたい

がっきーとれんれんと山

Pと山田りょう介に会い

たい人

11

兵庫県 美容師になりたいです。 ゆあ 11

兵庫県 普通に生きること 奏来 11

兵庫県 普通になりたい ひま 11

兵庫県 プリンセスになりたい ハム次ろう 11

兵庫県 プログラマーになって、ゲームをたくさん作りたい。 作太郎 11

兵庫県 プロゲーマー 上ちゃん 11

兵庫県 プロサッカー選手 ハルマドリード 11

兵庫県 プロサッカー選手になりたい！ ユッキー 11

兵庫県 プロサッカー選手になります！ そういちろう 11

兵庫県 プロのマンが家になりたい！ あら 11

兵庫県 プロ野球選手になり、大金持ちになれますように。 優芽 11

兵庫県 プロ野球選手になりたい！ 侑斗 11

兵庫県 プロ野球選手になりたい！ チェリオ 11

兵庫県 プロ野球選手になりたい！ レンタカー 11

兵庫県 平和な世界が続きますように ココナッツ 11

兵庫県 保育士かようちえんの先生になりたい りこ 11

兵庫県 保育しになりたい めい 11

兵庫県 保育士になりたい みうっち 11

兵庫県 保育士になりたい！ ふーちゃん 11

兵庫県 ぼくのしょうらいの夢は医者になることです。 さとけん 11

兵庫県 ぼくの夢は、プロサッカー選手になることです。 soccer12 11
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兵庫県 ボルダリングの選手 まさと 11

兵庫県 ますい科になりたい！ あずき 11

兵庫県 マンガ家 はると25世 11

兵庫県 マンガかになりたい みはる 11

兵庫県 マンガ家になりたい ミナ 11

兵庫県 みんながしあわせになるような世界になってほしい たいよう 11

兵庫県 メジャーリーガーになりたい フラッペ 11

兵庫県 もっと英語を勉強して、外国で働きたいです。 とっきー 11

兵庫県 野球がうまくなりたり。 正典 11

兵庫県 野球選手になりたい！ 野球好き 11

兵庫県 やさしい人、信頼してもらえる人になりたいです！ ゆき 11

兵庫県 ユーチツバになりたい しょう 11

兵庫県 ゆう名なダンサーになる さわわ 11

兵庫県 有名なバイオリニストになりたい！ 犬好き 11

兵庫県 ようちえんの先生になりたい！ えこ 11

兵庫県 りゅう学 ゆめ 11

兵庫県 料理が上手になりたい ひなせ 11

兵庫県 笑って生きていくこと。 りょうちゃん 11

兵庫県 NBAプロバスケットボール選手になりたい イナ 12

兵庫県 USJの従業員になりたい ゆうき 12

兵庫県 アカデミー賞をとる！！ サトゥー 12

兵庫県 医者になりたいです！ みやぞん 12

兵庫県 イラストレーターになりたいです キノ 12

兵庫県 入江陵介選手みたいな水泳選手になりたい こうま 12

兵庫県 いろいろなお芝居が出来る女優 あいか 12

兵庫県 宇宙飛行士になりたい 上垣内 12

兵庫県 英語が話せるようになりたい！ 夢果 12

兵庫県 大金持ち りほこ 12

兵庫県 大金持ちになりたい。 修斗 12

兵庫県 おもちゃ会社の社長になりたい！！ みな 12

兵庫県 会社の社長になりたい たなひ 12

兵庫県 科学者になる！！ りょう 12

兵庫県 かんごしか学校の先生になりたい ひーちゃん 12

兵庫県 看護師になりたい！ おっとっと 12

兵庫県 かんごふさんになりたい。 ゆきあ 12

兵庫県 芸人になりたい さとき 12

兵庫県 ゲーマーになりたい AR.Rinku 12

兵庫県 ゲームクリエイターになりたい！ おうた 12

兵庫県 建設会社のサラリーマン エビおいしい 12

兵庫県 サッカー選手になりたい！ 阜我 12

兵庫県 サッカー選手になりたい！ はっせ 12

兵庫県 サッカー選手になりたい！ ココナッツ 12

兵庫県 サッカー選手になりたい！ オニオン 12

兵庫県 サッカー選手になりたい。 YUTA 12

兵庫県 サッカー選手になりたい。 大猿 12

兵庫県 サッカー日本代表になって、バルセロナに入る。 hummel 12

兵庫県 サッカーのA代表のキーパーになる！！ グチの口山 12

兵庫県 サラリーマンになりたい あっしー 12

兵庫県 幸せになりたい！ ともきやダンスなう 12

兵庫県 しかいんになりたい。 うらら 12

兵庫県 社会に役立つ仕事をしつつ、野球を続けたい！！ ショウ 12

兵庫県 助さん師さんになりたい。 さわ 12

兵庫県 人類初の有人火星探査に参加したい おなべ 12

兵庫県 水泳選手になりたい。 のぶたい 12

兵庫県 スタイリスト　ほいくし みーちゃん 12

兵庫県 すてきな人 みつ 12

兵庫県 大工　みんなのえがおがみたい。 ゆず 12

兵庫県 たくさんの笑顔をつくれる人になりたい。 菜々子 12

兵庫県 食べ物の店をけいえいする人になりたい たっちゃん 12

兵庫県 だれからでも信頼されるようになりたい！ あやね 12

兵庫県 ダンスの先生になりたい！ ちゅら 12

兵庫県 ダンスの先生になりたい！！ ようよう 12

兵庫県 デザイナーになりたい！ はるか 12

兵庫県 哲学者もしくはマンガ家になる！！ 少女　彩胡 12

兵庫県 テニスプレーヤになりたい！！ ポテトヘッド 12

兵庫県 でんしゃのうんてんし とも 12
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兵庫県 動物アレルギーだけど、動物に関わる仕事がしたい さららん 12

兵庫県 内閣総理大臣になりたい！！ パイナップル 12

兵庫県 なんでも治せる人になりたい かなみ 12

兵庫県 にん天堂での人になりたいです。 まーくん 12

兵庫県 ノーベル化学賞をとります。 山ちゃん 12

兵庫県 パン屋さんになりたい！！ ひま 12

兵庫県 パン屋さんになりたい。 さーこ 12

兵庫県 人の役に立って、何かの代表になりたい。 あやか 12

兵庫県 美容師になりたいです！ みーは 12

兵庫県 プロゲーマーになりたい。 まっつん 12

兵庫県 プロゲーマーになりたいです。 かい 12

兵庫県 プロサッカー選手 バルセロナ 12

兵庫県 プロサッカー選手になって海外で活やくしてバロンドールの選手になる MR 12

兵庫県 プロのバスケ選手になりたい 大 12

兵庫県 プロのバレーボール選手になりたい！ きい 12

兵庫県 プロ野球選手 髙垣 12

兵庫県 プロ野球選手になりたい！ たなぺい 12

兵庫県 プロ野球選手になりたい！！ しんみ 12

兵庫県 プロ野球選手になりたい！！ しゅうまい 12

兵庫県 プロ野球選手になりたいです。 たくちゃす 12

兵庫県 ぼくは、とがし選手のようなバスケット選手になりたいです ふじ 12

兵庫県 ポケモンアニメの声ゆうになりたい！ もくしゅーと 12

兵庫県 野球選手になりたい！！ 元大ま王・あきお 12

兵庫県 薬ざいしになりたい。 Juri 12

兵庫県 有名なダンサーになりたい。 ひら 12

兵庫県 ユニバのダンサーになりたい！ むう 12

兵庫県 陸上選手になりたい！！ しも 12

兵庫県 りっぱな大人 うっみん 12

兵庫県 バイキング屋さんになれますように ぽよたん 13

兵庫県 プロ野球選手　サッカー選手 村上蓮 13

兵庫県 幼稚園の先生になること みーさん 15

兵庫県 大きくなったらいしゃになりたい ヤマピー 16

兵庫県 ホームセンターになりたい りおん 16

兵庫県 そばやさん　学校の先生　とうふやさん　野球のコーチ せいこう 17

兵庫県 NBAのせんしゅになってダンクシュートきめたい。 もっちゃん ー

兵庫県 あいすやさんになりたい ー ー

兵庫県 アメフトでアメリカに行く！
西のはるかかなたにいる

アンパンマン
ー

兵庫県 宇宙旅行へ行きたい たんちゃん ー

兵庫県 えいがにでてみたい くうや ー

兵庫県 エレベーターの整備士になりたい ー ー

兵庫県 おおきくなったらほいくえんのせんせいになりたいです あかね ー

兵庫県 おじいちゃんになりたい かいせい ー

兵庫県 おすしあさんになりたいたい ー ー

兵庫県 おまつりやさんになりたい かいせい ー

兵庫県 かんごしになりたい さきほ ー

兵庫県 くだものやさんになりたい かいせい ー

兵庫県 けいさつかんになりたい ー ー

兵庫県 ケーキやさん ー ー

兵庫県 ケーキ屋さんになりたい さきほ ー

兵庫県 げえむになりたい ごうきくん ー

兵庫県 高校教師になる！！ You ー

兵庫県 コックさんになりたい！！ ー ー

兵庫県 サンタクロースになりたいです いとうやまと ー

兵庫県 さんぱつやさんになりたい ー ー

兵庫県 社長さんに人の為にできる事をします みんと ー

兵庫県 じゅいさん ー ー

兵庫県 しょうぼうしゃになりたい ー ー

兵庫県 じょう報センター職員　警察官 ふじな(HV) ー

兵庫県 しんかんせんのうんてんしゅになりたい ふうま ー

兵庫県 しんのすけになりたいです。 ー ー

兵庫県 世界の平和が続きますように。 ともや ー

兵庫県 せんせいになりたい さきほ ー

兵庫県 先生になれますように わかちゃん ー

兵庫県 体操選手になりたい ひまり ー

兵庫県 ちゅきのひとになりたい かいせい ー
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兵庫県 テニスプレイヤ のぶ,げん ー

兵庫県 電車のしゃそうさんになれますように ー ー

兵庫県 どうしてもハムスターがかいたい ー ー

兵庫県 とうめんにんげんになりたい かいせい ー

兵庫県 とかげはんたあになりたい ひろもとそうた ー

兵庫県 にんじゃになりたい ごうきくん ー

兵庫県 バスケット選手になりたい もえか ー

兵庫県 ぱていしえなりたい あお ー

兵庫県 ぱていしえなりたい はる ー

兵庫県 ぷろやきゅうになりたいです りょうたろうくん ー

兵庫県 へんなひとになりたい かいせい ー

兵庫県 マンガ家 ー ー

兵庫県 マンガ画になりたい せいこ ー

兵庫県 やきゅうせんしゅになりたい 莉見 ー

兵庫県 やきゅうのぷろになりたいです しん ー

兵庫県 ユウチューバーになりたい！ あやの ー

兵庫県 有名なピアニストになりたい。 ー ー

兵庫県 りっぱなかんごしになれますように！ みさき ー

奈良県 宇宙に行きたい そうご 4

奈良県 おいしゃさんいなりたいです るりな 5

奈良県 アイドルになりたい ちひろ 6

奈良県 トヨタで働いて車を作りたい かなと 6

奈良県 僕がいろんな人を話せるようになりますように。 ゆう 6

奈良県 えがおがすてきなげいのうじんになりたいです とこちゃん 7

奈良県 おいしゃさんになりたい 小畑茉奈美 7

奈良県 消防士さんになりたい こうすけ 7

奈良県 凄腕プログラマー&マイクラで注目を浴びれるようになりたい！ Rya 7

奈良県 まんがになりたいです さらぴょん 7

奈良県 モデルになりたい かんな 7

奈良県 みんなにいっぱいわらってほしいからおわらいげいにんさんになりたい。 はなな 8

奈良県 体操でオリンピックに出て金メダルを取る。 春翔 9

奈良県 バスケ選手 たかと 9

奈良県 保育所のせんせいになりたい。 りおな 9

奈良県 お医者さん双子でも将来の夢は違うよ リオリオス 10

奈良県 小学校の先生 なお 10

奈良県 パラリンピックに行って金メダルをとること りーちゃん 10

奈良県 野球選手になりたい。 俺さまレオせきず 10

奈良県 サッカー選手になってなでしこジャパンで活躍したい！ すずな 11

奈良県 人を笑顔にできるダンサーになりたい Lyra 11

奈良県 設計士かだいくさんになりたい こー 12

奈良県 ファッションデザイナーになりたい。 ここな 12

和歌山県 お医者さんになりたい こうき 3

和歌山県 ケーキ屋さんになりたい のんすけ 3

和歌山県 パパとトーマスになりたい。 あっくん 3

和歌山県 ねるねる屋さんになりたい！ シエルタ 5

和歌山県 幼稚園の先生になりたい。いないいないばあのわんわんとうーたんとテレビに出たい yuna 5

和歌山県 池江選手のような水泳選手にになってオリンピックに出る さき 6

和歌山県 かふぇではたらきたい！ かほ 6

和歌山県 けいさつかんになりたい らいあ 6

和歌山県 けいさつになりたい けいと 6

和歌山県 ゆうびんやさんになりたい さわ 6

和歌山県 おとなになってスイカやさんになりたい なお 7

和歌山県 けいさつかんになりたい！ 中にしまなと 7

和歌山県 でっけいかいぞく王になりたいです。 ときや 7

和歌山県 テニスで1いになりたい！ 小いけあい 7

和歌山県 ドクターヘリに乗り医師を支えるフライトナースになる。 アヤメ 7

和歌山県 としょかんのひとになりたい。 あいり 7

和歌山県 はんしんのせんしゅになりたい いけもと 7

和歌山県 プロ野球選手になりたい。 けんしん 7

和歌山県 ペットやさんになりたい。 こはる 7

和歌山県 ほいくえんの先生になりたい！ ふじ田 7

和歌山県 おい者さんになりたい！ ももちゃん 8

和歌山県 けいさつ官になりたい こっちゃん 8

和歌山県 ケーキ屋さんになりたい しゅり 8

和歌山県 サッカーせんしゅになりたい！ しらきゆたか 8

和歌山県 サッカーせんしゅになりたい！ 春き 8
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和歌山県 サッカーでぜんこくたいかいへいきたいです。 こうすけ 8

和歌山県 しごとをする りお 8

和歌山県 びようしさんになりたい りこ 8

和歌山県 ペットやさんになりたい！ あや 8

和歌山県 マンガ家になりたいです。 さっくん 8

和歌山県 ローソンの店員さんになりたい まっさん 8

和歌山県 県立自然博物館　学芸員になって和歌山モササウルスを調べる。 さき 9

和歌山県 県立自然博物館　学芸員になって和歌山モササウルスを調べる。 さき 9

和歌山県 サッカーせんしゅになりたいです。 そら 9

和歌山県 たっきゅうせん手になりたい みーちゃん 9

和歌山県 たっきゅうせん手になること。 中村魁志 9

和歌山県 保育園の先生になりたい かなちゃん 9

和歌山県 本を書く人になりたい！ 田中そうま 9

和歌山県 うどんやではたらく もっちゃん 10

和歌山県 音楽の先生になりたい。 ふう。 10

和歌山県 看護師 まいっち 10

和歌山県 看護師 やっちゃん　あや 10

和歌山県 看護師 りっちゃん 10

和歌山県 看護師なりたい あーちゃん 10

和歌山県 かんごしになる事 かりんぴ 10

和歌山県 競輪選手になるぞ！ あんこっちプロゲーマー 10

和歌山県 けいりんのかんとくになりたい きたっち 10

和歌山県 ケーキやさん あいか 10

和歌山県 サッカー選手になりたい！ ゆうと 10

和歌山県 サッカー選手になりたいです。 悠真 10

和歌山県 市役しょに入りたい ユウキ 10

和歌山県 将来の夢はお寿司屋さんです、理由は料理が上手くなりたいからです。 小松志龍 10

和歌山県 世界一のバスケット選手になてトロフィーをもちたい！ ゆう４０ 10

和歌山県 空を飛びたい なべ 10

和歌山県 体操選手になりたいです。 矢出 10

和歌山県 ダンサーになりたい ももっち 10

和歌山県 つりぐ屋になりたいです 中岡廉 10

和歌山県 デザイナーになって有名になる つぐみ 10

和歌山県 農業をすること こったん 10

和歌山県 走るのがもっと速くなりたい 姫歩 10

和歌山県 ファッションデザイナーになりたい 若林伶奈 10

和歌山県 ペットショップの店員 ねねっち 10

和歌山県 ペットショップの店員 つるなゆうり 10

和歌山県 みさと天文台で働きたい 山下　ゆい 10

和歌山県 やくざいしで働く なおっチ　なっちゃん 10

和歌山県 ユーチューバーになりたい しょうちゃん 10

和歌山県 有名人になりたい。 天才オーマイキー 10

和歌山県 ようちえんのせんせいになりたい 准奈 10

和歌山県 幼稚園の先生になりたい さっちゃん 10

和歌山県 ようち園の先生になりたい。 なっつ 10

和歌山県 ー ゆきい 10

和歌山県 アナウンサーになりたい！ A.M 11

和歌山県 生き物の博士になりたい あっキー 11

和歌山県 イラストレーター うらっち 11

和歌山県 エンジニアになって色々なひとをたすけたい。 しらすどん 11

和歌山県 億万長者になりたい れい 11

和歌山県 お父さんお母さんに恩返しできる人間になりたい kei 11

和歌山県 大人になってホホジゾザメをつかまえたい ひゅうが 11

和歌山県 科学者になります タカピー 11

和歌山県 カッコイイ自転車に乗って、世界各地にいきたい あっキー 11

和歌山県 かんご師になりたい！ 莉瑚 11

和歌山県 警察官になりたい あやの 11

和歌山県 警察官になりたい せりか 11

和歌山県 警察官になりたい。 成翔 11

和歌山県 結婚式関係の仕事がしたい。 ゆっちゃん 11

和歌山県 建設会社で働きたい！ エイ 11

和歌山県 県道で優勝する 池ちゃん 11

和歌山県 サッカー選手になりたい 凌佑 11

和歌山県 自分でお店をを開きたい！でもほかにもたくさんやりたい職業が、 すずちゃん 11

和歌山県 将来、旅をしたい。 篤弥 11

和歌山県 女優やアイドル あいっち・あっちゃん 11
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和歌山県 女優をしながらまん画を描きたい！！！！ あんり 11

和歌山県 水泳選手になりたい 彗星 11

和歌山県 スタイリストになりたい あみ 11

和歌山県 声優になりたい！！ らうマイ 11

和歌山県 大工か美容師になりたい ヨハンソンジュニア 11

和歌山県 大工になりたい 愛虎 11

和歌山県 卓球選手になりたい あおい 11

和歌山県 たっきゅう選手になりたい。 ジョータロウ 11

和歌山県 ちょっとした農業 りなっピ 11

和歌山県 デュエマ(カードゲーム)を作る人になりたい デッキー 11

和歌山県 東大生になりたい 浜端 11

和歌山県 動物と触れ合う仕事につきたい！ ドリフト 11

和歌山県 都会でバリバリ働きたい！ A.M 11

和歌山県 ドラクエ１０の強いボスをたおしたい かれたもやし 11

和歌山県 ネイリストになりたい あみ 11

和歌山県 バスケット選手になりたい あきま 11

和歌山県 パティシエになりたい。 千優 11

和歌山県 バンドくんでギタリストとボーカルになる みかん 11

和歌山県 人をよろこばせる仕事がしたい。 チョコ 11

和歌山県 ファッションデザイナーになりたい！ サニー 11

和歌山県 服屋さんになりたい！ からあげ 11

和歌山県 プロゲーマーになりたいです イレブン 11

和歌山県 プロサッカー選手になってワールドカップに出場する。 そうた 11

和歌山県 プロレスラーになりたい てつき 11

和歌山県 ペットショップで働きたい みー 11

和歌山県 ホテル王になりたい HKは３８０４２ 11

和歌山県 珍しい鳥になりたい ひゅうが 11

和歌山県 薬剤師さんになりたい１ まや 11

和歌山県 やさしい人 吏 11

和歌山県 ユーチューバーになって世界を「笑」でうめる！ めめいん 11

和歌山県 ユーチューバーになりたい 風助 11

和歌山県 ユーチューバーになりたい。 海音 11

和歌山県 陸上選手になりたいです。 田中斗亜 11

和歌山県 漁師かプロ野球選手になりたい。 おぼっちゃま 11

和歌山県 レアルマドリードに入って活躍したい クリスティアーノ・ロナウド 11

和歌山県 イラストレーター ゆうか 12

和歌山県 カッコイイ自転車に乗って、世界各地にいきたい 魔王 12

和歌山県 看護師になりたい 彩音 12

和歌山県 ケーキ屋さんになりたいです。 莉央菜 12

和歌山県 ネイルアーティスト ゆうか 12

和歌山県 パティシエールになりたい あゆみ 12

和歌山県 美容師になりたい！ ジャニーズ好き 12

和歌山県 プロ野球選手になりたい！これが僕の夢です。 魔王 12

和歌山県 有名なモデルになりたい 美愛 12

和歌山県 足をもっと速くする。 ー ー

和歌山県 剣道の選手になる ー ー

和歌山県 タバコやをやりたい 山本ゆう大 ー

和歌山県 まんがかになりたいです。 澤田愛乃音 ー

和歌山県 ー ー ー

鳥取県 宇宙人になりたい！ キコ 4

鳥取県 フライトドクターになってドクターヘリに乗って人命を救いたい ひー 4

鳥取県 仮面ライダーになりたい。 SOGO 6

鳥取県 ドクターイエローの運転手 SHIYUI 7

鳥取県 野球選手になってホームランを打ちたい！ リッキー 7

鳥取県 小物作家＆ショップopen YUKU 9

島根県 航空自衛隊のパイロットになりたい ひろつぐ 7

島根県 科学者 Bou Ningen 8

島根県 建築士！ガンダムが住める家をつくる！ れんぽん 8

島根県 リハビリの先生になっていろいろな人を治したい ニコ 9

島根県
わたしの「ゆめ」は…トリマーになることです。よごれている動物をピッカピカにして犬やねこの気持ちもすっきりさして

あげられるトリマーをめざします。
木村和花 ー

岡山県 うたのお姉さんになる ぎんなん 2

岡山県 仮面ライダー！スーパー戦隊 りん 2

岡山県 シンデレラになる ことり 3

岡山県 ディズニーランドの中のショップでレジ打ちしたい あすあすみらい 3

岡山県 ウルトラマン こうへい 4
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岡山県 消防士さん こうた 4

岡山県 アイスクリーム屋さんか花屋さんになりたいです しげいゆき 5

岡山県 サッカー選手になりたいです。女子サッカーで世界にいきたい！ ちまき 5

岡山県 アイスやさんになりたい のぶはらみう 6

岡山県 かふぇおれやさんになりたい。 にいに 6

岡山県 かんごしになりたい ぴかちゅう 6

岡山県 げんばかんとく はると 6

岡山県 地道に働くサラリーマンになりたい トム 6

岡山県 消防士さん ゆずき 6

岡山県 美容師さんになりたいです！ かたやまゆ 6

岡山県 ファッションスタイリストになりたい あすか 6

岡山県 ようちえんのせんせいになりたい エルマーエルマ 6

岡山県 アイドルになりたい まおり 7

岡山県 いろんなものをつくること たくま 7

岡山県 おはなやさんになりたい。 まなみ 7

岡山県 かんごし りん 7

岡山県 ごはんやさんのてんいんさんになりたい ひより 7

岡山県 サッカーのプロになりたい。 しん 7

岡山県 じゅういさんになりたい。 にこる 7

岡山県 タコ焼き屋、科学者、お医者さん、野球選手 みなと 7

岡山県 でん者のうんてんしになりたい はるき 7

岡山県 でんしゃの会社の人になりたい げんき 7

岡山県 一級建築士なって立派な家を建てること。 Hokaze 8

岡山県 絵をうまく書きたい。 るか 8

岡山県 かめらマン も 8

岡山県 かんごしさん なっちゃん 8

岡山県 かんごしになりたい！ ゆうな 8

岡山県 警察官 あやと 8

岡山県 警察官 ショウ 8

岡山県 警察官 ショウ 8

岡山県 けーきやさん そめちゃん 8

岡山県 ゲームを作る人 ショウ 8

岡山県 サッカーせんしゅになりたい メッシ 8

岡山県 サッカーせんしゅになりたい。 るか 8

岡山県 すいえいせんしゅになりたい まなと 8

岡山県 大工になりたい ジョージ 8

岡山県 デザイナーになりたい。 さな 8

岡山県 バスケットせんしゅ けいちゃん 8

岡山県 服のデザイナーになりたいです。 みゆう 8

岡山県 ほいくし なあちゃん 8

岡山県 ぼくの歯並びを治してくれた先生のような矯正歯科医になりたい ともくん 8

岡山県 漫画家 りこ 8

岡山県 ゆうびんやさんになりたいな！ さら 8

岡山県 わたしはケーキやさんにありたいです。 のぞみ 8

岡山県 （フィッシャーズ）シルクになりたい！ なおき 9

岡山県 、あんがか まんつか 9

岡山県 DIYの商品を自分の店で売る ちっぴーDX 9

岡山県 イラストレーター りー 9

岡山県 イラストレーターかケーキ屋になりたい めい子 9

岡山県 絵がうまくなりたい とらちゃん 9

岡山県 おいしゃさん あおい 9

岡山県 大きな大人になりたい えんちゃん 9

岡山県 お金持ちになりたい みっかー 9

岡山県 お金持ちになりたい。 にんにくパンチ 9

岡山県 画かになりたい！！ ティラノサウルス 9

岡山県 カフェの店員 ゆずのき 9

岡山県 かみきりやさん まじょ 9

岡山県 かんごし ほのか 9

岡山県 かんごしになりたい あやね 9

岡山県 けいさつかん なみ 9

岡山県 けいさつかんになりたい。 塩谷 9

岡山県 ケーキ屋さんになりたいです。 ゆうこ 9

岡山県 ケーキ屋さんをけいえいしたい！ ゆきえ 9

岡山県 ケーキやになりたい 結 9

岡山県 作家になりたい 三宅 9

岡山県 数理学者になってDNAの新しい発見をしたり、IPSさいぼうについてしらべたりしたい。 あかつきほ 9
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岡山県 世界旅行 カカロット 9

岡山県 大工 ぐーちゃん 9

岡山県 ダンス教室の先生 とっぺ 9

岡山県 ダンスのコーチ ちょんまげ 9

岡山県 デザイナーになりたい あんな 9

岡山県 電気かんけいしゃになりたい。 岩本康平 9

岡山県 トリマーになりたい！ コロネ 9

岡山県 日本一周旅行 あいりんりん 9

岡山県 バイトをしたい ようかん 9

岡山県 バスケ選手 つぼつぼ 9

岡山県 バスケット選手 ケンタロス 9

岡山県 バスケで全国大会にいきたい！ ゆあ 9

岡山県 パティシェ 花子 9

岡山県 びよういん い 9

岡山県 びようしさんになりたい！ ねーき 9

岡山県 服をデザインする人になる あさひ 9

岡山県 古生物学者 c 9

岡山県 プロ野球選手 友友 9

岡山県 プロ野球選手になりたい カッター 9

岡山県 保育教師 かぼちゃ 9

岡山県 ユーチューバー 矢尾っち 9

岡山県 ゆうめいなパティシェになりたいです。 かりんこ 9

岡山県 ロボットのかがく者になりたい！ たつき 9

岡山県 歌って踊れる女優さんになることです。 IROHA 10

岡山県 『本』に関する仕事がしてみたい。 いちご 10

岡山県 NBAリーグ ひづき 10

岡山県 USJではたらきたい！ ゆうちゃん 10

岡山県 USJのダンサー 七夕 10

岡山県 医者になりたい。 めとる 10

岡山県 医者になる事、オーロラを見ること。 Yukumno 10

岡山県 イラストレーターになりたい！！ Ichika 10

岡山県 イラストレーターになりたい。 なくろん 10

岡山県 イラストレーターになりたい。 みかん 10

岡山県 いろんな所を旅でしたい。 関山裕心 10

岡山県 絵本作家になりたい。 まこ 10

岡山県 おおがね持ちになりたい。 チンアナ５ 10

岡山県 お金持ちになりたい。 そうそう 10

岡山県 学校の先生になりたい のどか 10

岡山県 がらすやになりたい！ みかん 10

岡山県 空手で黒帯になりたい！！ 明樹 10

岡山県 看護師になりたい！ くうちゃん 10

岡山県 きゅうりょうのいいかいしゃにはいりたい。 れん 10

岡山県 けいさつかん ピカチュウ 10

岡山県 警察官になりたい ユッキー 10

岡山県 ゲームを作る人になりたい。 ゲーム人 10

岡山県 建築士 なな 10

岡山県 建築士 なな 10

岡山県 心が強くなりたい たにし 10

岡山県 魚クンの弟子 小魚クン 10

岡山県 魚のおせわをしたい たくみ 10

岡山県 サッカー選手 ゆうや 10

岡山県 サッカー選手ゴールキーパー 心聖 10

岡山県 サッカー選手になりたい！！ ネイマール 10

岡山県 作家になりたい チョコ 10

岡山県 小説家になりたい。 クロ 10

岡山県 身長が高くなりたい！ ぶどう 10

岡山県 水泳選手になりたい！ りゅう子 10

岡山県 水泳選手になりたい！ にんじん 10

岡山県 先生になりたい。 ゆいな 10

岡山県 大工さん 隆 10

岡山県 大工になりたい 大河 10

岡山県 たんてい バッククロージャ 10

岡山県 つり人になりたい 人 10

岡山県 デザイナーになりたい ゆあ 10

岡山県 テストで100点を取りたい 冬月 10

岡山県 テニスがうまくなりたい ななしのごんべい 10
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岡山県 搭乗する人や物を安全に目的地に運べるパイロット かな 10

岡山県 動物園を造りたい。 いっくん 10

岡山県 とにかく長く生きたい！！（140） エラこきゅう 10

岡山県 内科医になりたい！ ゴリピー・ 10

岡山県 内科医になりたい。 山﨑智景 10

岡山県 農家になりたい。 ゆっちゃん 10

岡山県 パティシェになりたい！ あっちゃん 10

岡山県 パティシェになりたい。 まなちゃん 10

岡山県 プロ野球 ナルト 10

岡山県 プロ野球選手になりたい 亮太 10

岡山県 プロ野球選手になりたい。 S.K 10

岡山県 ホッケー日本代表の選手になってオリンピックに出場する！ みっちー！ 10

岡山県 野球選手になりたい！ バンソーコー 10

岡山県 やくざいしになりたい さわ 10

岡山県 薬ざい士になりたい ゆり 10

岡山県 ラーメン屋の店長 ばばっち 10

岡山県 ラテアートの仕事につきたい れっちゃん 10

岡山県 ラテアートをする人になりたい りさ 10

岡山県 ラテアートを作る人になりたい チップ 10

岡山県 陸上選手になりたい！ テカテカ 10

岡山県 漁人になりたい。 トム 10

岡山県 ロボット技師になりたい 馬丘 10

岡山県 Jリーガーで活やくしたい！ 輝大 11

岡山県 NBA選手になりたい！ 晃雅 11

岡山県 アイドルになってみんながえがおになる曲をつくる！ サファイア 11

岡山県 医療関係の職業につきたい！ りんご 11

岡山県 馬に関係ある仕事をしたい あんちゃん 11

岡山県 馬のちゅうきょうし るう子 11

岡山県 大金持ちになりたい！ まち 11

岡山県 お金持ちになって地球一周旅行したい ピーマン 11

岡山県 億万長者になりたい！！ きし 11

岡山県 億万長者になりたい。 Mr.meron 11

岡山県 科学者になりたい！ N.H 11

岡山県 科学者になりたい。 昇太郎 11

岡山県 金もちになりたい あああああ 11

岡山県 かんごし YUMI 11

岡山県 かんごしになりたい ゆずポン 11

岡山県 きゃく本家になりたい アイサ 11

岡山県 車のしゅうりの人 明輝 11

岡山県 ゲームであそぶ人 みっつー 11

岡山県 ゲームを作る人になりたい もやし 11

岡山県 工場長になりたい！ カッターナイフ 11

岡山県 サッカー選手になって活躍すること。 ウータン 11

岡山県 サッカー選手になりたい ビン 11

岡山県 サッカー選手になりたい 瑠 11

岡山県 サッカー選手になりたい あいと 11

岡山県 サッカーもやりばがらプロゲーマーになりたいです。(一応バイオリンも) しゅうまい 11

岡山県 自分の夢　映画監とく 優太 11

岡山県 自分の夢　花屋さん　みんなによろこんでもらうため うめ 11

岡山県 自分の夢　プロホッケー選手をしながらサラリーマン テルキーマン 11

岡山県 ジャニーズのマネージャーになりたい ジャニオタ 11

岡山県 受験に・・・合格する！ じゃんぽん♡ 11

岡山県 小説家になりたい。 ゆうが 11

岡山県 小説家になる トミー 11

岡山県 水泳の選手になりたい はるっち 11

岡山県 水族館で働きたい。 ミッキー 11

岡山県 水族館の職員になりたい！！ ジンベエザメ 11

岡山県 スーパーではたらきたい！！ ゆか 11

岡山県 すてきな大人になっていつかは、死にたい。 K・T 11

岡山県 世界の舞台に立てるソロギタリスト ナカジソ 11

岡山県 大学生になるまでにかの女をつくる。 よねープ 11

岡山県 だいくさんになりたい ニャンコ 11

岡山県 沢山の人を笑顔にするミュージカル女優 ともか 11

岡山県 沢山の人をおしゃれにする美容師さん すう 11

岡山県 楽しく生きる人 こっちゃん 11

岡山県 ダンサーになりたい まなちゃん 11
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岡山県 ダンサーになりたい。 田りお 11

岡山県 調理人になりたい！ グミ 11

岡山県 長生きしたい！ こいち 11

岡山県 バスケットボールになりたい 元気 11

岡山県 パティシェ KANNA 11

岡山県 パティシエになりたい。 るか 11

岡山県 パテシェになりたい！ れいか 11

岡山県 花屋になりたい くう 11

岡山県 バレーボールが上手くなりたい もえ 11

岡山県 パン屋さん さくらんぼ 11

岡山県 人の役に立つこと はーちゃん 11

岡山県 人の役に立つ仕事(長生きして、幸せになる) まなこ 11

岡山県 人を助ける仕事をする！ ゆな 11

岡山県 美容師になりたい。 由依 11

岡山県 ファジアーノに関わる仕事がしたい。 おいも 11

岡山県 ファッションデザイナーになりたい！ なっとり 11

岡山県 プールで上手に泳げるようになりたい。 モモ 11

岡山県 プールでしんきろくだしたい 名なしさん 11

岡山県 プロサッカー選手になってゴールを決める。 スアレス 11

岡山県 プロテニス選手 さ 11

岡山県 プロ野球選手になりたい！！ 陽 11

岡山県 ペットショップではたらきたい こと 11

岡山県 ペットショップの店員になりたい バスケ 11

岡山県 ペットトリマーになりたい！ スヌーピー 11

岡山県 弁ごしになりたい！ カッパやんきー 11

岡山県 保育児 らいらい 11

岡山県 僕はゲームを作る人になりたい！ ニッシー 11

岡山県 ホッケー選手になる 悠生 11

岡山県 マンガ家になる！ チロル 11

岡山県 まんがか家

へいぼんな生活を送っ

ている人間のような火

星人

11

岡山県 まんがかになりたい なつみ 11

岡山県 マンガ家になりたい！ ルル 11

岡山県 みんなからあこがれるステキな大人になりたい！ さーちゃん 11

岡山県 ラーメン屋で働きたい！ 頭の毛 11

岡山県 ロボットを作る人になりたい。 ひろと 11

岡山県 dancer Airi 12

岡山県 頭が良くてイケてる大金持ちの男になる！ かりんとう 12

岡山県 頭が良くてイケてる女になる！ ジュリエット 12

岡山県 医りょう関係の仕事につきたい！ りい 12

岡山県 科学者になりたい やみ 12

岡山県 警察官になりたい！ コナン 12

岡山県 ゲーマーになってYoutubeではいしんしたい。 Dolphin(ドルフィン) 12

岡山県 神戸マラソンを走る ラーメン 12

岡山県 国立のかんごし まっつん 12

岡山県 国家公安委員会の人になりたい 山ちゃん 12

岡山県 自分の家が欲しい しょうちゃん 12

岡山県 人生楽しめる人になりたい うどちゃん 12

岡山県 世界一バカになりたい。 ヨッシー 12

岡山県 石油王になりたい。 歌かるた 12

岡山県 セレブになりたい！ ほなみ 12

岡山県 空が飛べるようになりたい！ あおちゃん 12

岡山県 そろばんの先生になりたい。 モーリー 12

岡山県 高れい者相談しになりたい。 ユッキー 12

岡山県 楽しい人生を送りたい。 ひめちゃん 12

岡山県 地球でおこるほんの少しのことでもいいから変えられるような人になりたい！ ていてん 12

岡山県 農家になりたい！ 鳥太郎七 12

岡山県 バドミントン選手 かんな 12

岡山県 野球選挙 マッキー 12

岡山県 社長になって、僕と同様の発達障害で悩んでる人達が快適に働ける会社を設立する！ クワガタが好き 15

岡山県 科学者とかになりたい！！ お料理 ー

岡山県 ゲームをつくる人 たっちゃん ー

岡山県 フラワーデザイナー、べんごし、さどう花、バーチャルキャラクターを作る人 じーきー ー

広島県 あんぱんまんになりたい さと 2

広島県 宇宙飛行士になってロケットに乗る わっくん 3
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広島県 かあさんになりたい そうし 3

広島県 ー たける 3

広島県 ウルトラマンになりたい さく 4

広島県 お花屋さん　幼稚園の先生 ゆい 4

広島県 仮面ライダーゲイツになりたい かずと 4

広島県 きょうりゅう ゆうま 4

広島県 しんかんせんにのる いしだはやき 4

広島県 せんせいになれますように ひなた 4

広島県 パトカーと白バイに乗ること こっこちゃん 4

広島県 ぷりきゅあになりたい あいはらちさと 4

広島県 うちゅうひこうしになりたい やなりいっしん 5

広島県 おまわりさんになること しゅうや 5

広島県 仮面ライダーになりたい ゆうと 5

広島県 がんだむすきになる ひろき 5

広島県 大好きなカープの選手になりたい。 りく 5

広島県 にんじゃになりたい くさかひろき 5

広島県 パン屋さんになりたい りお 5

広島県 フィギュアスケートのせんしゅになりたい ひめよ 5

広島県 ぷりきゅあになりたい かほ 5

広島県 ぺっとしょっぷやさんになりたい ゆき 5

広島県 やきゅうせんしゅ ともはる 5

広島県 ようちえんのせんせいになりたいです はるの 5

広島県 あいどるになりたい！ あやみ 6

広島県 あいどるになりたい！ ゆずほ 6

広島県 あいどるになりたい。ぴあのせんせいになりたい。すいえいのせんしゅになりたい！！！ マオ！！ 6

広島県 おいしゃさんいなりたい さゆ 6

広島県 おいしゃさんいなりたい！ ももこ 6

広島県 おいしゃさんになりたい おおた　ゆずき 6

広島県 おおきくなったらかがくしゃになりたいな。 おがわゆず 6

広島県 おおきくなったらばすけっとせんしゅになりたい ゆうた 6

広島県 おおきくなったらパティシエになりたいです。 ひろさわのぞみ 6

広島県 おおきくなったらほいくえんのせんせいになりたいです。 岩井希花 6

広島県 おかねもちになりたい もの 6

広島県 おかねもちになりたい。 なかおりりお 6

広島県 おかねもちになりますように。 むらかみりゅうせい 6

広島県 おけしょうやさんいなりたい　びょういんになりたい！なれますように あきぽん 6

広島県 おけしょうやさんになりたいです　びようやさんいなれますよおに れおな 6

広島県 おすしやさん！ こはる 6

広島県 おにくやさんいなりたい ふゆ 6

広島県 おばあちゃんのおせわ あむ 6

広島県 おはなやさん かねみつももか 6

広島県 おはなやさんかかんごしになりたい。 ゆな 6

広島県 おはなやさんになりたい！！ ゆき 6

広島県 おはなやさんになりたいです。 やまもとゆうな 6

広島県 おまわりさんになりたい いぶ 6

広島県 おもちゃがすき。 かえで 6

広島県 およめさんになりたいです。 ももか 6

広島県 おわらいげいになりたい！ かい 6

広島県 お金もになりたい すえひろたくと 6

広島県 かいしゃのひとになりたい。 けんと 6

広島県 かがくしゃ はしもとみか 6

広島県 かがくしゃになりたい　カープのせんしゅになりたい むらぴー 6

広島県 かがくしゃになりたい！ さき 6

広島県 かきごうりやさんになりたい！ るか 6

広島県 かしゅになりたい！ あやな 6

広島県 がっこうのせんせいになりたいです かほ 6

広島県 かみきりやさん。 ももか 6

広島県 カメラマンとおうちの事が出来るようになる ひーちゃん 6

広島県 からてのちゃんぴおんになりたいです。 れんな 6

広島県 かんごし、びようし、けいさつかん 田丸美織 6

広島県 かんごしさんになりたい 小川 6

広島県 かんごしになりたい。 ふじい 6

広島県 かんごしになりたいです。 たなかしおん 6

広島県 きけんせいぶつしになりたい！ うだ 6

広島県 きゅうきゅうしゃのうんてんしゅになりたい。 悠真 6

広島県 きょうりゅうのはかせになりたい。 いくちゃん 6
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広島県 けいきやさんになってけいきをあじみしたりしたい☆ ゆい 6

広島県 けいきやさんになりたい ゆう 6

広島県 けいさつ らいき 6

広島県 けいさつかん とうま 6

広島県 けいさつかんになりたい きょうさいゆはる 6

広島県 けいさつかんになりたい かいせい 6

広島県 けいさつかんになりたい 山野井 6

広島県 けいさつかんになりたい！ ももな 6

広島県 ケーキやｓん。 ななみ 6

広島県 ケーキやさん LicaO 6

広島県 けえきやさんいなりたい さとうゆいと 6

広島県 けえきやさんいなりたいなとごはんやさんになりたいあとくもんのせんせになりたい！ りー 6

広島県 けえきやさんになりたい まどこ 6

広島県 けえきやさんになりたい！ みく！ 6

広島県 けーきやさんになりたい。 なーちゃん 6

広島県 けーきやさんになりたい。あいすくりむになりたい。 こと 6

広島県 けーきやさんになりたいう！ なな！ 6

広島県 けぇきやさんになりたいです。 ちーちゃん 6

広島県 けーきやさんになりたいです。 ゆうき 6

広島県 こうこがくしゃになりたい。 ひなた 6

広島県 こーむいんになりたい。 ゆきと 6

広島県 さかあせんしゅになりたい なかばやし　らいる 6

広島県 さそりになりつたい。 ユウセイ 6

広島県 さっかぁ みなと 6

広島県 さっかーせんしゅ いっしん 6

広島県 さっかーせんしゅになりたい ともき 6

広島県 サッカーせんしゅになりたい！ げん 6

広島県 じゅういやさんいなりたい しずか 6

広島県 しょうがっこうのせんせいになりた！ みき 6

広島県 しょうぼうしになりたい 三宅陽向 6

広島県 しょうぼうしになりたい たいち 6

広島県 しょうぼうしになりたい。 そうた 6

広島県 しょうぼうしになりたい。 小林 6

広島県 しょうぼうしになりたいです もゆき 6

広島県 しょうぼうしになる！ はるひ 6

広島県 しんかんせんのうんてんしゅ 坂本潤 6

広島県 すいえいでおりんぴっくにでたい。 ちか 6

広島県 すいちのなかにはいりたい たすく 6

広島県 スプラトウーンすぷらっうーん ゆずき 6

広島県 せかいいちのゆうめいのゆうちゅうばぁになりたい。 ゆいと 6

広島県 せんせいになりたい。 ほん 6

広島県 そふとくりいむやさん りの 6

広島県 そんごくうう じゅうたろう 6

広島県 だいくさんになりたい。 しょうた 6

広島県 でんしゃのうんてんしになりたい そら 6

広島県 どうぶつがくしゃになりたい。 そういち 6

広島県 ドーナツやｓんになりたい！ みくちゃん 6

広島県 とりまー ひろ 6

広島県 なわとびなれるようになりたい ゆう 6

広島県 にっぽんだいひょうになりたい。 りおん 6

広島県 にんぎょ ゆいな 6

広島県 ねこをかいたい。 ゆき 6

広島県 はいしゃさんいなりたい ひろやま 6

広島県 はいしゃさんになりたい。 しおり 6

広島県 ぱいろっとになります。 たかと 6

広島県 ぱてぃしえ。 おかだみき 6

広島県 ばれーぼーる せいげん 6

広島県 ぱんやさんになりたい。 くぼみつき 6

広島県 ひこうきのひとになりたい こうめい 6

広島県 びよういんにんりたいです。もでるになりたいです。 あいちゃん 6

広島県 びょういんのひとになりたい！おいしゃさんのひとになる！！！ さくと 6

広島県 びようし かな 6

広島県 ふつうのひと ほしりょうたろう 6

広島県 プリンセス むらかみみめい 6

広島県 プロのドラマーになりたい しゅうか 6

広島県 ぺっとしょっぷ かなみ 6
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広島県 へびになる！！ まさと 6

広島県 ほいくえんのせんせいになりたいです。 かまもとかのん 6

広島県 ほいくしょのせんせいになりたい。 あい 6

広島県 ほいくしょのせんせいになりたいです。 ほのか 6

広島県 ほいくのせんせい。 まるひちゃん 6

広島県 ぼくはけいさつかんになりたいです いしとび　りんと 6

広島県 もでる。 ゆきほ 6

広島県 やきゅう まさのぶ 6

広島県 やきゅうせんしゅになりたい ともや 6

広島県 やきゅうせんしゅになりたい。　さっかーせんしゅになりたい。 すがわらりく 6

広島県 やきゅうせんしゅになりたい。いちゅひこうしになっていろいろなほしをみたい。 じん 6

広島県 やきゅうせんしゅになりたいです。 ゆきと 6

広島県 やくざいしになりたい！ せいた 6

広島県 ゆうちゅうばになりたい ゆうたろう 6

広島県 ようちえんのせんせいになりたい！ ゆうな 6

広島県 ようちえんのせんせいになりたい！！ いしいりおな 6

広島県 わらいげいにんになりたい。！？！？ こう 6

広島県 あいすくりいむやさんになりたいです。 やすは 7

広島県 あいどるになりたい しもまゆり 7

広島県 あいどるになります。おかねもちになります。あかちゃんのおせわをします。 しん谷 さき 7

広島県 あとりえのせんせいになりたい まち 7

広島県 あむろなみえちゃんになりたい れいな 7

広島県 嵐みたいになりたい！ りょう 7

広島県 いしゃになりたい。 マッシュルームカット 7

広島県 いっぱいあそんでいっぱいべんきょうする。 れいな 7

広島県 うちゅうひこうしになりたい ちはや 7

広島県 エステの人なりたい。 ゆづき 7

広島県 おいしゃさんになりたい こいと 7

広島県 おえかきになりたい ひなの 7

広島県 大きくなったら、スイミングの先生になりたいです。 いわ田百花 7

広島県 おおきくなったらAKBほてぃえいとになりたいです！　ゆうちゅうばぁになりたい！！ かん 7

広島県 大きくなったらケーキやさんになりたいです。 にしたに　しずと 7

広島県 大きくなったらけんちく科になりたいです。 ふなこしまさや 7

広島県 大きくなったら水えいせんしゅになりたいです、 ながい　ゆうた 7

広島県 おおきくなったらパティシエになりたいです。 立川かんな 7

広島県 大きくなったらユニクロのふくやさんになりたいです。 ます川かりな 7

広島県 お金持ち 大しま 7

広島県 おかねもち あさおかきほ 7

広島県 おかねもちなりたい あつと 7

広島県 おとなになったらさっかーのひとになりたいです みやなかはると 7

広島県 おはなやさん くまの 7

広島県 おはなやさんいなりたい！ まいちゃん 7

広島県 かがくしゃになりたい はる 7

広島県 かがくしゃになりたい！！ きよまさ 7

広島県 かきごおりやさんになりたいな もんごんここな 7

広島県 学校の先生になりたい あや花 7

広島県 学校の先生になりたい。 ゆら 7

広島県 仮面ライダーアギトになる マユミ18 7

広島県 からてのせんしゅ すみもとさゆ 7

広島県 かわいくなりたい！！！ さっち 7

広島県 かんごしさん 貝原のぞみ 7

広島県 かんごしさんになりたい れいら 7

広島県 けいさつかんになりたい ひなた 7

広島県 けいさつかんになりたい あやっち 7

広島県 けいさつかんになりたい。 もも 7

広島県 けいさつかんになりたい。　かんごしさんになりたい。 みきちゃん 7

広島県 けいさつになりたいです。 にったりゅうへい 7

広島県 ケーきやさん ののか 7

広島県 けーきやさんになりたい ゆりっち 7

広島県 けーきやさんになりたい！ はるか 7

広島県 けーきやさんになりたいあとかんごしさんになりたい。 つぐみ 7

広島県 琴庄神楽団で神楽を舞う ゆみ 7

広島県 サッカーせんしゅ かま田ゆずき 7

広島県 サッカーせんしゅになりたい。 えいしゅ 7

広島県 さっかにかせんせんしゅになりたい こはる 7

広島県 じゃにーずになりたい。うちゅうほこうしになりたい。ぱいろっとになりたい。！ とも 7
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広島県 しょうぼうしになりたい りんたろう 7

広島県 すいみんく けんしゅ 7

広島県 スケートせんしゅになりたい ー 7

広島県 すパい どい ゆかこ 7

広島県 スパイになりたい。 瑠那 7

広島県 せかいいっしゅうりょこう りお 7

広島県 せかいちゃんぴおんになりたい。 しゅん 7

広島県 せかいちゅうめえなゆちゅうばあになりたい。 れんと 7

広島県 てんごくになりたい ー 7

広島県 てんさいになる。 かん園大 7

広島県 ドクターヘリに乗って、人を助けたい ゆうと 7

広島県 中ごくしんぶんきしゃになりたい たまき 7

広島県 なし しうご 7

広島県 にほんいちになりたい！！ うだあつし 7

広島県 にほんいちのゆうちゅうばになりたいな こうだい 7

広島県 ねいるやさん ちさと 7

広島県 はいしゃさんになりたい！！ こなつちゃん 7

広島県 パイロットになりたい　おいしゃさんになりたい。 ももか 7

広島県 バスケをやりたい みさき 7

広島県 パティシェになりたい。 こはる 7

広島県 パティシエになりたいです。 ー 7

広島県 パフェやさんになりたい。 YURA 7

広島県 パフェやさんになりたい。 てんはっち 7

広島県 ひこうきのCA くしだこのみ 7

広島県 びようしちなりたいです。 めい 7

広島県 服のデザイナー さるさわみつの 7

広島県 プロヤキュウセンシュ たいせい 7

広島県 ぷろやきゅうせんしゅになりたい！ ゆうご 7

広島県 ベイブレーダーになりたい。 なおひろ 7

広島県 まんあがかおいしゃさんおまわりさんになりたい はやと 7

広島県 まんがか わかば 7

広島県 むしになりたい ゆうた 7

広島県 もでるになりたい。びょういんになりたい。ほいくえんのせんせいになりたい。 ななみ 7

広島県 やきゅうせんしゅ しゅう 7

広島県 やきゅうせん手 相原悠人 7

広島県 やきゅうせんしゅになりたい はる 7

広島県 ゆうちゅうばになりたいな そら 7

広島県 ゆうちゅうばになる。 ちひろ 7

広島県 らーめんやさんになりたい あつひ 7

広島県 れざいなぁになりたい なな 7

広島県
わたしは大きくなったらやさしいようちえんの先生になりたいです。どうしてようちえんの先生になりたいかというとようち

えんでみんなをえがおにしたいからようちえんの先生になりたいです。
まりちゃん 7

広島県 わたしはかんごしになりたいです。 山下ひな 7

広島県 おいしゃさんになりたい 小山 和奏 8

広島県 おいしゃさんになりたい。 山ね百か 8

広島県 大金をちょ金したいな。 わかさともき 8

広島県 大きくなったらおもちゃやさんになりたいです。 ふじ本しゅん 8

広島県 おおきくなったらカフェになりたいです。 おきなかゆいか 8

広島県 おおきくなったらけいさつになりたいです。 したおか　ゆき 8

広島県 お母さんのお店ではたらきたい。 目見田真衣 8

広島県 おかねもちになってバイクをかいたい おあかた 8

広島県 大人になったらだいくさんになりたい ゆう 8

広島県 大人になったらデザイナーになりたいです。 松浦裕子 8

広島県 大人になったられすとらんなどではたらきたいです。 中林るり 8

広島県 科学者になる そーくん 8

広島県 科学者になる 結我 8

広島県 学校の先生になりたい もか 8

広島県 かんごしになりたい 川野七せ 8

広島県 かんごしになりたい　アイドルになりたい みなぎ 8

広島県 きまってない 岩さわえーす 8

広島県 きょうりゅはっくつか 森下ゆうすけ 8

広島県 クッキーやさんになりたい。 くれあ 8

広島県 けいさつ館になりたい 利田レイラ 8

広島県 剣道強くなりたいです たくなお 8

広島県 しぬまでしあわせに生きたい いっちゃん 8

広島県 小学校の先生になりたい かりん 8
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広島県 しょうらいのゆめは、水えいせんしゅ 若井楓 8

広島県 しょうらいのゆめようふくや 平井綾夏 8

広島県 水ぞくかんのあしいくいんになりたい。 旭飛 8

広島県 大がたはえなわせんせんちょうになりたい！ 悠太 8

広島県 大工 京才り空 8

広島県 大全もをになりたい 田なべぜん 8

広島県 どんな事件でも解決する名探偵 たっくん 8

広島県 パティシエールになりたい かなえ 8

広島県 パティシエになりたい 安達 朱里 8

広島県 パンやになりたい！ なな 8

広島県 人をたすけられるようなやくざいしになりたいです。 桜井咲希 8

広島県 びようしになりたい 山田 8

広島県 びようしになりたい 咲花 8

広島県 プリ野球選手になって大リーグにいきたいです。 はるヒーロー 8

広島県 プロ野球選手になりたい。 外ぞのたけ大 8

広島県 ペットショップになりたい。 ゆいピー 8

広島県 また嵐のコンサートに行きたい。 小松涼香 8

広島県 やきゅうせんしゅ 古賀蒼空 8

広島県 やきゅうせんしゅになりたい 竹本ゆうご 8

広島県 やきゅうせん手になりたい 西山れん 8

広島県 やきゅうせんしゅになりたい。 い口ごうき 8

広島県 野球選手になりたい。 れお 8

広島県 ユーチューバー ドリングリオト 8

広島県 ユーチューバー　たっきゅうせんしゅ　野きゅうせんしゅ　ごうていさくみたてられるひと 長尾空登 8

広島県 ユーチューバーになりたい 酒いも花 8

広島県 ユーチューバーになりたい NIATATV 8

広島県 ユーチューバーになりたい。 ライト 8

広島県 幼稚園の先生 りお 8

広島県 アイス屋さんなりたい 中村みれい 9

広島県 アニメーターになりたい！！ えな 9

広島県 医者になりたい 千夏 9

広島県 医者になりたい。 今井ちさと 9

広島県 大きくなったらようちえんの先生になりたい 栞奈 9

広島県 お金持ちになりたい のりべん 9

広島県 お金持ちになりたい うりP 9

広島県 かいどう 兵頭紙音 9

広島県 画家になりたい 智子☆ 9

広島県 学校の先生 なな 9

広島県 かんごし 船原悠莉 9

広島県
かんごしになりたい　じょゆうになりたい　かしゅになりたい　ほけんしつの先生になりたい　水泳せんしゅになりたい。　

せかいいちえらくなりたい。
りおん 9

広島県 きょく真空の黒おび 相本凌玖 9

広島県 けいさつかん 森田瑚都 9

広島県 けいさつかん 徳永かのん 9

広島県 けーきやさんになりたい。 りのん 9

広島県 ゲーマーになる ささ木 9

広島県 じぇたいになりたい 峠 ゆうゆい 9

広島県 自分の店を開くこと 貝原つぼみ 9

広島県 社長になりたい ひろふみ 9

広島県 ジョイフルのおみせではたらく人になりたい・ おにく 9

広島県 小説家になりたいです！ 中川桜和佳 9

広島県 しょうらいのゆめ ユーチューバー 山口たく真 9

広島県 しょうらいのゆめはやきゅうせんしゅ わたなべりゅう生 9

広島県 しょうらいは、ファッションデザイナーになりたいです。 石橋　百花 9

広島県 新幹線の運転士 ゆうと331 9

広島県 水泳せん手になりたい せいら 9

広島県 水泳選手になりたい みつ 9

広島県 水泳のインストラクターになりたい さき 9

広島県 水泳のせん手になりたい ツムツム 9

広島県 大工になりたい 五郎 9

広島県 たっきゅうのせんしゅになりたい 町田こうすけ 9

広島県 どうぶつのひとになりたい れん 9

広島県 どうぶつびょういんになりたい 門い心こと 9

広島県 ドッグカフェをけいえいすること 和田遥子 9

広島県 なりたい りゅう 9

広島県 パティシエになりたい るーちゃん 9
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広島県 パフェやさんになって美女になりたい 西川笑未 9

広島県 パンやになりたいです。♡ おかの 9

広島県 美ようしになりたい 花金令 9

広島県 ふつうの生活をおくりたい なおと 9

広島県 プロゲーマーになる。 ー 9

広島県 プロ野球せん手になりたい 平 9

広島県 野球　りく上　てにす　ゲーマー　ユーチューバー　有名人　サッカー　金持ち 中西かなと 9

広島県 野球せんしゅになりたい もそもそ 9

広島県 ゆうちゅうば ささきりく 9

広島県 ようちえんの先生 のあ 9

広島県 ケイサツカンになりたいです 竹田 9

広島県 医者になりたい はるき 10

広島県 医療ドラマの主役女優 そらちゃん 10

広島県 大きくなったらプロ野球せんしゅになりたい。 松田圭のり 10

広島県 大阪なおみさんと対戦できる名テニスプレイヤー よっちゃん 10

広島県 大人になりたい わかな 10

広島県 おばあちゃんの土地をもらって野菜をつくる 丸山　好美 10

広島県 お花屋さんになりたい 紗英 10

広島県 学校の先生になりたい はな 10

広島県 かんごしになりたい。 RIKO 10

広島県 けい察官になりたい。 Kana 10

広島県 ケーキ屋さんなりたい。 みゆ 10

広島県 ケーキ屋さんになりたい。 梨緒奈 10

広島県 自然環境を守る仕事をしたい ハル 10

広島県 水族館のしいくいんになりたい みゆ 10

広島県 すずかサーキットにいって本物のレース場をみたい　それとレースヲ見たい 小松 10

広島県 スポーツクライミングせんしゅになりたいな。 梨瑚 10

広島県 だいくさんになりたい。 けんしん 10

広島県 頼られる薬剤師 こころ 10

広島県 電気けいの工事をする事(中電工にはいって) きんにくゴリラマン 10

広島県 動物園の飼育係 だいちゃん 10

広島県 バクバクっ子があたりまえに毎日を暮らせる世の中をつくる あつぼん 10

広島県 パティシエールになりたいです。 こう（幸） 10

広島県 パティシエになりたい！！ のあのあ 10

広島県 びようしになりたい！ YUME 10

広島県 ファッションデザイナーになりたい。 夢都希 10

広島県 ペットショップの店員 光瀬伶逢 10

広島県 ペットショップ屋になりたい！ なかなか 10

広島県 ユーチューバーになりたい(ゲーム実況者) きっちゃん 10

広島県 りがくりょうほうし 坂本あゆ 10

広島県 ロボットの頭を作る人になりたい！ kyouhei 10

広島県 私の将来の夢は漫画家です　みんなを笑顔にしたいからです。 アセカ 10

広島県 JTの選手になりたい しょうや 11

広島県 絵師になりたい ここ 11

広島県 エンジニアになりたい 茨木 11

広島県 お客さんがえがおになるお花やｓんになりたい mayu 11

広島県 海外にすみたい Take 11

広島県 学校の先生 船原陽莉 11

広島県 学校の先生 わか丸様。 11

広島県 寄生虫学者 きっちゃん 11

広島県 薬ざいしになりたい ナンバラナ 11

広島県 ゲーム実きょう者になりたい なんか 11

広島県 剣道の先生になりたい。 剣道の人 11

広島県 札束の家に住む。 れお 11

広島県 獣医になりたい！ 善逸 11

広島県 助産師になりたい！ 中川佳奈映 11

広島県 水族館の飼育員さんになりたい。 京才楓華 11

広島県 せいびし けんしん 11

広島県 先生になりたい！ きーこ 11

広島県 卓球選手になりたい。 岡本幸貴 11

広島県 電車に乗って東京に行きたい。 かわちゃん 11

広島県 花屋さんになる！勉強博士になってみたい、もの知り博士になってみたい 中川優菜 11

広島県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 田中 11

広島県 ペットショップの飼育員 佐藤綺夏 11

広島県
ぼくは、しょうらいかんごしになりますそのためにべんきょうしたり、体の中をここか肺そのことをめっしんにべんきょうして

ます。
かける 11
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広島県 モデル 炭廣春果 11

広島県 野球選手　ユウチュウバー　ゲーマー　有名人　サッカー　テニス 竹本凛真 11

広島県 野球選手になりたい マっキー 11

広島県 気象予報士 光瀬温利 12

広島県 ケーキやさんになりたいです。 トラエモン 12

広島県 社長になりたい ふっくー 12

広島県 小学校の先生 けいちゃん 12

広島県 たいようけいのはいしゃ 前田拓海 12

広島県 ヂュエルマスターズのプロ ケンティー 12

広島県 パイロット そうま 12

広島県 人の役に立つ仕事がしたい！ 秋田撫子 12

広島県 ほうかごデーサービスの先生になりたい。 ひろひろ 12

広島県 やりがいのある仕事に就きたい！！ 竹っチョ♪ 12

広島県 鯉のぼり職人になりたいです。 そうちゃん 13

広島県 ロボットを作る　エンジニアになりたいです。 そうちゃん 13

広島県 私があなたを助けます　絶対私はフライトドクターになります りこぴん 13

広島県 母とブロードウェイに行って、大好きな演劇を本場で観たい❀ めんめん 14

広島県 研究者 芙雪 15

広島県 パティシエになりたい 高田芙美 15

広島県 パーソナルトレーナーになりたい シオリ 17

広島県 剣道の日本だいひょう 岡本かずま ー

広島県 スズメバチほかくしてじまんする ー ー

広島県 成長したい かおり ー

広島県 せんせいになりたいです。 たかぎ ー

広島県 ぬりえめいじんなりたいの はやと ー

広島県 ぬるのがじょうずになりたい ひらもとち ー

広島県 ゆうびんやさん　ゲームやさん　おにいちゃん ながしまともはる ー

広島県 りんかせかいいちのゆにこそになりたい ー ー

広島県 ー ー ー

山口県 フリーザになってぶしゅぶしゅってやる。 うきょう 3

山口県 新幹線の運転手になりたい ナツ 5

山口県 ネイリスト すーちゃん 5

山口県 ピッコロになりたい、けがを治したいなんでもできる神様になりたい いおり 5

山口県 パパと一緒のタイヤ屋さん（ブリジストン工場）で働く しゅうちゃん 6

山口県 おひめさま 中本りあ 7

山口県 けーきやさん みー 7

山口県 お医者さんになりたい あいりん 8

山口県 レストランのシェフ　人が喜ぶ料理を作りたいな あんこ 8

山口県 ロビンみないなかわいい女の子になりたい あいちゃん 8

山口県 今年じゅうに考える 中本翔太 9

山口県 ドクター えーたん 9

山口県 宇宙飛行士 SOSHI 10

山口県 プロサッカー選手になりたい ひろきち 10

山口県 科学者　死なない薬を作るぞ！ みくこ 11

山口県 建築家になること。 ユッキー 11

山口県 女優になりたい KOSAKI 11

徳島県 おもちゃやさんになりたい！！ あやと 1

徳島県 ありえるになりたい あかり 3

徳島県 おおきくなったらわたしは、ティンカーベルになりたいです。 さら 3

徳島県 しょうぼうしゃのうんてんしゅさんになりたい かずき 3

徳島県 ママと車にのりたい！！ ゆい 3

徳島県 あんぱんまんになりたいです 283 4

徳島県 うんてんしゅ☆ たいら 4

徳島県 お月さまにあいたい はな 4

徳島県 お姫様になること のんちゃん 4

徳島県 かいぞくになりたい ななはる 4

徳島県 かめんライダー くうと 4

徳島県 クレープやさんかかんごしになりたいです！！ かれん 4

徳島県 ケーキやさんになりたいです。 りな 4

徳島県 パティシエ なおき 4

徳島県 パティシエ ひな 4

徳島県 プリキュアになりたい　ケーキやさんになりたい ゆいな 4

徳島県 ぷりきゅあになりたい。 いと 4

徳島県 プリンセスになりたいです。 たまりみる 4

徳島県 アイスクリーム屋さんになりたい ゆな 5

徳島県 あいすくりいむやさんになれますように さう 5
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徳島県 うさぎになりた こもも 5

徳島県 うるとらまんになりたい。 おだしゅんすけ 5

徳島県 大きくなっても大好きなお母ちゃんと一緒に住みたい まひと 5

徳島県 おかねもちになりたい さくま 5

徳島県 おはなやさんになりたい。 ゆづき 5

徳島県 けいさつかんになりたい ちさと 5

徳島県 サカナくんみたいになりたい かいちゃん 5

徳島県 さかなのおいしゃさん　さかなのけんきゅうをしたい たいたい 5

徳島県 サッカーせんしゅになりたい たか 5

徳島県 どうなつやさん ー 5

徳島県 ねこ ゆい 5

徳島県 ノラネコぐんだんになりたい なおふみ 5

徳島県 ぷりきゅあになりたい すず 5

徳島県 ゆうめいじんになりたい！！ ありえ 5

徳島県 ー こなつ 5

徳島県 アイスクリームやさん めいな 6

徳島県 アイドルになりたい。 みーちゃん 6

徳島県 いるかしょうのしいくいんになりたい！ ただけいすけ 6

徳島県 えほんさっか もも 6

徳島県 えほんさっか ぴぃち 6

徳島県 えほんさっかとおいしゃさんになりたいー たまき 6

徳島県 おいしゃさんになりたい あいり 6

徳島県 おおがねもちになりたい けんと 6

徳島県 おおきくなったらじょさんぷさんいなりたいです。 まうる 6

徳島県 おかしやさんになりたい るみ 6

徳島県 おかしやさんになりたいです。 みーちゃん 6

徳島県 おかしやさんになりたいです。 みーちゃん 6

徳島県 お花やさんになりたい。 ゆゆ 6

徳島県 おひめさまになりたい。 りんか 6

徳島県 カフェやさんになりたいです。 かなおかもえ 6

徳島県 きっかあせんしゅ ゆうと 6

徳島県 けいさつかんになりたい ゆうた 6

徳島県 けいさつになりたいです。 みう 6

徳島県 けえきやさんになりたい みふゆ 6

徳島県 ケーキやさんになりたい つきの 6

徳島県 けーきやさんになりたい たまき 6

徳島県 けーきやさんになりたい。 ほのか 6

徳島県 けーきやさんになりたいです。 かえで 6

徳島県 ゲームをつくる こう 6

徳島県 けんどう かんし 6

徳島県 さかあせんしゅ ゆうと 6

徳島県 さっかーがうまくなりたい さっかーぶ 6

徳島県 さっかーがうまくなりたい さっかーぶ 6

徳島県 小学校の先生 碧 6

徳島県 しょうぼうしになりたいです くろいわゆうた 6

徳島県 すいぞくかんのしいくいんになりたい ななはる８６７ 6

徳島県 すいぞくかんのしいくいんになりたいです はるな 6

徳島県 スーパーアイドルになりたい！ まき 6

徳島県 だいくさん あらた 6

徳島県 だいくさん あらた 6

徳島県 たいそうせんしゅになる はると 6

徳島県 はいしゃさんになりたい！ だいち 6

徳島県 はいしょになりたい あいり 6

徳島県 パイロットになる 聖人 6

徳島県 パティシエ みゆう 6

徳島県 ぱてぃしえになりたい。 ことは 6

徳島県 パフェヤサンニなりたい。 ゆい 6

徳島県 ばれえせんしゅになれますように。 あーちゃん 6

徳島県 ぴあののせんせいになりたい！ めい 6

徳島県 びょういん とまさき 6

徳島県 ぷりんせすになりたい むつき 6

徳島県 プロやきゅうぶ巨人になりたいです。 わたなべこいみ 6

徳島県 べいぶれいど もりりきや 6

徳島県 ほいくえんのせんせいになりたい すみっこぐらし 6

徳島県 ほいくしになりたいです。 みっちゃん 6

徳島県 ほっかいどうにすみたい りく 6

297



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

徳島県 まんがかになりたい さくら 6

徳島県 むしとりはかせ なつき 6

徳島県 めいくさんになりたい しきっこ 6

徳島県 ようちえんのせんせい ふみか 6

徳島県 ー そうま 6

徳島県 アイスクリームやさんなりたい。 ととろ 7

徳島県 アイスクリームやさんになりたい と田まひろ 7

徳島県 あいすやさんになりたいです。 しほ 7

徳島県 アイドル！！図書館のお姉さん！ ますます 7

徳島県 アイドルになりたい まお 7

徳島県 あんしんなおかあさんになりたい あいる 7

徳島県 いまかんがえちゅう　ない。 わかば 7

徳島県 えかきになりたい そよ 7

徳島県 えほんやさんになりたい めい 7

徳島県 おかあさんになりたい なぎ 7

徳島県 おみせやさんではたらきたい！！ はると 7

徳島県 かいぞくのボスになる！オレはなる！ ー 7

徳島県 がかになりたい。 しおり 7

徳島県 学校の先生になりたい ゆうり 7

徳島県 カニはかせになるよ。 めい 7

徳島県 かんがえちゅう　ない ひかる 7

徳島県 かんごしになりたい ぺい 7

徳島県 きょうりゅうはかせ しゅん 7

徳島県 けいさつかんになりたい はるひ 7

徳島県 けいさつかんになりたい。 そうた 7

徳島県 けーきやさん はの 7

徳島県 けえきやさんになりたい りお 7

徳島県 ケーキやさんになりたい 木内ひな 7

徳島県 ケーキやさんになりたい のんのん 7

徳島県 ケーキやさんになりたい まあい 7

徳島県 ケーキやさんになりたい！ 松本 7

徳島県 ケーキヤサンになりたい。 ゆい 7

徳島県 ケーキやさんになりたい。 あ月 7

徳島県 コックになりたい すみと 7

徳島県 さかあせんしゅになりたいです はやしだいち 7

徳島県 サッカー囲碁、リレーの世界一とママとずっと一緒にいること。 けいちゃん 7

徳島県 さっかーせんしゅになりたい さら 7

徳島県 サッカーせんしゅになりたいです。 れお 7

徳島県 サッカーのせんしゅになりたい りゆうが 7

徳島県 しあわせになりたい あんな 7

徳島県 ジャングルでトラに はる 7

徳島県 じゅういさんになりたいです。 えな 7

徳島県 しょうぼうしになりたいです。 そう 7

徳島県 しんぶんやさんになりたい。 こた 7

徳島県 せかい一の大金もち 阿部亘 7

徳島県 せんすいかんのかんちょうさんになることです。 ゆい 7

徳島県 ダンサーになりたい。 めいめい 7

徳島県 釣り師 くにお 7

徳島県 デザイナーになりたいです。 つたのゆい 7

徳島県 てにすぶになりたい こうちゃん 7

徳島県 どうぶつといっしょにくらしたい もも 7

徳島県 トラットのうんてんしゅ しゅう 7

徳島県 ネコカフェになりたい。 うたちゃん 7

徳島県 ネコカフェのてんいんになりたい まいまい 7

徳島県 はいしゃさんになりたいです。 るの 7

徳島県 はくぶつかんのけいびいんになりたい こっくん 7

徳島県 はくぶつかんのけいびいんになりたい はっぱ 7

徳島県 パティシエ うき 7

徳島県 はんしんタイガースの、せん手に、なりたい。 和義 7

徳島県 ビートボクサー 岩いはやと 7

徳島県 ふくやさんになりたい はくと 7

徳島県 ふつうの人になりたい。 あつむね 7

徳島県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 かとうじゅいち 7

徳島県 ペットショップ まあい 7

徳島県 ほいくえんのせんせいになりたいです すみっこぐらし 7

徳島県 ほいくえんのせんせいになりたいです すみっこぐらし 7
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徳島県 ほいくしになりたい。 なぎ 7

徳島県 ぼうけんかになりたい ケンタウロス 7

徳島県 ぼうけんかになりたい チーくん 7

徳島県 ポケモントレーナーになりたい。 りきや 7

徳島県 ほんやさん まーこ 7

徳島県 ますいかいになりたい かほ 7

徳島県 水えいせんしゅになりたい。 きしあつむね 7

徳島県 メイクやさんになりたいです。 たまいもか 7

徳島県 ユーチューバー！ 湘 7

徳島県 りゅう王になりたい ふうが 7

徳島県 リョウシになりたい ひと 7

徳島県 レストランやさんになりたい にっちゃん 7

徳島県 アイス屋さんになりたい！ めいな 8

徳島県 アナウンサーになりたい mika 8

徳島県 いしゃになる 南部晴む 8

徳島県 医者になりたい！ はおはお 8

徳島県 イルカのシュウガール はるか 8

徳島県 えの先生になりたい みやざきほの 8

徳島県 おいしゃさんになる ろう 8

徳島県 大きくなったらやくざいしになりたい。 紗ーちゃん 8

徳島県 オリンピックにでたい ひなた 8

徳島県 お花やさんになりたい。 みさき 8

徳島県 お花やさんになりたい。 みさき 8

徳島県 お金もちになりたい！ かなちゃん 8

徳島県 がか えいすけ 8

徳島県 かがくしゃになりたい！ みっちゃん 8

徳島県 かしゅ はるか 8

徳島県 学校の先生になりたい ユラーラ 8

徳島県 学校の先生になりたい 美有 8

徳島県 クリエイター 太陽 8

徳島県 ケーキ屋さん みわ 8

徳島県 ゲーマーになりたいです。 初音ミク 8

徳島県 交通事故にあわないようになりたい りっちゃん 8

徳島県 昆虫や、爬虫類に関わる仕事がしたい そうちゃん 8

徳島県 コンピュータになりたいです。 岡部けんすけ 8

徳島県 サッカーせんしゅになりたい。 ポニョ 8

徳島県 サッカーせん手になりたい。 こう太 8

徳島県 サッカーをうまくなりたいです。 ひゅう 8

徳島県 しあわせになりたい！ みよちゃん 8

徳島県 じゅういさんになりたい そうこ 8

徳島県 小学校の先生になりたい 小原彩友美 8

徳島県 水泳のオリンピックにでる 大志 8

徳島県 スイミングのオリンピックで金メダルをとれますように ヨッシー 8

徳島県 ぜいかんしょくいんになる。 川野まさき 8

徳島県 テレビの編成をする人！！ ももちゃん 8

徳島県 東京大学にいって憧れの東京に住む。そして科学研究者になる！ そうま 8

徳島県 友だちとユーチューバーになりたい！！ ゆーちゃん 8

徳島県 長生きしたい あいっち 8

徳島県 日本の、特に徳島の化石の発掘、研究をする恐竜学者になりたい りょうたろう 8

徳島県 ネイリストになりたい ゆめ 8

徳島県 ハカセになりたい！ スター 8

徳島県 バスのうんてんしゅになりたい 央介 8

徳島県 パティシエ 天音 8

徳島県 パティシエになりたい みづ 8

徳島県 パティシエになりたい 舩越紬 8

徳島県 パテシエになれますように めい 8

徳島県 ピアノがじょうずになりたい かのん 8

徳島県 ひこうきうんてんしゅになりたい ぶんはく 8

徳島県 びょうしになりたいです！ あおい 8

徳島県 ファッションデザイナーになりたい！ ゆいゆい 8

徳島県 プロ野球せんしゅになりたい。 木村攻 8

徳島県 プロ野球せんしゅになれますように。 森本そうし 8

徳島県 プロやきゅうせんしゅになりたい！ みー 8

徳島県 プロやきゅうになりたいです。 下間あいき 8

徳島県 ペットショップの店いんさんになりたい りお 8

徳島県 ペットショプ のさききら 8
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徳島県 ほいくしさんの先生 さと子 8

徳島県 保育士になりたい。 ゆあ 8

徳島県 マンガかになれますように。 みる 8

徳島県 目のおいしゃさんになりたい。 くれあ 8

徳島県 モデルになりたい 成見希歩 8

徳島県 ユーチューバーになりたいです。 ヒカキン 8

徳島県 ユーチューバーになる はく 8

徳島県 ようち園かほいくえんか小学校の先生になりたい こと 8

徳島県 ようちえんの先生 ふじのりさ 8

徳島県 ようちえんのせんせいになりたい。 くるみ 8

徳島県 リズリーランドの人 そら 8

徳島県 レストランやさんになりたい。 ゆいゆい 8

徳島県 F１のレーサーになりたい！ まさなり 9

徳島県 イラストや漫画描く人 しおりん 9

徳島県 宇宙飛行士になりたい りく 9

徳島県 大金持ち！ オレ 9

徳島県 おおきくなったらカフェ屋さんになりたいです。 よしずみこう 9

徳島県 オリンピックに出ること 諒 9

徳島県 オルゴールしょく人になりたいです。 いちのせけいた 9

徳島県 かしゅになりたい。 れいら 9

徳島県 かねもちになりたい。 さく 9

徳島県 カフェ ひの 9

徳島県 カメラマン ゆうき 9

徳島県 くまモン、ぞうさん、しろくま、星、なりたい かいと 9

徳島県 けいさつかんになって、みんなをまもってじけんがない町にしたい なーちゃん 9

徳島県 げいのう人になれますように！！ 福岡佳奈 9

徳島県 ケーキやさんになりたい！ なな 9

徳島県 ゲームクリエーイタ こうたろう 9

徳島県 けんちくかになりたい！ ちゃまる 9

徳島県 サッカーせんしゅになりたい。 さづき 9

徳島県 サッカー選手になりたい。 はっくん 9

徳島県 しいくいんになりたいです。 すぐ 9

徳島県 シェフになりたい はおん 9

徳島県 じてんしゃぶにはいりたい。すいえいせんしゅになりたい。 阿部仁 9

徳島県 写真家になりたい。 たっちゃん 9

徳島県 消防士になる いち 9

徳島県 進撃中学校 きらり 9

徳島県 スポーツマン 大山悠輔 9

徳島県 セミになりたい！！うちゅうの作者になりたい 蒼昊 9

徳島県 ピアノの先生 ゆなちゃん 9

徳島県 先生になりたい。 はる 9

徳島県 たきゅうせんしゅうになりたい 阿部心 9

徳島県 たっ球選手になりたい 悠生 9

徳島県 発明家になりたい！ ひらめき 9

徳島県 パティシエになりたい りお 9

徳島県 パティシエになりたい あこ 9

徳島県 パティシエになりたい 三木あやの 9

徳島県 パティシエになりたい ゆい 9

徳島県 パンやさん 矢野航暉 9

徳島県 パンやさんとほいくしになりたいです みーちゃん 9

徳島県 パン屋さんになりたい ゆいな 9

徳島県 パンやさんになりたい。 ふーちゃん 9

徳島県 ピアニスト ボブ 9

徳島県 ペットショップの店員になりたい。 ありさ 9

徳島県 ほいくえんの先生、かんごしになりたいです！！ りの 9

徳島県 ほいくえんの先生になりたい うらら 9

徳島県 ほいくしになりたい 五島紗良 9

徳島県 ほいくしになりたい。 ゆあ 9

徳島県 ポーランド国さいコンクール（ショパンコンクール）に出たいです。 馬場 9

徳島県 やくざいし 玉井心彩 9

徳島県 やさしい人になりたい! ゆいな 9

徳島県 ユーチューバーになりたい。 りりこ 9

徳島県 リニアをうごかしたい。 佐々木一誌 9

徳島県 水ぞくかんではたらきたい。 ゆうき 9

徳島県 100才まで生きること！！ 帆 10

徳島県 YUTYUバーになりたい 松本 10
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徳島県 アナウンサー めい 10

徳島県 栄養士になりたいです。 三好晴日 10

徳島県 絵家になりたい しんじ 10

徳島県 おいしゃさんになりたい。 ごとうるいか 10

徳島県 おくすりをつくるひとになりたい。 なつ 10

徳島県 おりがみの先生になりたい。 くま 10

徳島県 女ゆうかモデルになりたい なーちゃん 10

徳島県 解剖医になりたい
さいきんストレスたまって

る人
10

徳島県 学校の先生になりたい さく 10

徳島県 学校の先生になりたいです。 露口華琉亜 10

徳島県 金もちになりたい。 せいが 10

徳島県 看護師になって怪我をしている人を助けたい ほのか 10

徳島県 かんごしになりたい！ おはな 10

徳島県 かんごしになりたいです。 池本さき 10

徳島県 ケイサツ きらと 10

徳島県 警察官になりたい 村田直莉 10

徳島県 けいさつのかんしきになりたい！！ こはる 10

徳島県 芸能人のマネージャーになりたい めい 10

徳島県 声ゆうになりたい さき 10

徳島県 コンピュータークリエイターになりたい ひかる 10

徳島県 サッカー選手になりたい 凌へい 10

徳島県 サッカーせんしゅになりたい じゅんや 10

徳島県 サッカー選手になりたい かいんこまくらっこ 10

徳島県 サッカー選手になりたい！ やない 10

徳島県 サッカー選手 はるた 10

徳島県 サッカ選手になりたい。 神様 10

徳島県 しいくいんになりたい ゆきと 10

徳島県 ジャニーズに入りたい つーさん 10

徳島県 じゅういさんです。 中村瑚奈 10

徳島県 小学校の先生になりたい 歩美 10

徳島県 しょうぼうし そう大 10

徳島県 じょさんしになりたい。 いちか 10

徳島県 スポーツ選手（野球） 近本光司 10

徳島県 船員さんになりたい こうのすけ 10

徳島県 大工になりたい。 戸田創太 10

徳島県 ダンスの先生になりたい！ こうめ 10

徳島県 ダンスの先生になりたい。 かほ 10

徳島県 ダンスの先生になりたい。 林真穂 10

徳島県 動物保護員 市原愛蘭 10

徳島県 トリマー はな 10

徳島県 バスケがうまくなりたい あきと 10

徳島県 パティシエ なごみ 10

徳島県 パティシエになりたい あつこ 10

徳島県 パティシエになりたいです 川村結衣 10

徳島県 花屋さんになりたい 彩花 10

徳島県 花屋さんになりたい バイキンマン 10

徳島県 バルーンアートのせんせいになりたい るいるい 10

徳島県 ペットショップの店員になりたい 光 10

徳島県 びょうしになりたいです はな 10

徳島県 プロゲーマー こうた 10

徳島県 プロゲーマーになりたい。 とわ 10

徳島県 プロのサッカーのしんぱんになりたい。 じゅんや 10

徳島県 プロ野球選手 近本光司 10

徳島県 ペットショップのオーナー 宇都花音 10

徳島県 保育士になりたい あいな 10

徳島県 ほいくしになりたい つるたもも 10

徳島県 ほいくしになりたい ユキ 10

徳島県 保育士になりたいです。 近藤咲希 10

徳島県 ホテルマンにたりたい！！ いっちゃん 10

徳島県 マックではたらく。 まっしゃん 10

徳島県 モデルになりたい。 りの 10

徳島県 やくざいし きい 10

徳島県 ユーチューバーになりたいでーす。 りゅうや 10

徳島県 美容師になりたい みな 10

徳島県 ようち園の先生になりたい 島尾明衣梨 10

301



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

徳島県 料理になりたい ゆめと 10

徳島県 料理人におれはなる。 カイジ 10

徳島県 NBAの選手になりたい。 はると 11

徳島県 アナウンサーになりたい あい 11

徳島県 医者になる 南部寿晴 11

徳島県 金持ちになりたい。 神様 11

徳島県 キャビンアテンダントになりたい。 ほの 11

徳島県 警察官になるか、プロ野球選手になりたい！！ 民生 11

徳島県 刑事になりたい ゆうや 11

徳島県 ゲームプログラマー 湊 11

徳島県 声ゆうになりたい。 あや 11

徳島県 じゅういになりたいです。 奥田愛華 11

徳島県 好きな人に追いつきたい ももか 11

徳島県 ダンサーになりたいです。 あいみょん 11

徳島県 月で遊びたい たくみ 11

徳島県 デザイナー ゆか 11

徳島県 びよういんになりたい！ あーちゃん 11

徳島県 美容師になれますように。 かりん 11

徳島県 ファッションデザイナーになりたい。 もか 11

徳島県 ふくししになりたい。 のぞみ 11

徳島県 プロ野球選手になりたい T君 11

徳島県 まん画家になりたい！ もゆる 11

徳島県 まんがかになりたい。 りさ 11

徳島県 ユーチューバーになりたい ちー 11

徳島県 養護しせつの先生 みさき 11

徳島県 ・イラストレーター　・けいさつかん　・ガイド　・デザイナー（なんでも） 大森春奈 12

徳島県 アイドルグループにはいって人気グループになりたい！ さつき 12

徳島県 生き物関係の仕事につきたいです。 増田紫苑 12

徳島県 おいしいお弁当やさんになりたいです。 りりこ 12

徳島県 オーケストラで演奏をしたい（バイオリン） そうこ 12

徳島県 お笑い芸人になるぞ かむい 12

徳島県 かいごしになりたい。人の役にたてる仕事につきたい。 ゆう 12

徳島県 歌手になりたい りりか 12

徳島県 学校の先生になりたい りゅう 12

徳島県 看護師になりたい ゆうパンマン 12

徳島県 看護士になりたいです。 藤岡未悠 12

徳島県 教師になりたい たけ 12

徳島県 ケーキやさんになりたい。 みく 12

徳島県 自衛隊にないたい 新居大虎 12

徳島県 獣医になりたい ゆい 12

徳島県 小学校の先生になりたい みゆ 12

徳島県 心理カウンセラー（精神科医） 百花 12

徳島県 税関職員になりたい 川野希咲 12

徳島県 百人一首の札を取る人 れいな 12

徳島県 保育士 かこ 12

徳島県 薬剤師 はなみ 12

徳島県 美容師になりたい ゆうこ 12

徳島県 ロックスター 叶斗 12

徳島県 医者になる 南部晴飛 13

徳島県 歌い手のマネージャー あいか 13

徳島県 オリンピックに出る しゅんか 13

徳島県 学校の先生になりたい ゆー子 13

徳島県 かんしきのおしごとするひとになりたいです じゅり 13

徳島県 ケーキ屋さんになりたい ひコキン 13

徳島県 工業デザイナーになりたいです！ みゆ 13

徳島県 スタイリストになりたい。 らぶ 13

徳島県 動物関係の仕事 まや 13

徳島県 ファッションデザイナー あすか 13

徳島県 ふくやさんになりたい！！ みるきい 13

徳島県 保育士になりたい！！ 杏音 13

徳島県 保育士になりたい！！！ さらさ 13

徳島県 薬剤師になりたい ななはる 13

徳島県 列車の運転手 煌 13

徳島県 ・看護師　・ドッグトレーナー K.T 14

徳島県 アナウンサーになりたい もゆる 14

徳島県 アニメをつくる人になりたい もゆる 14
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徳島県 警察官になりたい もゆる 14

徳島県 天気予報士になりたい もゆる 14

徳島県 幼稚園の先生になりたい 浅田萌 14

徳島県 先生になる まき 15

徳島県 ダンス関係の仕事につきたい！！！ せりな 15

徳島県 教員になりたい。 ぷーま 16

徳島県 栄養士になりたい！ はるか 17

徳島県 80才まで生きる歌い手になって、有名な歌い手とコラボしたい。 ー 6年生

徳島県 うちゅうに行きたい ー 6年生

徳島県 お金をたくさん手に入れて好きなものをたくさん買いたい ー 6年生

徳島県 看護師になっていろんな人を助けたい。 ー 6年生

徳島県 かんごしになりたい。 ー 6年生

徳島県
ゲーム実況を、したい。　好きな実況者さんとコラボしたい（我々だ！！　キヨ等）　イラストレーターをしたい。　

年老いてポックり死にたい。
ー 6年生

徳島県
じょさんしになっていろんな人の赤ちゃんの体じゅうをはかったり、おせわをして生まれたばかりの子をだっこしたいで

す。
ー 6年生

徳島県
すとぷりに会ってななもりとさとみ君の単独ライブに行って世界一のすとぷりすなーになってすとぷりグッズ全制覇す

る。
ー 6年生

徳島県 農家になって米を作りたい ー 6年生

徳島県 ボカロPと歌い手になって有名な歌い手とコラボしたい！ ー 6年生

徳島県 料理人になっておいしい料理になりたい ー 6年生

徳島県 ケーキやさんに、なりたいです。 なな ー

徳島県 トラックうんてんしゅになりたい るな！ ー

徳島県 ぱいろっとになる！ いろ ー

徳島県 プロ野球選手になりたい。 梅ちゃん ー

徳島県 ポケモンマスターになる こうき ー

徳島県 もっとつよくなりたい なかのはると ー

香川県 パパのような優しい人になりたい はやと 1

香川県 赤、白、黄色のしましま ゆっちー 4

香川県 おかあさんみたいになりたい さき 4

香川県 ヒーローになりたい りゅう 4

香川県 ようちえんのせんせいになりたいです みゆゆきゅん 5

香川県 パティシエになって世界一大きな高級ケーキを作りたいな さら 6

香川県 かんがえられん。 ひろと 7

香川県 コックさんになりたい 綺斗 7

香川県 だいくさんになりたい。 こうた 7

香川県 ふくやさんになりたい はま田 ひさき 7

香川県 ペットショップのしごとをしたい。 りおん 7

香川県 ほいくしょのせんせいになりたい あんり 7

香川県 渡しは獣医さんになりたいです！たくさんの動物の病気を治したり命を救いたいです！ 叶愛S 7

香川県 警察官になりたい ここな 8

香川県 しょうぼうしになりたい じん 8

香川県 美容師になりたい！ ゆずか 8

香川県 保育士さんになりたい ここね 8

香川県 大工さんになりたい！ しんご 9

香川県 ダンサーになりたい。 まー 9

香川県 ほいくえんのせんせいになりたい みゆ 9

香川県 漁師になりたい！ せい矢 9

香川県 魚屋さん とあ 10

香川県 ほいくし（なんでも）になりたい！ かの 10

香川県 介護士になりたい 陽帆 11

香川県 看護師になりたい。 ななみ 11

香川県 恐竜博物館の学芸員になって、恐竜の発掘や研究にいそしみます はるるまんぶんじ 11

香川県 小学校の先生になりたい 沙都 11

香川県 すし屋になりたい しゅん矢 11

香川県 盲導犬を育てる人になりたい。 ゆうと 11

香川県 広島カープにドラフトで入団してプロ野球選手になること あききまんぶんじ 12

香川県 漫画家になりたい！ こうみ 12

香川県 運動選手！！ 岡上 13

香川県 サッカー選手 虎汰郎 13

香川県 サッカー選手になりたいよ！！ 友翔 13

香川県 高い年金がでる仕事につきたい。 太洋 13

香川県 ペットショップやになりたい 中野 Aiki 13

香川県 保育士なりたいです 陽向 13

香川県 立派な大人になりたい！ 都甲 陸斗 14

香川県 人の役に立つ人になりたい。 孝典 15

303



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

香川県 児童館の職員になりたい！ かずと 16

香川県 柔道でオリンピック選手になりたい！ 愛美 16

香川県 人の役に立てる仕事がしたい！！ ひな 16

香川県 保育士になるよ！ 優愛 18

愛媛県 にこにこげんき！ はるぺん 0

愛媛県 アンパンパになりたい ゆう 2

愛媛県 アンパンマンになりたい さっちゃん 2

愛媛県 お兄ちゃんみたいになりたい なう 2

愛媛県 おひめさま ちーちゃん 2

愛媛県 おばけになりたい げんや 3

愛媛県 けいさつになりたいです しょう 3

愛媛県 マリオになりたい ー 3

愛媛県 風の谷のナウシカに出てくるユパ様になりたい けんしろう 4

愛媛県 けいさつかんになりたい りゅうじ 4

愛媛県 ケーキやさんになりたいです ねね 4

愛媛県 しらゆきひめになりたい のぞみ 4

愛媛県 ぽけもんますたーになること せきぐちよしはる 4

愛媛県 りゅうそうゴールドになりたい みなと 4

愛媛県 うどんやさん ー 5

愛媛県 おいしゃさんになりたい りょう 5

愛媛県 お母さんになりたい ー 5

愛媛県 おはなやさんになりたいです ー 5

愛媛県 けいきやさんになりたい ー 5

愛媛県 けいさつかんになりたい やまぐち あらた 5

愛媛県 ケーキヤサンニナリタイ あや 5

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい うたの 5

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい　ポケモンはかせになりたい はるくん 5

愛媛県 自衛隊になりたい おうちゃん 5

愛媛県 しょうぼうしの人になってみんなをたすけたい ともき 5

愛媛県 トーマスの運転手 りゅう 5

愛媛県 ねこお、かってみたい よしおかりさ 5

愛媛県 ぷりきゅあになりたい ゆあちゃん 5

愛媛県 やきゅうせんしゅになりたい ー 5

愛媛県 リュウソウゴールドになりたい むらそう 5

愛媛県 りるりるふぇありるのりんちゃんになりたいな あかり 5

愛媛県 宇宙科学者、昆虫博士、漢字博士、理科の先生 しょうま 6

愛媛県 うんてんしゅ はるき 6

愛媛県 エンターテイナーになりたい れいな 6

愛媛県 おおきくなったらぎたーとピアノをひけるひとになりたいです。 せきぐちもとはる 6

愛媛県 おかあさんになりたい ゆうり 6

愛媛県 おすもうさんかサッカー選手 あきくま 6

愛媛県 おはなやさんになりたいです さたけのあ 6

愛媛県 おはなやさんになりたいです。 おくみやるね 6

愛媛県 おみせのてんちょうでおおがねもちになりたい むっくん 6

愛媛県 かねもち おのぴー 6

愛媛県 かんごし みほ 6

愛媛県 恐竜博士になりたい！！ ゆうき 6

愛媛県 クレープやさんになりたいです。 あまのけいと 6

愛媛県 けいきやさんになりたい かえで 6

愛媛県 けいさつ いずき 6

愛媛県 けいさつかんになりたい ひなた 6

愛媛県 けえきやさん ひのゆいな 6

愛媛県 けえきやさんになりたい あいか 6

愛媛県 けーきやさんになりたい たなかひな 6

愛媛県 ケーキ屋さんになりたい あいか 6

愛媛県 けーきやさんになりたい わたなべたつと 6

愛媛県 けきやさん まきやえ 6

愛媛県 けんきゅうしゃになりたい いくと 6

愛媛県 さっかーせんしゅ やましたあきと 6

愛媛県 サッカーせんしゅ いさと 6

愛媛県 サッカーせんしゅ かーくん 6

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい わたる 6

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい！！ かいせい 6

愛媛県 サッカー選手になりたいです！ パンダ 6

愛媛県 さんぱつやさんになりたい しゅうへい 6

愛媛県 しょうぼうしゃえらいひとになりたいです。 こうた 6
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愛媛県 すいえいせんしゅになりたいです。 かんな 6

愛媛県 すいえいできるようになりたいです。 ゆずは 6

愛媛県 たっきゅうせんしゅになりたい！ しょうき 6

愛媛県 でぃずにーのきゃすとさん ー 6

愛媛県 どくたあいえろう ふうかい 6

愛媛県 なかはぎしょうしょうりんじの、せんせいになりたい。えいごの、せんせいになりたい。くもんの、せんせいになりたい。 けんのすけ 6

愛媛県 ばすけっとぼうるのせんしゅになりたい。 ひの 6

愛媛県 パティシエになりたい しゅり 6

愛媛県 パティシエになりたい なお 6

愛媛県 ふくやさんになりたい まつきしゅうま 6

愛媛県 ぺっとしょっぷになりたい ゆう 6

愛媛県 ほいくしになりたい さやの 6

愛媛県 まんがか ゆづ 6

愛媛県 まんがかになりたい ー 6

愛媛県 やきとりや ひのき 6

愛媛県 やくざいしになりたい うけがねみはね 6

愛媛県 アイスやさんになりたい ー 7

愛媛県 アナウンサーになりたい ー 7

愛媛県 いっぱん人 立花侑士 7

愛媛県 おいさしゃさん あいちゃん 7

愛媛県 王さまになりたい かせいじん 7

愛媛県 大金持ちになりたい！ 冥王星人 7

愛媛県 おおきなはなびがみたいです みきな 7

愛媛県 おかねもちになりたいです こうき 7

愛媛県 お金をかせいでスポーツカーをかいたいです オーマジオウ 7

愛媛県 おく万ちょうじゃになりたい みーちゃん 7

愛媛県 おしろにすんでいるじょう王（お金もち） ことは 7

愛媛県 おすしやさんになりたい。 げんた 7

愛媛県 おとなになりたい 山中かずま 7

愛媛県 おもちゃやさんになりたい はるみ 7

愛媛県 おようふくやさんになりたい ひなた 7

愛媛県 がかになりたい けんせい 7

愛媛県 かしゅになりたい。 浅海夢姫 7

愛媛県 がっこうの先生になりたい あっちゃん 7

愛媛県 学校の先生になりたい りんちゃん 7

愛媛県 かんごしさんになりたい！！ とくなが風ぶき 7

愛媛県 かんごしになりたい シェリーメイ 7

愛媛県 けいきやさんになりたい みーちゃん 7

愛媛県 けいきやさんになりたいです ー 7

愛媛県 けいきやさんになりたいです。がっこうのせんせいになりたいです。 ー 7

愛媛県 けいさいかんになりたいです ガンダム 7

愛媛県 けいさつかん わたなべたいじゅ 7

愛媛県 ケイリンセンシュになりたいです。 ケンタ 7

愛媛県 けえきやさんになりたい かいだみゆ 7

愛媛県 ケーキやさんになりたい さくちゃん 7

愛媛県 けーきやさんになりたいです。 ゆっちゃん 7

愛媛県 ゲーマになりたい！ えいと 7

愛媛県 ゲームやさんになりたい。 赤松かずま 7

愛媛県 けん玉１０００回できるようになりたい けん玉名人 7

愛媛県 古生物学者になりたい れんこん 7

愛媛県 さかなくんになりたい。 こうた 7

愛媛県 サッカーせんしゅ おのりゅうちゃん 7

愛媛県 サッカーせんしゅ ゆいと 7

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい いとうゆうと 7

愛媛県 サッカーせんしゅになりたいです。 しゅうへい 7

愛媛県 サッカーせんしゅになりたいです。 ヒット 7

愛媛県 サッカーせん手 ー 7

愛媛県 サッカーの日本だいひょうになりたい てっしょう 7

愛媛県 字がきれいになりたい なる 7

愛媛県 じゅういさんになりたいな きょうちゃん 7

愛媛県 しゅくだいをおわらしたい。 黒さわりおま 7

愛媛県 しょうがっこうのせんせいになりたい ちな 7

愛媛県 しょうらいのゆめはおいしゃさん はらいぶき 7

愛媛県 しょがっこうのせんせいになりたい かりん 7

愛媛県 すしや もりやさくたろう 7

愛媛県 だいく ゆうき 7
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愛媛県 たいくの先生 ここちゃん 7

愛媛県 ダンスをおどってたら、うまくおどれちゃった。 高橋せりな 7

愛媛県 なんぶの先生になりたい 山本ゆな 7

愛媛県 日本大ひょうサッカーせんしゅ すみちゃん 7

愛媛県 にゅーちゅーぶになりたい ちあき 7

愛媛県 ねこカフェになりたい じゅね 7

愛媛県 ねこカフェの人になりたい ジジ 7

愛媛県 ねこになりたい　ねこにかこまれたい ー 7

愛媛県 のうりんこうしゃではたらきたい。 けんたろう 7

愛媛県 乃木あか46になりたい 木村ひなた 7

愛媛県 はいしゃさんになりたいです。 ゆめちゃん 7

愛媛県 ばすけのせんしゅになりたい わかちゃん 7

愛媛県 パティシエになりたい。 優希 7

愛媛県 パテシエ ひより 7

愛媛県 バトミントンのせんしゅになりたい。 ふうま 7

愛媛県 パフェやさんになりたい。 中村 7

愛媛県 パンや 青木海磨 7

愛媛県 びようしさんになりたい ひまちゃん 7

愛媛県 びんぼう そがべかんすけ 7

愛媛県 プロ野球きゅうせん手になりたいです ソフトボール 7

愛媛県 プロやきゅうせんしゅになりたいです ゼンチャン 7

愛媛県 プロやきゅうせんしゅになりたいです ゼンオウ 7

愛媛県 ぶんぼうぐや 亀 7

愛媛県 ペットショップのてんいんになりたい ひまり 7

愛媛県 べんとうやになりたい。 そうし 7

愛媛県 ほいくえんじ やのはのん 7

愛媛県 ほいくえんじ ひのゆうな 7

愛媛県 ほいくえんの先生になりたい えみる 7

愛媛県 ほいくし こはる 7

愛媛県 ほいくしになりたい「中はぎ」 ほの 7

愛媛県 本やさんになりたい。 みお 7

愛媛県 メイクアップアーティストになりたい にこ 7

愛媛県 めっちゃでかいかいしごとのしゃちょう マグルトル 7

愛媛県 やーきゅーせんしゅになりたい。 れおと 7

愛媛県 やきゅうせんしゅになりたい。 れん 7

愛媛県 やくざいしになりたい ここね 7

愛媛県 やくざいしになりたい りんな 7

愛媛県 ゆうめいなくりえーたーになりたいです かおり 7

愛媛県 りょうし すえつぎゆういち 7

愛媛県 レストランのオーナーになりたい ー 7

愛媛県 アクワコミニティーです 青木瑠海 8

愛媛県 あたまがよくなりたい。 木村けんし 8

愛媛県 いとことアイスやさんをひらきたい ののか 8

愛媛県 インテリアコーディネーターになりたい ねこのは 8

愛媛県 えほんさっかになりたい ゆうな 8

愛媛県 大金もち 直記 8

愛媛県 おおがねもちになりたいです。 たかすからいお 8

愛媛県 大金もちになれますように トッチー 8

愛媛県 おかねもち かとうしりゅう 8

愛媛県 おはなやさん えれん 8

愛媛県 お花やさんになりたい 肉球ぷにぷに 8

愛媛県 かがくしゃになりたい ゆうい 8

愛媛県 かしゅ おーちゃん 8

愛媛県 かしゅになりたい！ 山内みう 8

愛媛県 かしゅになりたい！ しゅんすけ 8

愛媛県 学校の先生 山田莉奈 8

愛媛県 学校のせんせいいになりますように 小まつるあ 8

愛媛県 学校の先生になりたい さち 8

愛媛県 学校の先生になりたい ゆうれい 8

愛媛県 学校の先生になりたい。料理人になりたい。 とだあさひ 8

愛媛県 金もちになりたい あつし 8

愛媛県 かねもちのしゃちょうになりたい マリオ 8

愛媛県 かんごし（ナース）になりたい ひめピー 8

愛媛県 かんごしさん みのり 8

愛媛県 かんごしになりたい さん川ゆい 8

愛媛県 かんごしになりたい みーちゃん 8

306



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

愛媛県 かんごしになりたい みーちゃん 8

愛媛県 かんごふさんになりたい りお 8

愛媛県 きょうりゅうはなりたい 行本拓哉 8

愛媛県 薬やさんになりたい ほーちゃん 8

愛媛県 けいさつかんになってみんなを見守りたい はるはる 8

愛媛県 けいさつかんになりたい ー 8

愛媛県 けいさつかんになりたい ジレン 8

愛媛県 げいじゅつかになりたいです りょうへい 8

愛媛県 ケーキやさん みお 8

愛媛県 ケーキやさん しまうちののは 8

愛媛県 ケーキ屋さん 藤田紗英 8

愛媛県 ケーキやさん 三好愛弥 8

愛媛県 ケーキやさん いとうみひろ 8

愛媛県 ケーキやさん あいり 8

愛媛県 ケーキやさんになりたい 徳永綾乃 8

愛媛県 ケーキやさんになりたい みな 8

愛媛県 ケーキやさんになりたい まきやま 8

愛媛県 ケーキ屋さんになりたい。 村上わかな 8

愛媛県 ケーキやさんになりたい。 ゆな 8

愛媛県 ゲーマになりたい。 はると 8

愛媛県 ゲームかになりたい さと 8

愛媛県 ゲームクリエーターになりたい 高垣壮亮 8

愛媛県 げーむをする しゅうまい 8

愛媛県 こん虫はかさになる。 おお滝晃平 8

愛媛県 サッカーセンシュになってしゅうとをいれたいです。 りんた 8

愛媛県 サッカー先取になりたい ー 8

愛媛県 サッカー選手になりたい はると 8

愛媛県 サッカー選手になりたい れんと 8

愛媛県 サッカーせん手になりたい。 岩本ひなた 8

愛媛県 サッカーせんしゅになりたいです スーパーベジット 8

愛媛県 サッカーせんしゅになる！ せいご 8

愛媛県 サッカーせん手になりたい ぜん王 8

愛媛県 サッカせんしゅになりたいです。 高石大哉 8

愛媛県 しかえいせいし 花 8

愛媛県 小学校の先生 ー 8

愛媛県 スイエイのプラになりたい ー 8

愛媛県 ステーキたべたい よかだしょう 8

愛媛県 スパイダーウーマン ささきまお 8

愛媛県 スポーツせんしゅになりたい ひーちゃん 8

愛媛県 スポーツでせんしゅになって、ゆうめいになりたいです。 みず色 8

愛媛県 スポタイクラブとくいになりたい ゆん 8

愛媛県 生ぶつ学者になりたい れんこん 8

愛媛県 世界でかつやくするバレリーナ 柚山華織 8

愛媛県 だいくさんになりたい 近藤桃李 8

愛媛県 だいくになりたい。 はまだねお 8

愛媛県 ダンスの先生になりたい ー 8

愛媛県 つみきつゆなにくうりた みおり 8

愛媛県 でざいなー そがべのえ 8

愛媛県 動物はかせになりたい！ めいめい 8

愛媛県 ともだち100人できるかな かかいま 8

愛媛県 なわとびでゆうめいになりたい まーちゃん 8

愛媛県 ネイリストかかいごしになりたいです ー 8

愛媛県 ネコがかえる家にすみたい りいさ 8

愛媛県 バスケせんしゅになりたい めいぽん 8

愛媛県 パティシエ みう 8

愛媛県 パティシエになりたい。 ほの 8

愛媛県 パテシィエになりたい うみ 8

愛媛県 パンやさんになりたい。 ことみ 8

愛媛県 びょういんの先生になりたい かとうりいさ 8

愛媛県 びようしさんになりたい ひな 8

愛媛県 プロゲーマーになりたいです。 しん 8

愛媛県 プロやきゅうせんしゅになりたい 石田えいだい 8

愛媛県 ペットショップ かずさ 8

愛媛県 ほいくえんじ なおのあかり 8

愛媛県 ほいくえんの先生になりたい こやなぎ さら 8

愛媛県 ほいくしになりたい。「中萩」 瑠香 8
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愛媛県 ほいくしになりたい。「中萩」 ゆず 8

愛媛県 ほくしさん 森賀凛 8

愛媛県 ポケモンはかせになりたい はると 8

愛媛県 マッサージしさんになりたい ミニー 8

愛媛県 まんがかになりたい ー 8

愛媛県 マンガ家になりたいです。 みらい 8

愛媛県 やきとりやさんになりたい。 みくと 8

愛媛県 やきゅうせんしゅになりたい くま 8

愛媛県 やきゅうせんしゅになりたい そらり 8

愛媛県 やきゅうせんしゅになりたい。 アイルトンセナ 8

愛媛県 ユーチューバー いとうけいすけ 8

愛媛県 ユーチューバーになりたい ー 8

愛媛県 洋服屋さんではたらく！ みずき 8

愛媛県 歴史の専門家になりたい しゅんたろう 8

愛媛県 わたしは、マッサージやさんになることです。 わたなべなつ 8

愛媛県 ・サッカーせんしゅ　・ユーチューバー そうま 9

愛媛県 一輪車がのれるようになりたいです。 ももか 9

愛媛県 KOのプロ ー 9

愛媛県 足が速くなりたい！ せな 9

愛媛県

医者になりたい

きょうりゅうかせきハンターになりたい

は虫るいハンターになりたい

柴田旺祐 9

愛媛県 いしゃになりたいです。 渡辺優知果 9

愛媛県 一生ゲームしたい ヤンマト 9

愛媛県 いろいろなお店の人になりたい あこまん 9

愛媛県 いろんな人になりたい うめもとあすか 9

愛媛県 宇宙関係の仕事 天斗 9

愛媛県 えをかく人になりたい りく 9

愛媛県 おいしゃさんになりたい あいちゃん 9

愛媛県 大きくなったら、パパとママみたいに、パソコンがつかえてレジをしたいです。 赤松かな 9

愛媛県 歌手になりたい かな 9

愛媛県 歌手になりたい。 のんのん 9

愛媛県 カッコイイ宇宙飛行士になりたい 珠希 9

愛媛県 学校の先生になりたい ー 9

愛媛県 金持ち 海田りゅうと 9

愛媛県 金持ち 森大和 9

愛媛県 かんごし まほ 9

愛媛県 ギャンブラーになりたい そら 9

愛媛県 けいさつ官になりたい！！ あーちゃん 9

愛媛県 ケーキ屋さん ゆいな 9

愛媛県 ケーキやさんになりたい 河村光桜 9

愛媛県 ケーキやさんになりたい。 みく 9

愛媛県 こうしえん出てプロにいくことです。 立花ひゅうた 9

愛媛県 サッカーせん手 虎太郎 9

愛媛県 サッカーせんしゅ 藍之助 9

愛媛県 サッカーせんしゅ ミックーマウス 9

愛媛県 サッカーせんしゅ おうた 9

愛媛県 サッカー選手になりたい ー 9

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい 祥 9

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい あんじ 9

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい 中ちゃん 9

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい！！ こうせい 9

愛媛県 サッカーにせんしゅなりたい ー 9

愛媛県 サッカーのせんしゅになる 永井光星 9

愛媛県 サッカーのプロ 岡本しょうた 9

愛媛県 水泳せんしゅ あゆみ 9

愛媛県 スタイリスト・メイクアップアーティスト・モデル・女ゆう・びようし・デザイナー・ペットショップやさん RiKA 9

愛媛県 スポーツ選手になりたい さら 9

愛媛県 世界一のプロゲーマー 神業 9

愛媛県 ダンサーになりたいです。 ひーちゃん 9

愛媛県 ディズニーキャスt ー 9

愛媛県 デザイナー さわ 9

愛媛県 デザイナー ゆきだるま 9

愛媛県 デザイナーになりたい 宮下 ゆうり 9

愛媛県 デザイナーになりたい ゆうこ 9

愛媛県 電車の運転し かずくん 9
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愛媛県

電車の運転し運てんしゅ

車の仕事

パソコンでユーチューブのマリメたくさんみる

3910 9

愛媛県 動物をいっぴきでもすくえる仕事がしたい！ 白石星恋 9

愛媛県 どうぶつをたすけられるじゅういさん 山本ひな 9

愛媛県 ネイリスト・声優 にっちゃん 9

愛媛県 ネイリストになりたい。 ひまり 9

愛媛県 ネイリストになりたい。 みお 9

愛媛県 バイクをしゅうりできる人になりたい りん 9

愛媛県 バスケのコーチになりたい はるか 9

愛媛県 パティシエになりたい ゆなっぺ 9

愛媛県 パティシエになりたい みーちゃん 9

愛媛県 パティシエになりたい れーたん 9

愛媛県 パン屋さん まつもとなな 9

愛媛県 ヒーロー　大金もち はると 9

愛媛県 びようしになりたい ー 9

愛媛県 ファッションデザイナーになりたい。 加藤日葵 9

愛媛県 ふうしゃのしごとをしたい 亮輔 9

愛媛県 フォートナイトの人になりたい ヤマ 9

愛媛県 福音小学校の先生 杉田みい 9

愛媛県 プロ野きゅうせんしゅになりたい ー 9

愛媛県 プロボクサーになりたい さむらい綾Ⅱ世 9

愛媛県 プロ野球選手 大賀琉惺 9

愛媛県 プロやきゅうせんしゅ　えいがかんとく しゅんき 9

愛媛県

ベルギーに行きたい。

ベルギー語を覚えてから、かしこくなりたいです。

プロサッカー選手になりたい、何でもできるようになりたい。

この「子ども夢しんぶん」がギネス世界記録になってほしいです。

はークン 9

愛媛県 べんきょうをがんばりたい ひな 9

愛媛県 ほいくえんのせんせい
ピーマン（マッピーマ

ン）
9

愛媛県 ほいくえんのせんせいになりたい。 ほのか 9

愛媛県 ほいくし まい 9

愛媛県 保育園の先生 そよ 9

愛媛県 ほいくしょの先生になりたい まっちゃん 9

愛媛県 ぼくは、ピカチュウになることです。 そうす 9

愛媛県 まんが家 ？？？ 9

愛媛県 まんがか 島内誠之郎 9

愛媛県 水えいせんしゅ せのはこ 9

愛媛県 ミュージカルスターになりたい さらち 9

愛媛県 もっともっとるいさまのやくにたてるようにがんばりたい いおり 9

愛媛県 ユーチュバー そうちゃん 9

愛媛県 ようち園の先生になりたい ー 9

愛媛県 NBAに行ってかつやくする。 光希 10

愛媛県 医者になりたい れい 10

愛媛県 医者になりたい なっちゃん 10

愛媛県 いっぱんじん 立花悠稀 10

愛媛県 イラストレーター ひなっち 10

愛媛県 お金もちになりたい。ママが長生きしてほしい 央花 10

愛媛県 大人　いろんな人になりたい 梅本明日香 10

愛媛県 おとなになったらうんてんしたいです ぶとう 10

愛媛県 学校の先生 河田陽色 10

愛媛県 学校の先生になる 門田真愛來 10

愛媛県 仮面ライダーのジオウガンバライジング1だんの6LRカードのクウガがほしいです。 松岡奏翔 10

愛媛県 体そうの先生になりたい Y.W 10

愛媛県 かんごし 高橋なほ 10

愛媛県 かんごしになりたい ゆあ 10

愛媛県 かんごしになりたい 結 10

愛媛県 教師になりたい！ まーちゃん 10

愛媛県 薬ざいし みわ 10

愛媛県 ゲーマーにいなりたい そうた 10

愛媛県 ゲーマーになりたい ー 10

愛媛県 ゲームクリエイター（マイクラ、スプラ実況者）になれますように SharkenWT 10

愛媛県 声ゆうになりたい ちさき 10

愛媛県 サッカー、まんがか、じいちゃんをつぐ Tanioka Ryo 10

愛媛県 サッカーせんしゅ 江鳥上咲翔 10
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愛媛県 サッカー選手 金本良祐 10

愛媛県 サッカー選手になりたい ゆうま 10

愛媛県 サッカーせん手になりたい 大心 10

愛媛県 作家になりたい mii 10

愛媛県 ざっか屋さん りぃり 10

愛媛県 じえいかんになる そうし 10

愛媛県 しのうくんれしになりたい りさ 10

愛媛県 しょうらいの夢はふつうのサラリーマン たかはしあきと 10

愛媛県 しょうらいのゆめふつうのサラリーマン 近藤陽太 10

愛媛県 水泳選手 大滝陽平 10

愛媛県 水泳選手になりたい。 りこ 10

愛媛県 スタイリストさんになりたい。 相原紅 10

愛媛県 せいゆうさんになりたい 田窪ひびき 10

愛媛県 世界一のおじさんになりたいです。 ー 10

愛媛県 総理大臣 スタンディングマン 10

愛媛県 大工になりたい 詠太 10

愛媛県 体操選手 ゆま 10

愛媛県 たくさんはたらいてパパとママとたくさんおいしいものたべてたくさん旅行いきたいです 涼月 10

愛媛県 ダンサーに、なりたい！！ ななみ 10

愛媛県 ダンスの先生になりたいです。 すみっこねこ 10

愛媛県 テニスの選手になりたい！ 一宮雅 10

愛媛県 ドクターになりたい。 ゆう 10

愛媛県 ドッチボールが上手になりたい ゆあ 10

愛媛県 トリマーになりたい！ あや 10

愛媛県 なわとびで全国大会にいけますように りん 10

愛媛県 のうぎょう高校、大学に行きたい たっちゃん 10

愛媛県 ノーベル賞がとりたい。 松浦美胡都 10

愛媛県 バスケット選手になりたいなりたい 山下春と 10

愛媛県 パテシエ あーちゃん 10

愛媛県 飛行機のパイロットになりたい くどうそらと 10

愛媛県 美容師 ふわ 10

愛媛県 プロ野球選手になる はげ 10

愛媛県 文ぼう具屋！！ ひな 10

愛媛県 ほいくえんの先生 さくら 10

愛媛県 ほいくえんの先生、ほけんについてはなすしごと みゆ 10

愛媛県 ほいくしなりたい 美陽 10

愛媛県 ほいくしになりたい 山﨑 10

愛媛県 保育士になりたい ゆあ 10

愛媛県 ほいくしになりたい あっちゃん 10

愛媛県 保育士になりたい！ きーちゃん 10

愛媛県 保育士になりたい！！ RIKO 10

愛媛県 ぼくは、たいこのひとになりたいです ゆうと 10

愛媛県 ポンジュース工場の人 うーちゃん 10

愛媛県 まだきまっていない ゆうた 10

愛媛県 マッサージ屋 のあめ 10

愛媛県 やくざいしになりたい さや 10

愛媛県 野救選手 渡辺K 10

愛媛県 りくじょう選手 晴紀 10

愛媛県 陸上で1位になりたい！ まき 10

愛媛県 りっぱな会社員になる。 明錬 10

愛媛県 レアルマドリードにいせきする 海希 10

愛媛県 レゴをつくる人になりたい 快大 10

愛媛県 大人になりたい。 戸田伊吹 10

愛媛県 アナウンサー みーみ 11

愛媛県 大金もち 悠生 11

愛媛県 学校の先生 犬飼 琉花 11

愛媛県 神様になりたい！ 憲将 11

愛媛県 感動できる曲を作れる作曲家になりたい！ ゆの 11

愛媛県 教師 S・M 11

愛媛県 銀行員になりたい しんいち 11

愛媛県 ゲーマーになりたい ー 11

愛媛県 子どもと関われる仕事 てんてん 11

愛媛県 こもの、人形、ぬいぐるみをつくる人になりたい じゅり 11

愛媛県 サラリーマンになりたい ゆきや！ 11

愛媛県 幸せな家族が築けますように 鴨２ 11

愛媛県 四万十川で一番の漁師 あきひさ 11
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愛媛県 じゅう医になりたい 山口 みずね 11

愛媛県 新幹線の運転手になりたいです。 かなた 11

愛媛県 すてきなおよめさんになって女優になりたい K.C 11

愛媛県 ピアノの発表会でうまくひけますように かすみ 11

愛媛県 ダンサー 亀ちゃん 11

愛媛県 調理師になりたい 雄大 11

愛媛県 調理師になりたい 遼 11

愛媛県 ディズニーランドのパレードダンサーになる！ こはる 11

愛媛県 箱根駅伝で走りたい。 賢生 11

愛媛県 バスケット選手 マイケル・ジャクソン 11

愛媛県 バスケットボール選手になりたい ゆうだい 11

愛媛県 パティシエになりたい ここあ 11

愛媛県 パティシエになりたい うぶ 11

愛媛県 ピアニストになりたい ゆうな 11

愛媛県 ピアノがうまくなりたい りお 11

愛媛県 びようしになりたい 田川琴音 11

愛媛県 ファッションデザイナー しーちゃん 11

愛媛県 フォートナイトのゲームで日本1位になりたい 岡田瞬 11

愛媛県

プロじゃなくてもいいから、マジックとかジャグリング、将棋スポーツなどの自分のしゅみとか得意なものが、どんどん上

手になりたい。勉強も外国語をしゃべれるようになりたいです。このこの子ども夢しんぶんがギネス世界記録になる

ことです。地球温暖化がなくなる（止まる）ことです。争いがなくなり世界が平和になること！！

ワックン 11

愛媛県 プロバスケットボール選手になりたい エルビン 11

愛媛県 プロ野球選手 日野魁政 11

愛媛県 プロやきゅうせんしゅになりたい ぞう 11

愛媛県 ペットショップではたらくこと ライチュウ 11

愛媛県 ほいくしになりたい あやめ 11

愛媛県 保育士になりたい！ れいか 11

愛媛県 保育士になりたい。 まあーちゃん 11

愛媛県 マラソン選手になりたい！ K.K 11

愛媛県 まんが家になりたい！ なっちゃん 11

愛媛県 マンガ家になりたいです！ ななちゃん 11

愛媛県 ユーチューバでスロットの動画で、100万回再生する ゆう音 11

愛媛県 漁師になりたい 江戸 11

愛媛県 レーシングドライバーになること MiyaMiya 11

愛媛県 金もちになりたい たけまさ 11

愛媛県 頭がよくなりたい 源絢音 11

愛媛県 一級建築士になりたい いっくん 12

愛媛県 ウエディングプランナーになりたい ー 12

愛媛県 お金もちになりたい こばん 12

愛媛県 歌手になりたい いっしー 12

愛媛県 車になりたい みっつん 12

愛媛県 公務員になりたい！ ともひと 12

愛媛県 サッカー選手になりたい 倭 12

愛媛県 声優になりたい いまむー 12

愛媛県 世界一の医者になる。 愛心 12

愛媛県 大金もちの社長になる カマキリ 12

愛媛県 大工 山下晴生 12

愛媛県 卓球がうまくなりたい おかば 12

愛媛県 卓球をしたい ビンチ 12

愛媛県 鉄道整備士になりたい ー 12

愛媛県 天才になりたい フウマ 12

愛媛県 バスケット選手選手になりたい あいむーむー 12

愛媛県 パティシエになりたい さき 12

愛媛県 パン屋さんにないりたい ー 12

愛媛県 美人になりたい　けっこんしたい M.H 12

愛媛県 保育士になりたい！ りーちゃん 12

愛媛県 保育士になりたい マリア 12

愛媛県 まんが家になりたい！ ひより 12

愛媛県 eスポーツに出て優勝できますように（フォートナイト） りくっち 13

愛媛県 NBAに行って15年連続MVP！ドラフト1位！！ たっきー 13

愛媛県 いろんな人を幸せにしたい ー 13

愛媛県 建築工 ー 13

愛媛県 すてきなパートナーに出会えますように しゅれな 13

愛媛県 バスケで全中目指す！！ ともか 13

愛媛県 バスケで全中目指す！！ HARUKA 13

愛媛県 みんなを笑顔にできる人になりたい。 谷河せりな 13
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愛媛県 良い人生を送りたい 森星 13

愛媛県 TZUYUと付き合う ONCE 14

愛媛県 お金もちになる りゅうと 14

愛媛県 看護師になりたい！ Y・Y 14

愛媛県 グランドハンドリング T 14

愛媛県 スポーツ関係の仕事 こまり 14

愛媛県 声優 ユキ 14

愛媛県 バレー選手になって子どもたちにバレーを教える ー 14

愛媛県 プロ野球選手になりたい！！ 真希 14

愛媛県 保育　スポーツの指導員 ー 14

愛媛県 保育士になりたい！ 平野佑奈 14

愛媛県 保育士になりたい。 藤森穣希 14

愛媛県 みさきちゃんと付き合う(笑) レブロンヒデ 14

愛媛県 子ども（小さい子）と関われる人 持主実優 14

愛媛県 科学者 ー 15

愛媛県 プロバスケットボール選手 龍昭 15

愛媛県 臨床心理士 こころ 15

愛媛県 子どもと関わる仕事に就きたい。 ゆーき 17

愛媛県 スポーツトレーナーになりたい ニノミヤ 17

愛媛県 ディズニーランドで働く 下谷 17

愛媛県 美容師になりたい 渡部 17

愛媛県 ポケモンマスター ショオ 17

愛媛県 あいすくりむやさんになりたい ゆきの ー

愛媛県 アイスやさんになりたい りの ー

愛媛県 アイスを作る人になりたい ー ー

愛媛県 イルカショーのひとになりたいです ー ー

愛媛県 お父さんがびようしだからびようしになりたい。 もね ー

愛媛県
かしゅメンバーになりたい（AKBとか）

ほいく園の先生
ー ー

愛媛県 学校の先生になりたい ー ー

愛媛県 かんごしさんになりたいです。 さあや ー

愛媛県 かんごしになりたい 羽な ー

愛媛県 かんごしになりたい ー ー

愛媛県 きゃびんあてんだんとになりたいです すみれ ー

愛媛県 けいさつかん ー ー

愛媛県 けいさつかんになりたい よしふじ５ちょうめ ー

愛媛県 ケーキやさん ー ー

愛媛県 けーきやさんになりたい そうりんか ー

愛媛県 けーきやさんになりたい ー ー

愛媛県
ケーキやさんになる。

あとぞいどわいるどにもなりたい
ー ー

愛媛県 げんきであかるいにっこにのせんせいになりたいな ー ー

愛媛県 研究者になり、新種の細胞を発見したい！ とわ ー

愛媛県 建築士になりたい！！ RUKA ー

愛媛県 心が強くてやさしい人になりたいです Ai ー

愛媛県 さっか ますだ　かえで ー

愛媛県 サッカーせんしゅになりたい るい ー

愛媛県 サッカー選手になりたい。（長友選手みたいに） ー ー

愛媛県 サッカーせんしゅになりたいです ー ー

愛媛県 しょうがこうのせんせいになりたい 小まつらな ー

愛媛県 消防士になりたい SHION ー

愛媛県

しょうらいのゆめは、あいどるとパンやさんです！

わたしは心にのこっています。

なれますように。

ー ー

愛媛県 将来のゆめは「アイドル」になれますように ー ー

愛媛県 しょうらいのゆめわスイエーセンシュ はるき ー

愛媛県 水泳で全種目10秒だいだせるように！！ バナナ ー

愛媛県 せかいじゅうをたびしたい ー ー

愛媛県 中学校の体育の先生 ー ー

愛媛県 デザイナーになれますように SAKURA ー

愛媛県 てんさいになりたい。 たまいあきと ー

愛媛県 鳥はかせになりたい ー ー

愛媛県 ねこの保護活動 秋山蒼介 ー

愛媛県 野きゅうせん手 ー ー

愛媛県 バスケット選手 ー ー

愛媛県 パティシエ こなつ ー
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愛媛県 パティシエ ゆうは ー

愛媛県 びょういんの先生になりたい 小椋虹実 ー

愛媛県 フィギュアスケーター めいな ー

愛媛県 フィギュアスケーター はな ー

愛媛県 プロゲーマーになりたい ー ー

愛媛県 プロサッカー選手 息吹 ー

愛媛県 プロサッカー選手になりたい 大内 ー

愛媛県 ペットショップのてんいんになりたい店員になりたい 汐音 ー

愛媛県 ほいくえんの先生 ー ー

愛媛県 ほいくしになりたい 汐木那 ー

愛媛県 ぼくは、たいこのねりしになりたい らんじ ー

愛媛県 ポケモンスターになりたい ー ー

愛媛県 まだきまっていない みずと ー

愛媛県 まだきまっていない 野本大が ー

愛媛県 ミランの背番号99番のプロゴールキーパーになりたい（ドンナルンマみたいに） ー ー

愛媛県 みんなを支えられる会社員になります ー ー

愛媛県 やさしいおねえちゃんになれますように ー ー

愛媛県 郵便局で働く！！ ー ー

愛媛県 大人になる かなと ー

高知県 モデルになりたい あいこ 7

高知県 テレビ局でお仕事をしてみたい みやび 8

高知県 レントゲン技師 かいと 9

高知県 剣道で日本一になりたい はるただ 10

高知県 助産師 りん 11

高知県 助産師さんになる。 みなみ 11

福岡県 ゆーちゅーばー ずん 2

福岡県 仮面ライダージオウになりたい！ ごうくん 3

福岡県 けーきやさん はな 3

福岡県 びようしさんになりたい！！ まい 3

福岡県 ユーチュブ ひこ 3

福岡県 かめんらいだー ともき 4

福岡県 くるまやさん りょうへい 4

福岡県 京成スカイライナーの運転士さんになりたいです。 すずし 4

福岡県 こうむいん とし 4

福岡県 サッカーせんしゅ りゅうや 4

福岡県 しゃちょうになりたい ぶんろく 4

福岡県 宇宙船を作る人になる いおりん 5

福岡県 お兄ちゃんと一緒に宇宙飛行士になって宇宙人を見つけて仲良くなりたい ひたひな 5

福岡県 サッカー ー 5

福岡県 車掌になりたい 有栖川 5

福岡県 女優になりたいです りんこ 5

福岡県 デザイナーになりたいです♥ よう 5

福岡県 パパみたいな先生 ゆったん 5

福岡県 ぷりきゅあになる かな 5

福岡県 マイケルジョーダンみたいにかっこよくシュートできるといいな！ やすながゆうのすけ 5

福岡県 りくじょうせんしゅになりたい ふうし 5

福岡県 I whie (I have one friend.) OJASHWEE 6

福岡県 あいすくりーむやさんになりたい ひなた 6

福岡県 アイスクリームやさんになりたいです。 こはる 6

福岡県 アイドルになって、アイカツをいっぱいしたい！ らーちゃん 6

福岡県 アイドルになりたい。 ユラ次郎 6

福岡県 いしゃ としや 6

福岡県 うちゅうひこうしになりたい おうた 6

福岡県 えかきになりたい。 みなみ 6

福岡県 おおきくなたらけえきやさんになりたい。 あゆな 6

福岡県 おかねもちになりたい。 くらと 6

福岡県 おべんきょうをすぐにわかりやすいようになりたい ゆづき 6

福岡県 おもちゃがほしい りく 6

福岡県 がいこくのでぃずにいにいきたい ゆうと 6

福岡県 かいとうきっとなりたい そうくん 6

福岡県 がっこうのこうちょうせんせいになりたいです。 まさと 6

福岡県 かねもちになりたい りくと 6

福岡県 かねもちになりたいです ひらの あやと 6

福岡県 かんごしさんになりたい ゆな 6

福岡県 かんごしちん くどう ひまり 6

福岡県 かんごしになってみます りおな 6
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福岡県 かんごしになってみます ゆづき 6

福岡県 かんごしになりたい。 なな 6

福岡県 かんごっさんです らいか 6

福岡県 きょうりゅうはかせに、なりたいです。 ひまり 6

福岡県 けいきやさんなにたい のあ 6

福岡県 けいきやさんになってみんなをみんなをえごおにさせたい。 みと 6

福岡県 けいきやさんになりたい さき 6

福岡県 けいきやさんになりたい。 あきら 6

福岡県 けいきやさんになりたい。 さき 6

福岡県 けいきやさんになりたい。 あゆき 6

福岡県 けいさつかんになりたいです つじ みくと 6

福岡県 けいさつになりたいです らい 6

福岡県 けえきやさんになりたい あかり 6

福岡県 けーきやさんになりたい。 みのり 6

福岡県 ケーキやさんになりたいです にか 6

福岡県 げーむのたつじん 𠮷平 6

福岡県 こじかほいくえんのほいくしになりたい。 つぐみ 6

福岡県 さっかあせんしゅになりたいです りょうい 6

福岡県 さっかーせんしゅになる。 えいた 6

福岡県 じおうになりたい こうだい 6

福岡県 じゅいさんになりたい ももか 6

福岡県 しょうぼうしになりたい。 ことま 6

福岡県 しょうぼうしになりたい。 こうめい 6

福岡県 すいぞくかんやさん たいしん 6

福岡県 たのしいゆめ けいな 6

福岡県 どちびせんしゅになりたいな そうま 6

福岡県 ドレスやさんになりたいです。 みゆ 6

福岡県 はいしゃさんになりたいです。 もえ 6

福岡県 はいゆうになりたいです。 じん 6

福岡県 はくぶつかんのひと たいき 6

福岡県 パてしえになりたい こはる 6

福岡県 はわいにいきたい イずミ 6

福岡県 パンやさんになりたい あおい 6

福岡県 ぷろやきゅうせんしゅになりたい。 りゅうひ 6

福岡県 ほいくしさんになりたいです ゆのは 6

福岡県 ぼくはさっかぁせんしゅになりたいです。 かずし 6

福岡県 ぼくはさっかーせんしゅになりたいです。 あやと 6

福岡県 ぼくはていすかんになりたいです。 ゆうた 6

福岡県 みんなよりダンスが上手くなる（タヒチアンダンス） さき 6

福岡県 もでるになりたい うらら 6

福岡県 モデルになる！！ にこ 6

福岡県 ゆうちゅうばになりたい はると 6

福岡県 よおちえんおせんせいになれますように ゆあ 6

福岡県 よつばをいっぱっいさがしたい ゆづき 6

福岡県 あいすくりいむやさんになりたい。 にいな 7

福岡県 アイドルとパティシエになりたい ふう 7

福岡県 アイドルになりたいです。 ここな 7

福岡県 あいどるになりたいです。 あおい 7

福岡県 あたまがよくなる ゆうか 7

福岡県 アニメドラマキャラクターにありたい とうしろう 7

福岡県 うまくおよぎたい こたろう 7

福岡県 えいごをはなせるようになる！ かえ 7

福岡県 おいしゃしゃんになりたいです みりあ 7

福岡県 大きくなったらかぞくぜんいんでくまもとでくらしたい。 めい 7

福岡県 おおきくなったらさっかせんしゅう あいと 7

福岡県 おかしやさんになる ひなた 7

福岡県 おかねもちになりたい ひろき 7

福岡県 おかねもちになりたい。 ゆい人 7

福岡県 お金もち しんじ 7

福岡県 おきなわにいきたいです。 いうら みう 7

福岡県 おく万ちょうじゃにいなりたい わがた 7

福岡県 おとなになったらやきゅうせんしゅになりたいです。 まくん 7

福岡県 お肉やさんになりたい。 せな 7

福岡県 お肉やさんになりたい。 とうや 7

福岡県 おもちゃやさん ゆきただ 7

福岡県 かいぞくになりたい りく 7
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福岡県 科がくしゃ りき 7

福岡県 金もちになりたい。 とうしろう 7

福岡県 けいさつかんになりたい 音葉 7

福岡県 けいさつかんになりたい はるよし 7

福岡県 けいさつかんになりたい とあ 7

福岡県 けいさつかんになりたい りょう 7

福岡県 けいさつかんになりたいです まつお 7

福岡県 げいのう人になりたい あいと 7

福岡県 けえきやさんになりたい ゆい 7

福岡県 ケーキやさんになりたいです ゆな 7

福岡県 ケーキやさんになりたいです。 りつ 7

福岡県 ケーキやさんになりたいです。 ひおん 7

福岡県 けんじゅう王になりたい たけはる 7

福岡県 ごくうになりたいです。 れおん 7

福岡県 さーか ゆうと 7

福岡県 サーカァのせんしゅになりたい りんの たいよう 7

福岡県 さーかせんしゅになりたい そうすけ 7

福岡県 さっかあせんしゅになりたい いぶき 7

福岡県 さっかーせんしゅになりたい いっせい 7

福岡県 サッカーせんしゅになりたい そうすけ 7

福岡県 さっかあせんしゅになりたいです。 そうた 7

福岡県 サッカ選手になりたい。 みなと 7

福岡県 じゃんけんがつよくなりますように。 しゅんり 7

福岡県 しょうぎのプロになりたいです。 しおん 7

福岡県 しょうぼうしになりたい。 しゅうと 7

福岡県 しょうらいのゆめはまんがかになりたいです かわの れんたろう 7

福岡県 しょおぼしになりたい りゅうしん 7

福岡県 じょさんしさんになりたい。 ゆかい 7

福岡県 女子サッカーせんしゅになりたい おとは 7

福岡県 すいえいのせんしゅになりたいです。 ゆうた 7

福岡県 スポーツせんしゅになりたい そう太 7

福岡県 だいくさんになりたい。 けんと 7

福岡県 とうきょうにいてみたいです よしおか まお 7

福岡県 ともだちと、にんきのパティシエになりたいです。 こうめ 7

福岡県 ドラゴンボールヒローズのほし４をぜんぶ。 しんじ 7

福岡県 生ものはかせ ひな 7

福岡県 ぱいろっとになりたいです しんば 7

福岡県 はしるのがはやくなりたい。 はると 7

福岡県 ぱてぃしえになりたい。 りか 7

福岡県 ぱてぃしえになりたいです。 さほ 7

福岡県 パテシエになりたい。 まなみ 7

福岡県 パパとママとじじとゆりちゃんうみとにいきたい。 しゅんと 7

福岡県 バンドのリーダーになりたい。 古川 彩夢 7

福岡県 パン屋さんになりたいです なつき 7

福岡県 ピアニストになりたいです いち 7

福岡県 びょういんの先生になりたい 平池 真佳 7

福岡県 びょういんの先生になりたいです。 みのり 7

福岡県 プールせんしゅになりたい あお生 7

福岡県 フォートナイトのユーチューバーになりたい。 あゆむ 7

福岡県 プロやきゅうせんしゅになりたい だいぞう 7

福岡県 ぺっとしょっぷになりたい。 ゆずは 7

福岡県 へやめえくやさんになりたい。 結な 7

福岡県 ほいくえんの先生いになりたい 七海 7

福岡県 ほいくえんの先生になりたい りいさ 7

福岡県 ほいくえんの先生になりたいです。 せら 7

福岡県 ほいくえんの先生になりたいのです こと 7

福岡県 ほいくしになりたい ゆうあ 7

福岡県 ほいくしになりたい！！ れい 7

福岡県 ぼうとをうんてんしたい えつじ 7

福岡県 ほかいどうにいてみたい おうが 7

福岡県 ぼくのゆめわりょうりにんになりたい。 しょうご 7

福岡県 ぼくはらぐびいせんしゅになりたい たいすけ 7

福岡県 ポケモン せいあ 7

福岡県 マラソンセンシュ。 はるき 7

福岡県 マンガかになりたい 髙田 けんすけ 7

福岡県 まんがかになりたい ひさと 7
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福岡県 ミニチュアしょくにんになりたい。 チさと 7

福岡県 むしはかせになりたいです かなた 7

福岡県 名探偵になりたい！ りんりん 7

福岡県 もこみちさんみたいに料理が上手になってパン屋さんをしたいです つくし 7

福岡県 やきゅうせんしゅうになりたい きさき 7

福岡県 やきゅうせんしゅになしたい りお 7

福岡県 やきゅうせんしゅになりたい そうたろう 7

福岡県 やくざいしになりたいです。 なつ 7

福岡県 やさいやさんになりたいです。 けんご 7

福岡県 ユーチューバーにあいたい とうしろう 7

福岡県 ユーチューバーになりたい とうしろう 7

福岡県 ユーチュウバーのいえにいきたい とうしろう 7

福岡県 （夢）バーチャルユーチューバだ。（ほしいもの）ようかい三国し 西田 響紀 8

福岡県 １しゅうかんごりらとくらしたい。 としき 8

福岡県 YOUTUBER! さやか 8

福岡県 いしゃになりたい 康生 8

福岡県 いっきゅうけんちくし こたろう 8

福岡県 おいしゃさんになりたい！！♥♥ あみ 8

福岡県 おいしゃさんになりたい、ほいくし、サッカーせんしゅ、まんがか、デザイナー いろは 8

福岡県 おうえんになりたいです。 しんのすけ 8

福岡県 おかしやさんになりたい かなこ 8

福岡県 オリンピックのテニスにでてかちたいです。 あやね 8

福岡県 学校の先生になりたい。 一矢 8

福岡県 学校の先生になりたいです りんりん 8

福岡県 キャビンアテンダントになりたい こころ 8

福岡県 キョウリュウのはかせになろ 立花 琥夕 8

福岡県 けいさつかんになりたい 白山龍士 8

福岡県 けいさつかんになりたい。 志音 8

福岡県 けいさつかんになりたい。 あかね 8

福岡県 けいさつかんになりたいです はゆま 8

福岡県 げいのう人になりたい！ あやな 8

福岡県 ケーキやさん まりん 8

福岡県 ケーキやさんになりたいです。 れいら 8

福岡県 魚のこといっぱいしっている人 直太ろう 8

福岡県 サッカーせんしゅになってオリンピックに出る ゆうと 8

福岡県 サッカーせんしゅになりたい 凛空 8

福岡県 サッカーせんしゅになりたいです。 ひろあき 8

福岡県 さんぱつやさんの人になりたい。 あんじ 8

福岡県 しょどうかになりたい 浬世 8

福岡県 人生８０才は、生きる。 岩橋 玄起 8

福岡県 ズーットゲームしたい あさひ 8

福岡県 ずっとゲームをしたい れんぜん 8

福岡県 空をじゆうにとびたい！ あやな 8

福岡県 ダンサーになってたくさんみんなをえがおにする！ えみか 8

福岡県 ダンサーになりたい！！ あかり 8

福岡県 ダンスの先生になりたい めい 8

福岡県 デザイナーになりたい りあ 8

福岡県 デザイナーになりたい。 るか 8

福岡県 テレビに出たい！！♥ らんな 8

福岡県 動物園のしいくいんさんになりたい 七海 8

福岡県 歯いしゃになりたい！ 浬世 8

福岡県 はいしゃさんになりたい。 ちあき 8

福岡県 パティシエになりたい。 海り 8

福岡県 バレーのせんしゅになる つむぎ 8

福岡県 びようしになりたい ゆいか 8

福岡県 プロやきゅうせんしゅになりたい。 あさひ 8

福岡県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 こうせい 8

福岡県 ヘラクラスとすごしたい。 かー 8

福岡県 ほいくえんの先生になりたいです。 りのん 8

福岡県 ほいくえんの戦線になりたいです。 ゆづき 8

福岡県 ほいくしになりたい めい 8

福岡県 ほいくしになりたいです。 はるか 8

福岡県
ポケモンが大好きで、ポケモンゴーで一位になる。全部のポケモンをゲットしたい。外国に旅行して英語を覚えてフ

レンドになる。
ゆー 8

福岡県 ほけんしつの先生になりたい。 のあ 8

福岡県 マイクラでユーチューバーみたいにけんちくができるようになりたい 志岐 宗真 8
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福岡県 まいくらふとをぜんくりしたです。 しゅんすけ 8

福岡県 モデルになりたい！！ れいあ 8

福岡県 野きゅうせんしゅ 侑真 8

福岡県 ユーチューバーになりたい むねのり 8

福岡県 ゆめは、ほいくしになることです。 柿原 里彩 8

福岡県 ラグビーせんしゅになりたい。 かけ大 8

福岡県 わるい人がいなくなってほしいです。 ゆいな 8

福岡県 ９０さいまで生きる。 まゆこなあ 9

福岡県 保育園の先生 みさき 9

福岡県 Jリーガーになってかつやくする としき 9

福岡県 大きくなったら、こどもクリニックのかんごしさんになりたいな！ やすながまりん 9

福岡県 歌手になりたい かんな 9

福岡県 学校の先生・・・・？ かほ 9

福岡県 金もちになって、コーキューな家をたてたいです。 こおた 9

福岡県 かんごしになりたい ねい 9

福岡県 けいさつかんになって白バイにのりたい はや人 9

福岡県 ゲームクリエイターになりたい。 翔吾 9

福岡県 ゲームセンターの人になりたい むさし 9

福岡県 ごくうになりたいです。 ゆうせい 9

福岡県 じ動車を作る人になりたい 大千 9

福岡県 しゅう字の先せい ゆうき 9

福岡県 小学こうの先生 はると 9

福岡県 しんせつになりたい けー 9

福岡県 すいえいせんしゅになりたいです。 かん太 9

福岡県 ずっとゲームをしたい かい土 9

福岡県 たっきゅうせんしゅになりたい。 ゆうと 9

福岡県 ダンサーになりたい！！ みあ 9

福岡県 ダンスの先生か学校の先生になりたいです。 あい 9

福岡県 電車の運転士になってななつ星を運転して家族を乗せて走りたいです。 いとし 9

福岡県 東京にいきたい みう 9

福岡県 動物のしいくいんになりたいです。 千晴 9

福岡県 ナースになりたいです。 りん 9

福岡県 パイロット 大紀 9

福岡県 パテシエ 小林みお 9

福岡県 パテシエになりたいです。 七海 9

福岡県 バドミントンで勝つ！ ゆま 9

福岡県 バレーのせん手になる みるく 9

福岡県 ふつうの人になりたいです りょうが 9

福岡県 ペットショップやさんになりたい。 あき 9

福岡県 ほいくしになって小さな子たちをおせわしたい！ かほ 9

福岡県 ほいくしになりたい、ペットショップスタッフになりたい、お花やさんになりたい 橋本 樹 9

福岡県 ホワイトタイガートいっしょいすんてみたいです。 ゆう生 9

福岡県 やきゅう しょうま 9

福岡県 やくざいしになりたい ゆめ 9

福岡県 やさしい人になりたい いさな 9

福岡県 りくじょうせんしゅになりたい ゆきな 9

福岡県 りくじょうせんしゅになります。 いずも ゆうき 9

福岡県 JRの運転手になりたい しゅん 10

福岡県 理球をたくさんしていきたい リッキー 10

福岡県 おとうさんと毎日いっしょにあそびたいです 栄 淳之助 10

福岡県 弟と一緒に宇宙飛行士になって、宇宙人を見つけて仲良くなりたい ひなひた 10

福岡県 学校の先生になりたい。 あや 10

福岡県 金もちになりたいです。 栄 淳之助 10

福岡県 かんごしになりたい 心音 10

福岡県 キャビンアテンダントになりたい！ パオパオ 10

福岡県 警察官になりたい。 翔太 10

福岡県 建築家 拓斗 10

福岡県 声ゆうになりたい あっちゃん 10

福岡県 宿題がなくなりますように うらら 10

福岡県 小学校の先生になりたい てっしー 10

福岡県 ずっとゲームしたい 魚本 10

福岡県 ずっとゲームをしたい。 ゆうすけ 10

福岡県 パティシエになりたい。 ゆかり 10

福岡県 パティシエになる！！ まき 10

福岡県 ペットショップになって犬とねこのめんどうをみる。 そらの 10

福岡県 弁護士になりたいです ひな 10
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福岡県 ほかの県のキャラクターをつくってみたい。 西田 優南 10

福岡県 まいぜんときょうえんする。 西田 結南 10

福岡県 マッサージ屋になっていろんな人をよろこばせたい ももか 10

福岡県 マンガ、か 高田 弘人 10

福岡県 まんが家になりたいです。 あいか 10

福岡県 まんが家になりたいです みらい 10

福岡県 医者になって病気の人をたすける かなた 11

福岡県 英語の先生かダンスの先生になりたい。 北人 11

福岡県 看ごしになりたいです。 みか 11

福岡県 かんごしになりたい！ るな 11

福岡県 かんごしになりたい。 はな 11

福岡県 けいさつかん なっちゃん 11

福岡県 ゲーマー、ヘリコプター博士、Doctor アッキー 11

福岡県 声優になりたい。 かなで 11

福岡県 世界で活躍できるテニスプレイヤーになってオリンピックの開会式でマリオの格好で登場したい れんと 11

福岡県 たくさん勉強して小学校の先生になる！ りゅうと 11

福岡県 プロ野球選手になりたいです。 翔太 11

福岡県 まんが家になりたい！ さき 11

福岡県 野球選手になる じゅん 11

福岡県 医療系の仕事につきたい。 みく 12

福岡県 おきなわへ行ってみたい！ みいちゃん 12

福岡県 ケーキ屋さんになりたい まほ 12

福岡県 公務員か電気会社の開発部の人間 ヨッシー 12

福岡県 サッカー選手 健吾 12

福岡県 デザイナーになりたい♥♥ しゅっしゅ 12

福岡県 野球選手 雅也 12

福岡県 私は、マンガの編集者になって、いろんなマンガを担当したいです。 ゆいP 13

福岡県 東京の大学に行ってギャルになりたい。 YUAYUA 14

福岡県 人を笑顔にできるお仕事をしたい！ りんこ 18

福岡県 社会福祉士になる るな 20

福岡県 CA みさき ー

福岡県 Saxが上手になりたい！！ Yamamoto Chisaki ー

福岡県 アイドル♥ みふゆ ー

福岡県 アイドルになりたい まき ー

福岡県 歌のお兄さんになりたい。 ー ー

福岡県 ウルトラマン レオ ー

福岡県 おいしゃさん としき ー

福岡県 おかしやさんになりたいな みみね ー

福岡県 おかねもち ゆうかい ー

福岡県 おかねもちになりたい！！ さやか ー

福岡県 おひめさま みき ー

福岡県 オリンピックにでる みお ー

福岡県 かしゅ ひめか ー

福岡県 かねもちになりたいです みくと ー

福岡県 かぶとむしはかせ としや ー

福岡県 けーきや まい ー

福岡県 サッカーせんしゅ しゅんと ー

福岡県 サッカーの日本だいひょうになりたい 村上峻太 ー

福岡県 ジャニーズ事務所に入りたい！！ ゆうき ー

福岡県 女優になりたい！ 山本 菜花 ー

福岡県 スーパーのおねいさん かな ー

福岡県 スリムになりたい ゆかり ー

福岡県 総理大臣になる！ はるき ー

福岡県 ともだち１００にん ゆうま ー

福岡県 ぱぱとけっこんする りり ー

福岡県 パパのおよめさん すずね ー

福岡県 パパみたいにおしごとをしたい りく ー

福岡県 ぱんやさん みゆき ー

福岡県 フォートナイトソロ１位になりたい。 今い けん人 ー

福岡県 ぼくはきゅうりょのかせきをさがすひとになりたい。 しょうたろう ー

福岡県 ポケモンマスターになりたいです。 さやか ー

福岡県 ホテルマン まさとし ー

福岡県 モデルになりたい！！ もえ ー

福岡県 やきゅうせんしゅ けい ー

福岡県 ユーチューバー こーじ ー

佐賀県 歌って踊れるようになりたい かっくん 1
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佐賀県 仮面ライダーになりたい！ えい 3

佐賀県 看護師さんになりたい　ケーキ屋さんになりたい りっくん 4

佐賀県 キュアミルキーになりたい ゴンゴン 4

佐賀県 ぼくのゆめはしゃしょうさんです。あねちゃんがうんてんしゅになっていっしょにおきゃくさんをのせたいです。 そう223 4

佐賀県 将来の夢はママみたいなケーキ屋さんになりたい ふくふく 5

佐賀県 ボートレーサーになって、一番になる！ ひろ 5

佐賀県 ウサインボルトのように！走るのが速いサッカー選手になりたい！ そるがれおトゲデマル 6

佐賀県 宇宙飛行士　飛んで行ってしまった風船をとりにいきたい 豆がっぱ 6

佐賀県 おかねもちになりたい のんのん 6

佐賀県 おすしやさんになりたい かずとし 6

佐賀県 ケーキ屋さんになって美味しいケーキを作る みこ 6

佐賀県 レストランになりたい　アイドルになりたい さわ 6

佐賀県 大きくなったらペットショップの人になりたいです うらら 7

佐賀県 おおきくなったらようちえんのせんせいになります るか 7

佐賀県 おもちゃさんになりたい さえ 7

佐賀県 自衛隊になりたいです さゆ 7

佐賀県 はやくおよげる まさき 7

佐賀県 ほいくえんの先生になりたい れな 7

佐賀県 レストランになりたい　アイドルになりたい なお 7

佐賀県 私のゆめはしんかんせんのうんてんしゅになることです。たくさんの人をのせているんなばしょにつれていきたいです。 りこ1003 7

佐賀県 一級建築士になりたい いつき 8

佐賀県 大きくなったらやくざいしになりたい。じょゆうさんになりたい 森わきりな 8

佐賀県 かんごしになりたい りお 8

佐賀県 サッカーがつよくなりますように のちゃん 8

佐賀県 ダンスの先生になりたい ひいろ 8

佐賀県 デザイナーになりたい みさき 8

佐賀県 パンやさんになりたい。 はなぴー 8

佐賀県 ヘアメークアーティストになりたい さな 8

佐賀県 本をいっぱいよんでものしりになりたい みーちゃん 8

佐賀県 本んやさんになりたい ゆわ 8

佐賀県 わたしが大人になってかみのけを赤にそめたい まりりー 8

佐賀県 アイドルになりたい。 るか 9

佐賀県 アイドルになりたい。 みゆ 9

佐賀県 しょう来は天国のおじいちゃんに会いたいです。 まさみち 9

佐賀県 しょうぼうしになりたいです。 こじろう 9

佐賀県 しょうらいびようしになりたいです 足立りんか 9

佐賀県 ファッションデザイナーになりたい みわ 9

佐賀県 ほいくえんの先生になりたいです。 ゆい 9

佐賀県 ユーチューバーになりたい みずき 9

佐賀県 大人になったらネイマールみたいなサッカー選手になりたいです。 はるき 10

佐賀県 薬ざいしになりたい！ あかり 10

佐賀県 サッカーで海外でプレーして有名になりたい じん 10

佐賀県 消防しになりたい かいと 10

佐賀県 しょうらいかんごしになれますように みゆ 10

佐賀県 パルクールアスリートになりたい りょう 10

佐賀県 保育士になりたいです！ こう 10

佐賀県 野球選手になりたい ひーちゃん 10

佐賀県 アニメゲゲゲの鬼太郎の声優 けいP 11

佐賀県 医者になりたい 心結 11

佐賀県 大きくなったらバレー選手になりたいです れみ 11

佐賀県 大人になったらディバラみたいになりたいです。
ディバラ２せい（りお

ん）
11

佐賀県 ケーキ屋になりたい りえ 11

佐賀県 彫刻家に いっき 11

佐賀県 彫刻家になりたいです いっき 11

佐賀県 日本人初のバロンドールをとりたい まなと 11

佐賀県 農家の人になりたい いぶちゃん 11

佐賀県 はいゆうになりたい たくま 11

佐賀県 美容師になりたいです。 リン 11

佐賀県 プログラマーになりたい たくっち 11

佐賀県 プログラマーになりたい ぐっち 11

佐賀県 プロ野球選手になりたい りょうくん 11

佐賀県 ペットトリマーになりたい まみ 11

佐賀県 保育士になりたいです 楓花 11

佐賀県 小説家になりたい おしょう 12

佐賀県 大工になりたい いか 12
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佐賀県 動物園の飼育員になりたい さっくん 12

佐賀県 パティシエになりたい ゆめ 12

佐賀県 プロ野球選手になりたい ゆっぴい 12

佐賀県 料理人になりたい しょうちゃん 12

佐賀県 足が速くなりたいです 麗士 13

佐賀県 大金持ちになる！！＆目指せ世界選手権！！ カレーパンマン 13

佐賀県 ドラムが上手になりたい 俊輔 13

佐賀県 プロ野球選手になりたい ピッチャー 13

佐賀県 目指せ億万長者 スーパーマン 13

佐賀県 目指せ九州大会ベスト８！！ バイキンマン 13

佐賀県 目指せ世界選手権！！！ アンパンマン 13

佐賀県 料理人になりたい 宏樹 13

佐賀県 英語の先生になりたい　かんごしになりたい R・I ー

佐賀県 歌手になりたい、もてたい。 楽満ゆりの ー

佐賀県 けいさつかんになりたい かがや ー

佐賀県 ムエタイのプロか、ジャッカルのプロテクターになりたい りゅうと ー

長崎県 リューソーレッドになりたいです。 あつき 3

長崎県 トミカになりたい あーくん 4

長崎県 仮面ライダーになりたい！ たいき 6

長崎県 大工さんになって６F建ての家を親にプレゼントする かっくん 6

長崎県 ドーナツ屋さん ゆーちゃん 6

長崎県 モデルになりたい りりさちゃん 6

長崎県 サッカー選手になりたいです りょうせい 7

長崎県 ☆ケーキ屋さん☆ みんゆん 8

長崎県 大金持ちになりたい！ ゆうき 8

長崎県 トミカを作る人になりたい。 わた坊 8

長崎県 人を笑顔にする仕事をしたい ゆーくん 8

長崎県 警察官になってお金を貯めてママと旅行に行きたい！ りっこー 9

長崎県 雑誌の編集者になって、自分で雑誌を作りたい あきちゃん 11

長崎県 アニメクリエーターになって日本のアニメ界をひっぱるぞ しきちゃん 12

熊本県 ー 中川ゆうま 0

熊本県 パン屋さん まい 5

熊本県 ホケモンマスター らいと 5

熊本県 あいすやさんになりたいです。 ことちゃん 6

熊本県 おかねもちりなりたい ちばゆいな 6

熊本県 おはなやさん 熊本のあやか 6

熊本県 かみきりやさんになりたい。 たいよう 6

熊本県 かめんらいだーになりたい！ りゅうま 6

熊本県 かんごしさんになりたい。 めい 6

熊本県 かんごしになりたい あん 6

熊本県 かんごしになりたい みく 6

熊本県 けいさつかんになりたい あんり 6

熊本県 けーきやさんになりたい ここ 6

熊本県 さかなつりのめいじんになりたい。 りゅうくん 6

熊本県 さっかあせんしゅ いつき 6

熊本県 さっかせんしゅになりち とあ 6

熊本県 しょうがっこうのせんせいになりたい ゆな 6

熊本県 すみっこますたーになりたい ねね 6

熊本県 でざいなーになりたい ゆっきー 6

熊本県 ぱんやさんになりたい れお 6

熊本県 ぱんやさんになりたいなりたい。 ここな 6

熊本県 ほいくしになりたいです。 きらりちゃん 6

熊本県 ぽけもんのなまえをぜんぶおぼえたい。 ゆうと 6

熊本県 ゆーちゅーばー　パンダのしいくいん まえむらすぐり 6

熊本県 あいすやさんになりたいです。 ゆな 7

熊本県
いるかのトレイナーになりたいです。

ほいく園の先生にもなりたいです。
寧音 7

熊本県 えかきやさんになりたい のあ 7

熊本県 かみきりやさん 紗良 7

熊本県 けいきやさんになりたいです。 めい 7

熊本県 けいさつかんになりたいです。 いぶき 7

熊本県 ケーキやさん みるく 7

熊本県 けーきやさんになりたい。 うちだ 7

熊本県 けえきやさんになりたいです。 れな 7

熊本県 けーきやさんになりたいです。 りお 7

熊本県 けーき屋さんになりたいです。なりたい こはる 7
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熊本県 ゲームセンターのマスターになるゆめ。 かい 7

熊本県 さっかせんしゅ てんちゃん 7

熊本県 じどうかんのせんせい のぼる 7

熊本県 じゅうすやさんになりたいです。 みう 7

熊本県 しょうぼうしになりたい こはる 7

熊本県 しょうらいのゆめはかみをむすぶおみせです。 かえで 7

熊本県 しょうらいのゆめはママがはたらいているびょういんです りおな 7

熊本県 水泳選手 シンシンラブ 7

熊本県 すぽうつせんしゅ りゅうき 7

熊本県 すぽーつせんしゅになりたいです。 かなと 7

熊本県 だいくになりたい。 りこ 7

熊本県 ネイリストになってつめにいろんないろをぬってみたいです。 莉子 7

熊本県 はいしゃさんになりたい。りたい。 さとうりおな 7

熊本県 バスケのせんしゅうになりたいです。 てる 7

熊本県 パティシエ のんたん 7

熊本県 パテシエになりたい ゆりちゃん 7

熊本県 パテシエになりたいです。 まつながれいん 7

熊本県 ぴあにすとになりたい まい 7

熊本県 びようしになりたいです。 ななみ 7

熊本県 びようひつの人になってかわいくしてあげたいです。 みいちゃん 7

熊本県 ほいくえんの先生です。 りせ 7

熊本県 ほいくしになりたい。 みずき 7

熊本県 ポケモンマスターのマスターになれますように。 えのき田 7

熊本県 ボルターズの人になりたいです。 こじろう 7

熊本県 まんがをかくひとになりたいです。 みやさかまーちゃん 7

熊本県 みやびだいこになりたい りく 7

熊本県 アイスクリームやさんになりたい。 入江みとより 8

熊本県
イルカのトレーナーになりたいです。

もっと字がていねいになりたいです。
はるね 8

熊本県 うまのちょうきょうしになりたいです。 えいた 8

熊本県 学校の先生です。 けんしょう 8

熊本県 かっぱずしのてんいん はるくん 8

熊本県 キャビンアテンダントになりたい。 ゆあ～ 8

熊本県 けいさつ たいら 8

熊本県 けいさつかんになりたい。 ひー 8

熊本県 けーき屋さんになりたいです。 おとは 8

熊本県 魚やさんです。 ソーダ 8

熊本県 サッカーせんしゅになりたいです。 なおき 8

熊本県 サッカーせん手になりたい。 りゅうき 8

熊本県
サッカーせん手になりたい。FCバルセロナに入りたい。

たっきゅうせん手になりたい。
ゆうすけ 8

熊本県 世界でいちばん輝くサッカー選手 あおくん 8

熊本県 だいくさん いるか 8

熊本県 でんしゃのうんてんしゅ 水島ゆうすけ 8

熊本県 パティシエになりたいです。 ゆめ 8

熊本県 びようしになりたい ゆうあー 8

熊本県 プロ野球せん手になる 中川とうま 8

熊本県 マンガ家 今雅 8

熊本県 もっとじょうずなやきゅうせんしゅになりたいです。 けんせい 8

熊本県 やきゅうせん手になりたい。 れお 8

熊本県 薬剤師 まゆゆ 8

熊本県 やさしい人になりたいです。 ゆうざむらい 8

熊本県 ユーチューバー 前村しんのすけ 8

熊本県 ユウチュバーになりたいです。 まるも 8

熊本県 アイスやさんになりたいです。 ルー 9

熊本県 いつも元気ダンサー NON 9

熊本県 歌手になりたい あいく 9

熊本県 学校の先生 まいまい 9

熊本県 かっみきりやさん ふうちゃん 9

熊本県 かんごし ふじちゃん 9

熊本県 サッカー選手になりたい 井樋口空希 9

熊本県 サッカーせんしゅになりたい。 うら田 9

熊本県 セブイレブンのていいん。 はるくん 9

熊本県 だいくさん 本田けいすけ 9

熊本県 なが生きしたい 鳥原 9

熊本県 ぼくのゆめはサッカー選手です。 暖史 9
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熊本県 ユーチューバー みーみ 9

熊本県 ユーチューバー ゆい 9

熊本県 ユーチューバー ひかっぴ 9

熊本県 ユーチューバーになる！ るっちー 9

熊本県 ユウチュバーになりたい！ とうちゃん 9

熊本県 牛をしいくする 今文 10

熊本県 お金持ち ゆり 10

熊本県 こうむいん おせな 10

熊本県 子児科医 HIKA 10

熊本県 女優さん アニソンヲタク 10

熊本県 東京ディズニーランドにいってみたい みの兄 10

熊本県 ほいくえんの先生 野方 10

熊本県 ぼくのゆめはサッカー選手です。 シイマ 10

熊本県 ぼくのゆめはサッカー選手です。 蔵真 10

熊本県 本屋さんになりたいです。 ひ～ちゃん 10

熊本県 野球選手 ゆうし 10

熊本県 夢　サッカー選手 なし 10

熊本県 ゆめ　プロ野球選手 孝一郎 10

熊本県 加トちゃん ずばちゃん 11

熊本県 卓球選手（しょうらいの夢） 花屋さん 11

熊本県 プロ棋士 太一 11

熊本県 保育士 まい 11

熊本県 保育士 TNK 11

熊本県 保育士 HINA 11

熊本県 ゆめ、プロ野球 なし 11

熊本県 夢は、優しい人になることです（こわい人にならない！） 愛 11

熊本県 けいさつかんになりたい うるは 12

熊本県 サッカー選手になりたいです！ 未来レアル 12

熊本県 タカラジェンヌになって舞台人になる？？ かなかな 12

熊本県 バスケットボール選手 しょう太 12

熊本県 夢　ゲーム実況 結 12

熊本県 いろんな物を作る農家 こじまっち 13

熊本県 プログラミング レイ 13

熊本県 野菜たべよー ハセ 20

熊本県 31やさんになりたい にいな ー

熊本県 あいすやさんなりたい 中村 ー

熊本県 あいすやさんになりたい あいら ー

熊本県 あいすやさんになりたい めい ー

熊本県 あいすやさんになりたい みちか ー

熊本県 あいすやさんになりたい りいちん ー

熊本県 あいすやさんになりたいです。 ももは ー

熊本県 あいすやさんになりたいです。 ことね ー

熊本県 あいすやさんになりたいです。 ここちゃん ー

熊本県 あいすやさんになりたいです。 あーちゃん ー

熊本県 あいすやさんにもなりたい ロビー ー

熊本県 えるさになりたい りあ ー

熊本県 おかねもちになりたい とおま ー

熊本県 おすしやさん れんと ー

熊本県 おすしやさんになりたい はるくんん ー

熊本県 おすしやさんになる しょうちゃん ー

熊本県 おすしやになりたい しゅんくん ー

熊本県 おはなやさん 花屋さん ー

熊本県 おマはりさんになりたい あきと ー

熊本県 オリンピックせんしゅになりたい あこ ー

熊本県 おわらいげーにんになりたいです。 こはく ー

熊本県 かきごおりやさんになりたい こはね ー

熊本県 かきごおりやさんになりたい りいさ ー

熊本県 からてかになりたい ゆあさ ー

熊本県 からてになりたい さち ー

熊本県 かんごしさんになりたい こと ー

熊本県 かんごしさんになりたい しーちゃん ー

熊本県 かんごしになりたいなりたい かほ ー

熊本県 けいさつ たいちゃん ー

熊本県 けいさつかんになりたい ゆうと ー

熊本県 けいさつかんになりたい はるき ー

熊本県 けーきやさんになりたい あいな ー
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熊本県 けーきやさんになりたい なっちゃん ー

熊本県 けーきやさんになりたいです。 ー ー

熊本県 けーきやさんになりたいです。 りおちゃん ー

熊本県 さっかーせんしゅになりたい たかみつ ー

熊本県 さっかーせんしゅになりたい はるる ー

熊本県 さっかーせんしゅになりたいです。 ひかる ー

熊本県 さっかーせんしゅになる りーくん ー

熊本県 さっかーせんしゅになる ー ー

熊本県 さっかーせんしゅになる れんくん ー

熊本県 さっかーぼーるさん とな ー

熊本県 さっかせんしゅになる たっくん ー

熊本県 しょうぼうしになる こうちゃん ー

熊本県 じょしやきゅうせんしゅになる ねーちゃん ー

熊本県 すいか たつき ー

熊本県 ずかんやさん さつき ー

熊本県 たこやきやさんになりたい そうた ー

熊本県 どうふつやさん るい ー

熊本県 はいしゃさんになりたい れんと ー

熊本県 はいしゃさんになりたい ゆい ー

熊本県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 りおん ー

熊本県 みっきーまうすになりい みーちゃん ー

熊本県 やきゅうせんしゅになりたい れいと ー

熊本県 やきゆうせんしゅになりたい りく ー

熊本県 やきゅうせんしゅになる いーくん ー

大分県 庄内神楽の人 くうどん 2

大分県 キティちゃんみたいに可愛くなりたい ゆいごん 3

大分県 車椅子サッカーの選手になりたい ふー 5

大分県 古生物学者になって恐竜の化石を探しまくる！ カナコナン 7

大分県 ひまわりのように明るい警察官になる かいさな 7

大分県 発明家 きりどん 8

大分県 保育園の先生になりたい！ さなちゃん 8

大分県 プロ野球せんしゅからメジャーリーグになります！ NYそうし 9

大分県 世界遺産を巡る旅をしてみたい！ りめたっぴさ 10

大分県 えをかくひとになりたい。 はな ー

大分県 おおきいかいをとりたい たいち ー

大分県 オリンピック体そうせん手 山田ゆり ー

大分県 がっこうの先生になりたい。 わたなべゆいが ー

大分県 かんごしになりたい。 のあ ー

大分県 ガンダムが好きになりたい そうま ー

大分県 けいさつかんになりたいです いせな ー

大分県 警察官になりたいです。 河野　陽向 ー

大分県 げいじゅつかになりたい 中田　じゅり ー

大分県 ケーキやさんになりたい。 せな ー

大分県 ケーキやさんになりたい。 ももか ー

大分県 ケーキやさんになりたいです。 あみ ー

大分県 けんきゅうしゃになりたい ひろせ ー

大分県 こうむいんになりたい！ かい　ゆいな ー

大分県 魚をさばく人になりたい。 しずく ー

大分県 サッカーせんしゅになりたい おい ー

大分県 サッカーせんしゅになりたい。 おかむらゆめと ー

大分県 じてんしゃせんしゅできんめだるをとりたい りこ ー

大分県 消防士になりたいです。 塩月　あゆな ー

大分県 しょうらいケーキ屋さんになりたいです。 中野　まひろ ー

大分県 生後の先生になりたい！ れい ー

大分県 声ゆうになりたい。 のの ー

大分県 大工さんになりたいです おのさく ー

大分県 ちからがつよくなりたい！ かいりゆうと ー

大分県 テレビさいきっちのカメラマンか、プロゲーマです！！ 岩本　沙由乃 ー

大分県 動物屋さんになりたいです。 わかな ー

大分県 バレーがうまくなりたい。 ここね ー

大分県 バレーせんしゅになりたい。 りゅうき ー

大分県 ピアニストになりたいです。 高羽　ことり ー

大分県 ピアノの先生になりたいです。 ごとうしいな ー

大分県 びようしさんになりたい。 あこ ー

大分県 びようしになりたい。 みさ ー

大分県 フリーアナウンサーになりたいです！！！ T.K ー
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大分県 ぺっとしょっぷのてんいんさん こうのみく ー

大分県 三ツ星がもらえるシェフになりたい。あと、レストランのなかには小さい水族館を作りたい あか ー

大分県 みんなのやくにたつしごとがしたい。 天野　夏帆 ー

大分県 メンタリストになりたい しょう ー

大分県 ようちえんの先生 冨髙　夏海 ー

大分県 りくじょうのコーチになりたい。 まゆか ー

大分県 りく上のコーチになりたい。 みさと ー

大分県 りょうし わたる ー

大分県 りょうしになりたい。 ちひろ ー

大分県 ワンピースのおもちゃやさんになりたい。 ごとう ー

宮崎県 かしゅになりたい じゅりんご 5

宮崎県 しょうぼうへりのうんてんし たきもと けいすけ 6

宮崎県 ぱんやさんになりたい るなちゃん 6

宮崎県 ようちえんのせんせい、みっきーにあいたい おばた ちさ 6

宮崎県 れーさーあになりたい こうが 6

宮崎県 いいまほうつかいのおひめさま 前田ゆい 7

宮崎県 いしゃになりたい もも 7

宮崎県 なんきょくいきたい あーちゃん 7

宮崎県 びようしになりたい。 ゆいり 7

宮崎県 ペットショップのてんいんさん えれな 7

宮崎県 イラストレーター ももちゃん 8

宮崎県 けーきやさんのてんちょうになりたい。 はるか 8

宮崎県 たっきゅうせんしゅになりたい！ りくと 8

宮崎県 バーレせんしゅとカフェやさん ことね 8

宮崎県 パティシエになりたい！ さなみん 8

宮崎県 ファッションデザイナー せっちゃん 8

宮崎県 べんごしになりたい！ りの 8

宮崎県 ほいくえんの先生になりたいです ゆめか 8

宮崎県 ゆめは、しょうぼうし くろ木 ゆうま 8

宮崎県 サッカーせんしゅになりたいです！！ そらっち 9

宮崎県 サッカーせん手になりたい！！ あらぽん 9

宮崎県 じぶんのそつえんしたほいく園の先生 らんたん 9

宮崎県 じゅういになりたいです。 そうた 9

宮崎県 ファッションデザイナー いっちい 9

宮崎県 ホークスの柳田選手のような野球選手になりたい！ ゆうき 9

宮崎県 建築家と保育士です。 幸乃 10

宮崎県 作業療法士になりたい あやちゃん 10

宮崎県 サッカー選手 れん 10

宮崎県 バレーボール選手になりたい。 志村 美葉 10

宮崎県 ゲームクリエイター 幸星 11

宮崎県 小学校の先生になりたい！！ ココ 11

宮崎県 バドミントンせんしゅ せいたまん 11

宮崎県 バドミントン選手 せとけん 11

宮崎県 保育士になりたい！ あい 11

宮崎県 介護士になりたい 静空 12

宮崎県 建築士 斗真 12

宮崎県 シューフィッター さわ 12

宮崎県 動物かんごしになること。 りの 12

宮崎県 ヘアメイククリエイターになりたい 中村綺心 12

宮崎県 保育士 ひなた 12

宮崎県 マンガ家になりたいです。 楓 12

宮崎県 大金持ちになる ryu 12

宮崎県 ユーチューバー 0920kai 12

宮崎県 ゲームサウンドクリエイターになる 1221承久の乱 13

宮崎県 建築士 グングニル 13

宮崎県 じゅう医師 ゆいり 13

宮崎県 楽しく生きる 中島 13

宮崎県 ユーチューバーになる ヒカぎ 13

宮崎県 パティシエになれますように あいり 14

宮崎県 保育士になりますように ゆい 14

宮崎県 メイクアップアーティスト ARMY 14

宮崎県 大学合格！！ けんたろう 17

宮崎県 大学に合格する！ 宇（かなた） 18

宮崎県 プロ野球の応援 野球大好き人 ー

鹿児島県 ケガ病気なく元気にすくすく！周りの人に愛される男になろう！ きいちゃん 1

鹿児島県 優しくかわいいプリンセスに！ケガ病気なく笑顔で幸せな毎日を！ はるちゃん 3
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鹿児島県 たくさんおしゃべりできるようになりたい！ カイト 5

鹿児島県 パパみたいなやくざいしになる 大和 5

鹿児島県 あいどるになりたい。 ゆいな 6

鹿児島県 おかねもち こうき 6

鹿児島県 かぼちゃがたべられるように。 ゆなかん 6

鹿児島県 じえいたい りょうせい 6

鹿児島県 しょうぼうしになりたい。 きんのかなた 6

鹿児島県 にがてなたべものがたべれますように。 ありえる 6

鹿児島県 ひこうきのパイロットになりたいな！ ゆめにむかってりりく 6

鹿児島県 ぷーるせんしゅになりたい。 みなみ 6

鹿児島県 プロボクサーになる！ なるくん 6

鹿児島県 まじめになりたい みかん 6

鹿児島県 おかしやさん あいこ 7

鹿児島県 かしゅ さわ 7

鹿児島県 学校の先生になりたい。 夏帆 7

鹿児島県 サッカーせんしゅになりたい。 えいた 7

鹿児島県 新かん線のうんてんしになりたい。 はし村たく音 7

鹿児島県 そらをとびたい。 なかのゆうすけ 7

鹿児島県 たんていになりたい。 にしぞのつばさ 7

鹿児島県 でざいなーになりたい はしのほのか 7

鹿児島県 どうぶつや犬のかんさつ名人になりたい。 りお 7

鹿児島県 パンやさんになりたい。 慶一 7

鹿児島県 ゆうちゅうぶになりたい りょうた 7

鹿児島県 ユチューバーになりたい。 りゅうと 7

鹿児島県 ー すいか 7

鹿児島県 あいすあさんになりたい ももか 8

鹿児島県 アナウンサーになりたい ハルト 8

鹿児島県 かがくしゃになりたい？ みなと 8

鹿児島県 かんごしさんになりたいです。 れんちゃん 8

鹿児島県 くもんの先生になりたいです。 ころろちゃん 8

鹿児島県 ケーキやさんになりたい。 よこ山高大 8

鹿児島県 こん虫はかせになりたい。 誠也 8

鹿児島県 サッカー選手になりたい。 大虎 8

鹿児島県 算数の先生になりたい。 かな 8

鹿児島県 じえたいになりたい か歩 8

鹿児島県 スポーツカーの人になりたい。 はると 8

鹿児島県 せいこついんになりたい たまひ 8

鹿児島県 だいとうりょうになりたい たけちゃん 8

鹿児島県 ダンスのうまいアイドルになる！ るーあ 8

鹿児島県 パイロットになりたい らいあ 8

鹿児島県 ピアニストになること あやの 8

鹿児島県 ピアノの先生になりたい れーちゃん 8

鹿児島県 ピアノの先生になりたい。 あかこちゃん 8

鹿児島県 ほいくえんのせんせいになりたいです。 みれい 8

鹿児島県 ぼくは、かいごしになりたいです。 前多圭太 8

鹿児島県 ぼくは、サッカーせんしゅになりたい。 まきさこそうま 8

鹿児島県 ぼくは、そば屋になりたい。 山口柊斗 8

鹿児島県 ぼくは、ペットやさんになりたりい。 髙山りゅうび 8

鹿児島県 ユーチューバー しゅう 8

鹿児島県 ゆうちゅうばあになりたい ないす 8

鹿児島県 幼稚園の先生 ゆうか 8

鹿児島県 ようふくやさんになりたい。 さやか 8

鹿児島県 りょうしになりたい まなぴー 8

鹿児島県 りょうしになりたい。 翔太 8

鹿児島県 わたしは、ケーキ屋さんになりたい。 山下ゆうき 8

鹿児島県 ー りゅうつばき 8

鹿児島県 牛のじゅういさんになりたい。 はるひ 9

鹿児島県 おしょうさんになりたい。 のりみっちゃん 9

鹿児島県 おもちゃやさんになりたい しおん 9

鹿児島県 かきごおりやさんになりたい らいむ 9

鹿児島県 カッコいいモデルさんにないたいです！ ☆ちゃる☆ 9

鹿児島県 学校の先生になりたい。 楓 9

鹿児島県 けいさつかんになりたい 楓 9

鹿児島県 けいさつの人になりたいです。 輝樹 9

鹿児島県 ゲームクリエイターになりたい 日翔 9

鹿児島県 高級車をつくる人になりたい。 蒼己 9
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鹿児島県 こっくの一人前になりたいです。 そうちゃん 9

鹿児島県 こん虫はかせになりたい。 こうまくん 9

鹿児島県 サッカーせんしゅになりたいです。 そらのすけ 9

鹿児島県 サッカー選手になりたい きら 9

鹿児島県 サッカー選手になりたい。 らいと 9

鹿児島県 小学校の先生になりたい みお 9

鹿児島県 小学校の先生になりたい。 美波 9

鹿児島県 生物学者になりたい。 れいな 9

鹿児島県 テニスプレイヤーになりたい！ レント 9

鹿児島県 農家になる！！ ユート 9

鹿児島県 プロ野球選手になりたい 真桜 9

鹿児島県 ほいくしになりたい。 風葵 9

鹿児島県 ほいくしになりたい。 せなちん 9

鹿児島県 ぼくは、大工になりたい 西本こうし 9

鹿児島県 ぼくは、ラーメン屋になりたい。 横井脩人 9

鹿児島県 ぼくはサッカー選手になりたい よしごう光ゆう 9

鹿児島県 ユーチューバーになりたい しょうくん 9

鹿児島県 ユーチューバーになりたい。 りょうた 9

鹿児島県 りょうしになりたい。 花日 9

鹿児島県 わたしは、びようしになりたいです。 渕上咲季 9

鹿児島県 ウェディングプランナーになりたい。 なな 10

鹿児島県 宇宙開発がしたい 夏歩 10

鹿児島県 かいごふくししになりたい くりのっ子 10

鹿児島県 学校の先生になりたい 樹花 10

鹿児島県 学校の先生になりたい。 みー 10

鹿児島県 けいさつかんになりたい えいらくあおい 10

鹿児島県 ゲームクリエーター 213 10

鹿児島県 国際べん護しになりたい シナリオドリフト 10

鹿児島県 コックになりたい。 プランクトン 10

鹿児島県 コックになりたい。 スポンジ・ボ 10

鹿児島県 子どもたちに好かれる保育士になりたいです。 琉士 10

鹿児島県 魚博士になりたい まぐろ 10

鹿児島県 サッカー選手になりたい。 タラコスター 10

鹿児島県 シェフになりたい トマトヘッド 10

鹿児島県 司書になりたい まーちゃん 10

鹿児島県 司書になりたい ＜めんたいこおじさん＞ 10

鹿児島県 小学校の先生 まーちゃん 10

鹿児島県 消防士になりたい。 ヨッシー 10

鹿児島県 将来、宮大工になりたい！！ 茉帆 10

鹿児島県 助産師になりたい 麗愛 10

鹿児島県 スタイリストになりたい。 オリオン座 10

鹿児島県 スポーツ選手になりたい。 こうき 10

鹿児島県 大工になりたい！ ニャンコ三郎 10

鹿児島県 大人気のまん画家になる。 智大 10

鹿児島県 ダンスの先生になりたい N.1 10

鹿児島県 テレビにうつりたい。 アイロンキング 10

鹿児島県 日本一のプロサッカー選手になりたいです。 こうき 10

鹿児島県 ネイリストになりたい。 トマト 10

鹿児島県 パティシエになりたい ミッキー・マウス 10

鹿児島県 バレー選手になりたい 牛にゅう第1号 10

鹿児島県 バレー選手になりたい。 ゲス 10

鹿児島県 人の役に立つ最新のロボットを作ること ともちゃん 10

鹿児島県 美ようしになりたい ひ―ちゃん 10

鹿児島県 プロバレーボール選手になりたい。 バカ太ろう 10

鹿児島県 ベビシッター りん 10

鹿児島県 保育しになりたい。 ふうせん 10

鹿児島県 ぼくは、じじえいたいになりたい。 大さこせいしろう 10

鹿児島県 マンガ家になりたい． りこりこ 10

鹿児島県 野球選手になりたい． アンパンマン 10

鹿児島県 役場職員です！ なー 10

鹿児島県 ユーチューバ―になりたい マシュメロ 10

鹿児島県 ユーチューバーになりたい。 蓮 10

鹿児島県 りがくりょうほうしになりたい りがく 10

鹿児島県 りっぱなダンサーになりたい。 えみる 10

鹿児島県 料理人になりたい。 ハロー 10

鹿児島県 わたしは、助さんしさんになりたい。 中村凛音 10

326



都道府県 夢内容 ニックネーム 年齢

鹿児島県 (じゅうい)になりたい まい 11

鹿児島県 旭機工の仕事につきたい。 榊秀希 11

鹿児島県 イオワールドかごしま水族館のイルカの飼育員になりたい。 はっちゃん 11

鹿児島県 生け花を生ける人になりたい。 優葵 11

鹿児島県 医者になりたい ここね 11

鹿児島県 医者になりたい 文香 11

鹿児島県 牛のせり人になりたい。 トーマス 11

鹿児島県 宇宙に関する仕事をしたい。 三浦穂花 11

鹿児島県 演技のうまい『はいゆう』になりたい りっぱなA 11

鹿児島県 おべんとう屋になりたい 春斗 11

鹿児島県 おぼうさんになりたい． メガネくん 11

鹿児島県 学校の先生になりたい。 じゅり 11

鹿児島県 かんごしになりたい キャリアウーマン 11

鹿児島県 かんごしになりたい ひろか 11

鹿児島県 かんごしになりたい 希花 11

鹿児島県 看護師になりたい。 芳尾明香 11

鹿児島県 かんり栄養しになる！ 柚希 11

鹿児島県 警察官 利樹 11

鹿児島県 警察官(けいじ)になりたい。 桜舞 11

鹿児島県 けいさつになりたい。 侑樹 11

鹿児島県 ケーキ屋さんになりたいです 久美田　純名 11

鹿児島県 ゲームクリエイターになりたい。 たにぐぴー 11

鹿児島県 ゲームクリエーターになりたい。 琉斗 11

鹿児島県 検察官になりたい 榎屋航 11

鹿児島県 コンビニ店長になりたい あっちゃん 11

鹿児島県 さかなクンのようなお魚博士になることです。 やっちゃん 11

鹿児島県 サッカー選手になりたい。 ゆうと 11

鹿児島県 じえい隊のかんごしになりたい！ あい 11

鹿児島県 シェフになりたい。 あっくん 11

鹿児島県 社長になりたい。 湊 11

鹿児島県 じゅう医になりたい 桝満安莉 11

鹿児島県 じゅう医になりたい！ 西彩歌 11

鹿児島県 獣医になりたい！ 日高真緒 11

鹿児島県 消防になりたいです 敬大 11

鹿児島県 食品を扱っている大手企業で働きたい 福元ひかる 11

鹿児島県 女優！ ちー 11

鹿児島県 しんかんせんの運転手になりたい 大地 11

鹿児島県 心理カウンセラーになりたい。 鮫島愛花 11

鹿児島県 水族館の飼育員になりたい 栄楽早泰 11

鹿児島県 世界一のプロサッカー選手になりたいです。 らいと 11

鹿児島県 世界一のマンガ家になりたいです。 洸紀 11

鹿児島県 たっきゅう大会にでたい ピーリー 11

鹿児島県 電気の仕事のしかくをとりたい 寺園武蔵 11

鹿児島県 電車の運転手になりたい。 はるき 11

鹿児島県 動物に関わる仕事 のん 11

鹿児島県 動物の飼育員になりたい 朱羽優 11

鹿児島県 ドッグトレーナーになりたい。 愛果 11

鹿児島県 パティシエールになりたい！ 莉愛 11

鹿児島県 パティシエになりたい カレーライス 11

鹿児島県 人を思いやるかんごしになりたい。 あい 11

鹿児島県 美容しになりたい ペコちゃん 11

鹿児島県 びようしになりたい！ 山下　莉央 11

鹿児島県 美容師になりたい。 地福ななみ 11

鹿児島県 プロサッカー選手になりたい。 陽樹 11

鹿児島県 ペットショップの店員になりたい 夏鈴 11

鹿児島県 保育士か理学りょうほうしになりたい 岩下　心 11

鹿児島県 ほいく士になりたい！！ 春菜 11

鹿児島県 保育士になりたい！！ るか 11

鹿児島県 ほいくしになりたい。 ゆうり 11

鹿児島県 保育士になりたい。 芽惟 11

鹿児島県 保育しになりたいです！ 山下　りあ 11

鹿児島県 マンガ家になりたい わかさ 11

鹿児島県 まんが家になりたい！！ すー 11

鹿児島県 まんが家になること。 ゆー 11

鹿児島県 ものを作る仕事がしたい。 たいし 11

鹿児島県 薬ざいしになりたい グリコ 11
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鹿児島県 薬剤師になること！！ いぶ 11

鹿児島県 薬ざいしになることです。 ひー 11

鹿児島県 ユーチューバーになりたい。有名になりたいです。 じゅり 11

鹿児島県 ユーチューバ―になりたいです。 ゆう 11

鹿児島県 理学りょうほうしになりたい くりのっ子 11

鹿児島県 理学療法士になりたい。 鶴園彩空 11

鹿児島県 理科の先生になりたい。 高森亮介 11

鹿児島県 漁しになりたい 太一 11

鹿児島県 漁士になりたい。 広大 11

鹿児島県 漁をする人になりたい。 玖 11

鹿児島県 NBA選手になりたい 馬場園琉生 12

鹿児島県 エンジニアになりたい 尚生 12

鹿児島県 学校の先生になりたい！！ 是枝空 12

鹿児島県 かんごしになりたい 正竹　りあ 12

鹿児島県 看護師になりたい 愛里 12

鹿児島県 教師になりたい 花栄 12

鹿児島県 警察かんになりたい れいや 12

鹿児島県 警察官になりたい スーパーマン 12

鹿児島県 警察官になりたい 宗二郎 12

鹿児島県 建築士になる 小林虎徹 12

鹿児島県 サッカーができる仕事につきたい はると 12

鹿児島県 助産師になりたいです。 みそら 12

鹿児島県 女優になりたい！ ひみこ 12

鹿児島県 猫カフェを経営 田中颯 12

鹿児島県 パン屋になりたいです。 絢耶 12

鹿児島県 料理研究家になりたい 一乃 12

鹿児島県 大好きなコレクターズを応援し続けるぞ！頼れる男に俺はなる！ まさっきー 36

鹿児島県 家族ニコニコ幸せでイキイキと！オシャレになりたい。 うちょこ 37

鹿児島県 アイスやさんになりたい ひな ー

鹿児島県 陰陽師になりたい。 ー ー

鹿児島県 けいさくかんになりたい。 ゆう ー

鹿児島県 しんでれらになりたい りお ー

鹿児島県 美容師になりたい 今日指老 ー

鹿児島県 ぼくは小学校の先生になりたい。 岩元ゆうき ー

鹿児島県 やくばのひとにぼくはなりたい あきと ー

沖縄県 消防車に乗って火を消す消防士になりたいです。 みくぅ 3

沖縄県 仮面ライダー Akito.ito 4

沖縄県 可愛いリボン屋さんになりたい あかり 4

沖縄県 ジャムおじさんのパン工場で働きたいでしゅ。 手羽ちゃん 4

沖縄県 宇宙飛行士になって宇宙からママに電話をかけたい！ ゆうせい 5

沖縄県 おいしゃさんになりたい。 あさと 5

沖縄県 ベビードクターに（産婦人科医）なりたい あいりす 5

沖縄県 あいすくりむやさんになりたいです。 B- 6

沖縄県 あいどるになりたい れもんT 6

沖縄県 あいどるになりたいです。 まいちん 6

沖縄県 かみきりやさんになりたいです
びーびーのびーからの

BzのB-びーB-
6

沖縄県 けえきやさんにありたい ももあ 6

沖縄県 ケーキ屋さんになりたいです Aoi 6

沖縄県 スパイダーマンになりたい ちあき 6

沖縄県 ドーナツ屋さん、天文学者、 新垣 かな　さな 6

沖縄県 となつやさんになりたい にい 6

沖縄県 にんじゃになりたい。 ひびー 6

沖縄県 あかあさんみたいになりたいです。 川元ゆうき 7

沖縄県 うんどうをがんばりたい しまふくろそうた 7

沖縄県 絵本さっかになりたい。 まえふさと ひなた 7

沖縄県 お医者さんになりたい。 くがいあやか 7

沖縄県 おいしゃさんになりたい。 よしおかりゆ 7

沖縄県 おおがねもちになりたい。 くだかゆうな 7

沖縄県 おおきくなったらイルカトレーナになりたいです。 やはた めいさ 7

沖縄県 おおきくなったらもでるとじょゆうとうたのかしゅとばいおりにすととかんごしになりたい まんな 7

沖縄県 おとなになってほいくしょになりたいです はっち 7

沖縄県 かいよう学しゃになりたい あべはやと 7

沖縄県 学校の先生になりたい！ ミク 7

沖縄県 学校の先生になりたい。 やまだじゅな 7

沖縄県 からてのせんせいになりたい。 くるみ 7
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沖縄県 かわいいおとなになりたい さっち 7

沖縄県 かんごしさんとCAさんとパイロットに、なりたいです。 三やけふうか 7

沖縄県 かんごしさんになにたい さっち 7

沖縄県 けいさつかん ヒナ 7

沖縄県 けいさつかんになりたい。 大森いぶき 7

沖縄県 けいさつかんになりたいでう かわのみあ 7

沖縄県 けいさつかんになりたいです。 うえはらさら 7

沖縄県 ケーキ屋さん さくら 7

沖縄県 けーきやさんになりたい Sui 7

沖縄県 ケーキやさんになりたい（パティシエ）　アイスやになりたい ミニー 7

沖縄県 ケーキやさんになりたいです あいの 7

沖縄県 けーきやになりたいです♥ オネル あい茶 7

沖縄県 ゲームのギネス世かいきろくしゃになりたいです

小年はつめいか天才ゆ

たぽんとバナナキングと

ポーちゃん

7

沖縄県 けんちくしになりたい。 まつながとわ 7

沖縄県 サッカー選手 Aoi.ito 7

沖縄県 さっかあせんしゅになりたい にいくん 7

沖縄県 しょうらいのゆめは、やさしいそろばんのじゅくちょうになりたいです。 でむらかれん 7

沖縄県 だいくさんになりたい たつき 7

沖縄県 ダンサー　ようふくやさん　BTS 詩 7

沖縄県 チャタンのアメリかんビリーのハンバーガーやさんになりたい。 照山 7

沖縄県 強く優しい警察官になります ゆうな 7

沖縄県 なりたいのがありますそれはあいどるです。 ガレアス ソアナ 7

沖縄県 バイクと車をかいぞうする人 たからかん 7

沖縄県 パテシエになりたい！ みく 7

沖縄県 びよいんの人になりたい Sui 7

沖縄県 フルーツキングになりたいです。 チンパンチー 7

沖縄県 プロサッカせんしゅになり大 上はら大じゅ 7

沖縄県 プロヤキャウせんしゅになりたい。 りょうま 7

沖縄県 プロやきゅうせん手になりたいです。 こみねげんき 7

沖縄県 ペットショップのていんさんになりたい りー 7

沖縄県 べんきょんをして、あたまがよくなりたいです。 ミッキー 7

沖縄県 ほいくしになりたい。 かようだあきと 7

沖縄県 ぼうけんかになりたい。 まえだおうすけ 7

沖縄県 むしはかせになりたい。できればやきゅうも。 上原たくみ 7

沖縄県 やきゅうせんしゅになりたい パワフロ 7

沖縄県 ゆいれーるのなおす人になりたい。 屋比久諒磨 7

沖縄県 ユーチューバーになりたい はちみねかんた 7

沖縄県 ユーチューバになりたい。 ねまりょうか 7

沖縄県 ユーチューバになりたい。 たからここあ 7

沖縄県 いしゃになってけんしかんになりたい。 かむい 8

沖縄県 いしゃになりたい。 ゆう 8

沖縄県 おいしゃさんになりたいです。 中はらりか 8

沖縄県 大きくなったら、いしゃになりたいです。しゅづつはしっぱいしないようにがんばります。 あいけー 8

沖縄県 おか子屋さんになりたい！ るな 8

沖縄県 おとなになったらペットショップのてんいんさんになりたい。 あーさー 8

沖縄県 お花やさんか、ほいく園の先生になりたい。 ね間あさは 8

沖縄県 音楽のリズムを上手になりたい。 K 8

沖縄県 お金もちになりたい。 しゅう 8

沖縄県 学校の先生になりたい ほの花 8

沖縄県 カフェの人になっていろいろだしものを、だす。 きほーレンソウ 8

沖縄県 かんごしさんになりたい。 ドラゴンボール 8

沖縄県 かんごしになりたいです。みんなのけがやびょうきをなおしたいです。 ひな 8

沖縄県 かんごしになりたいな。 こはー 8

沖縄県 けいさつになりたい。 みやぎひな 8

沖縄県 ケーキ屋さんになりたい ななみ 8

沖縄県 けんちくがいしゃになりたい。 宮里皓也 8

沖縄県 こうだんしになりたい。 のん 8

沖縄県 昆虫はかせになりたいです。 ミナト 8

沖縄県 サッカーせんしゅになりたい はなおかれん 8

沖縄県 消ぼうしになりたい。 かんた 8

沖縄県 水泳オリッピックせん手になりたい。 こーと 8

沖縄県 生物学者になりたい。（またはうまれかあって虫になりたい。） そうすけ 8

沖縄県 たいこをやっている６人のメンバーでぶたいなどにでてみたい！！ 七華 8

沖縄県 大ふごうになりたいです。マンション１つかいたい！ さちな 8
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沖縄県 ちょうりしになりたい。 ゆーめー 8

沖縄県 デザイナーになりたい。 レミリア 8

沖縄県 としょしつではたらきたいです！ 美結 8

沖縄県 なでしこかたいそうせんしゅになりたい。 りーちゃん 8

沖縄県 パソコンがうまくなりたい。 ごまちゃん 8

沖縄県 パテシエになりたい 玉しろあきな 8

沖縄県 パルコにいってタピオカのみたい。 ー 8

沖縄県 パンやさんやパティシエになりたいです。 花林 8

沖縄県 びようしか、ほいくしか、大学のきょうし、かしゅ、じょゆう。 ここみん 8

沖縄県 びようしつや くによし夏帆 8

沖縄県 ファッションデザイナーになりたいです。 ゆいちゃん 8

沖縄県 プロになりたい。山川みたいになりたいです。 いっくん 8

沖縄県 プロやきゅうせん手になれますように ゆうちゃんのすけ 8

沖縄県 ほいくえんの先生 まつだかお 8

沖縄県 ほいく園の先生になりたいです。 りおちゃん 8

沖縄県 保育園の先生になりたいです。 りっちゃん 8

沖縄県 ほいくし カエラ 8

沖縄県 ユーチューバーになりたい 東新城もな 8

沖縄県 ゆめは、ケーキやさんか、パフェやさんになりたい RITO　りーちゃん 8

沖縄県 わたしのしょうらいのゆめは、ほいくしです。 山ねさりか。 8

沖縄県 わたしは学校先生になりたいです。 ひがれみん 8

沖縄県 家などのせっけいし しょうえい 9

沖縄県 大金持になりたい けい 9

沖縄県 お金持ちになりたい りゅうせい 9

沖縄県 お花屋さんになりたい。 めい 9

沖縄県 化石はっくつしゃになりたい！！！ ひろよし 9

沖縄県 からての先生になりたい！ はるき 9

沖縄県 かんごしになりたい。 はんな 9

沖縄県 けいさつかんになりたい！ しゅうと 9

沖縄県 けいさつかんになりたい。 りく 9

沖縄県 けいさつかんになりたい。 りん 9

沖縄県 けいさつかんになりたいです。 ゆきと 9

沖縄県 ゲームクリエイターになりたい。 レモンのめいさんち 9

沖縄県 けんちくしになりたい こうた 9

沖縄県 サッカーせんしゅになりたい れお 9

沖縄県 サッカーせん手になりたい！ だいち 9

沖縄県 サッカーせん手になりたい。 あさひ 9

沖縄県 サッカーせんしゅになりたいです。 せいや 9

沖縄県 じょさんしになってみんなを笑顔にさせたい。 ゆう 9

沖縄県 水泳せん手になりたい！ ここ 9

沖縄県 水泳せん手になりたい。 るく 9

沖縄県 スイミングせん手になりたい まな 9

沖縄県 大工さんになりたい！ りそら 9

沖縄県 大工になりたい！ 菜帆 9

沖縄県 大ふごうになりたい ゆい 9

沖縄県 ダンサー　ほいくし ゆづ 9

沖縄県 デサイナーになりたい。 りる 9

沖縄県 てんきよほうしかべんごしになりたいです しずん 9

沖縄県 動物病院のスタッフになりたい ひより 9

沖縄県 動物病院のスタッフになりたい！ ひより 9

沖縄県 パティシエになりたい。 きあら 9

沖縄県 パンやさんになりたい。 さら 9

沖縄県 ピアニストになりたいです。 さくら 9

沖縄県 ピアノのはっぴょうかいを１人でしたい 朱里 9

沖縄県 美ようしになりたい さゆう 9

沖縄県 ファッションデザイナーになりたい。 りほ 9

沖縄県 プロのデザイナーになりたい。 ひがりん 9

沖縄県 プロやきゅうせんしゅになりたい まなと 9

沖縄県 ペットショップのてんいんさんになりたい まりな 9

沖縄県 ペットショップのてんいんさんになりたい！ あかり 9

沖縄県 べんきょうをして頭がよくなりたい ゆうな 9

沖縄県 べんごしになって、そのさいばんでむじつをあばきたいです。 海音 9

沖縄県 ほいくしになりたい！ めい 9

沖縄県 ほいくしの先生になりたい すずな 9

沖縄県 まんがかと、声ゆうさんになりたいです。 やさい大きらい 9

沖縄県 モデルと歌手になりたい。 ゆづねこ 9
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沖縄県 野球せん手になりたい。 しょうご 9

沖縄県 ゆうめいな水泳学校にはいれますように Akari 9

沖縄県 りょうり人になりたい！ うたの 9

沖縄県 CA みーやー 10

沖縄県 SP、サッカー選手 池プロデューサー 10

沖縄県 ウェディングプランナーになりたい。 こはな 10

沖縄県 歌手になりたい！ ひなタコやき 10

沖縄県 ゲーマー　プログラマー　ユーチューバー プリプリプリズナー 10

沖縄県 ゲームクリエイターになって自分が作ったゲームをみんなに遊んでもらいたい。 奏太 10

沖縄県 ゲームで１２万かきんしたい かりょや 10

沖縄県 昆虫はかせになる　プロ野球選手 大広 10

沖縄県 サッカー選手になりたい。（なでしこ） りーりー 10

沖縄県 司書になりたい ひっかー 10

沖縄県 しょうらいのゆめは、きょうしになりたいです Ｈ 10

沖縄県 じょさんしになりたい さーとー 10

沖縄県 女子バレーボール日本代表の選手になりたいです わーかー 10

沖縄県 水晶屋さん　キレイだから ライセイ 10

沖縄県 セブンイレブンではたらく エスカノール 10

沖縄県 ダンサーになりたい！！ ココロング 10

沖縄県 ニトリや無印の店員になりたい みっく～ 10

沖縄県 パティシエになりたい おかず 10

沖縄県 パティシエになりたい。 みー 10

沖縄県 バレーのかんとくになりたいです ももか 10

沖縄県 プロ野球選手　楽天イーグルス じゃがいも 10

沖縄県 プロ野球選手になる ゴウセル 10

沖縄県 べんごしになっていろんな人をたすけてくらしたい 琉華 10

沖縄県 ほいくえんのせんせいになりたい。 さっちゃん 10

沖縄県 マッサージ屋・ケーキ屋 りんごあめ 10

沖縄県 マンガ家　ネコカフェ ちよ 10

沖縄県 マンガ家になりたーい。 （さややん） 10

沖縄県 薬ざいしになりたい。 たけ文 10

沖縄県 ユーチューバーになる！ デめキン 10

沖縄県 ユーチューバーになる。 うき 10

沖縄県 ゆうめいバスケットチームに入団する。コックさん。 まゆげぴんぴん 10

沖縄県 陸上選手になりたい！ まさとぅー 10

沖縄県 りゅう学したい みーおー 10

沖縄県 「世界一周」をしたい TOMOYA 11

沖縄県 IT社長とけっこんすること とーゆう 11

沖縄県 足が速くなりたい、とりあえず科学者になるです 孝征 11

沖縄県 あたまのいい人になりたい やもと 11

沖縄県 医者になりたい！ ななかっち 11

沖縄県 医者になりたい！ あいP 11

沖縄県 一級建築士か編集者になりたい 涼乃 11

沖縄県 うちゅうにいきたい SASUKE 11

沖縄県 うちゅうに行って無じゅう力を感じたい。 YOSIHISA 11

沖縄県 うちゅうひこうしになってもっとちしきのはばをひろめていきたい！！ Ryuun 11

沖縄県 大金持ちになって身の周り全部高い物にしたい。 Taiga 11

沖縄県 お金もちとっけっこんしたい かーゆー 11

沖縄県 学校の教師になりたい 明莉 11

沖縄県 空手の大会で1位になりたい Ryuusei 11

沖縄県 考え中です さき子 11

沖縄県 看護師になりたい 莉亜 11

沖縄県 かんごしになりたい！ ひ～な～ 11

沖縄県 銀行員をしたい。 一汰 11

沖縄県 雲になりたい。 R 11

沖縄県 ゲームクリエイター アンパンマン 11

沖縄県 ゲームクリエイターになりたい 申野渓誠 11

沖縄県 ゲームクリエイターになりたい 慶汰 11

沖縄県 ゲームクリエイターになりたいです！ 隆範 11

沖縄県 ゲームをつくってユーチューバーになりたい。 SINTARO 11

沖縄県 サッカー選手になりたい Y.T 11

沖縄県 サッカー選手になりたい！ おしょうさん 11

沖縄県 自分は、ユーチューバーやアニメを作るなど、ふつうに楽しみたいと思っています！！ Raika 11

沖縄県 獣医師になりたい！ 柚希 11

沖縄県 女子プロ野球選手になりたい！！ 親ぶん 11

沖縄県 世界史上最強の野球選手になりたい！！ 尚輝 11
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沖縄県 ちゃんとした夢がほしい。 柚樹乃 11

沖縄県 動物園の飼育係になりたい！ つむぎ 11

沖縄県 バスケットせんしゅ リッオッナー 11

沖縄県 はっきりはしてないけど給料多めの、ホワイト企業につきたい 一汰 11

沖縄県 パティシエになってみんながえがおにできる人になりたい！ Karen 11

沖縄県 バドミントンと卓球の両方がうまくなりたい あいね 11

沖縄県 バンドメイド作家になりたいです。 ひなの 11

沖縄県 プロ野球選手になって大活やくして、年ぽう5億ぐらいの選手になりたい。 SYO-UYA 11

沖縄県 プロ野球選手になりたい バン 11

沖縄県 保育士になりたい 花純 11

沖縄県 保育士になりたい！！ 亜矢 11

沖縄県 まんがかになりたい！ ひ～ま 11

沖縄県 みんなを笑顔にできる料理人になりたい！ Saki 11

沖縄県 薬剤師になりたい。 凛 11

沖縄県 ユーチューバーやディズニーランドなどの定員　自分が楽しめる職業につきたい（給料高） San 11

沖縄県 陸上自衛隊、陸上選手 よっちゃん 11

沖縄県 BTSが学校に来て何々月間一緒に学校で遊びたい。 遥菜 12

沖縄県
NASA・JAXAの宇宙飛行士（絶対）になって、月面に行きたい。管制塔もやりたい。定年退職したら、農業を

したい。ISSにも搭乗したい。
ぜんじ 12

沖縄県 うちゅうにいってみたい TUBASA 12

沖縄県 グランドスタッフになりたい。 真里奈 12

沖縄県 ゲームクリエイターになりたい！！ Syo 12

沖縄県 ゲームクリエイターになりたいです。 Youta 12

沖縄県 研究者になりたい 剣史 12

沖縄県 コックさん サこ 12

沖縄県 消防士になりたい。おさるさんになりたい。ジャガーになりたい。K1選手になりたい、鳥になりたい Mi 12

沖縄県 消防士になりたい。さるになりたい。ジャガーになりたい。K1にでたい うんこ 12

沖縄県 心理学者になりたい 恵莉佳 12

沖縄県 ダンスにかかわる仕事　JYP　美容にかかわる仕事　ダンス　6・7・8れんぱ！ KH 12

沖縄県 天才になりたい世界を平和にする 剣史 12

沖縄県 パイロットになりたい。 三宅快空 12

沖縄県 バク転できるようになりたい。 翔和 12

沖縄県 プロサッカー選手になりたい。（日本代表） 翔 12

沖縄県 保育士になりたい 夏月 12

沖縄県 保育士になりたい！ S 12

沖縄県 安定な生活 しげき 13

沖縄県 技術にかかわる仕事をしたい 友利 徠夢 13

沖縄県 イクメンになる S 15

沖縄県 グラフィックアーツデザイナーもしくは美容師どちらかには絶対なる！ 真水 15

沖縄県 ドラゴンになりたい R 15

沖縄県 人になりたい・・・。 R 15

沖縄県 プロバスケットの選手 バーブー 15

沖縄県 バレーボールでオリンピック出場！！ 耕 16

沖縄県 普通になりたい。いや、人になりたいお S 16

沖縄県 ビジネスマンになりたい！！ りょーい 17

沖縄県 フライトアテンダント　flight attendant ヌーニー 17

沖縄県 みんなに笑顔を届ける ｙ 18

沖縄県 大金持ちになりたい 浩太朗 ー

沖縄県 かんごし バブルス ー

沖縄県 コンビニの店員になりたい。セブンイレブンの店員になりたい。 ののか ー

沖縄県 せっけいし　お金がかせげるから おーちゃん ー

沖縄県

ソフトバンクホークスにドラフト１位指名されて１軍の野手でクリーナップのバッターとして、大かつやくして、給料１

０おく円で身長１８０cm以上で、体重９０キロ以上できんにくもりもりの選手になって、プロ野球人生１５年

以上の選手になりたいです。

吉田 輝星 ー

沖縄県 プロやきゅうせんしゅになりたいです。 しょうた ー

沖縄県 プロ野球になってソフトバンクに入ってお金をもうけること、あとすごいせんしゅになることです。 柳田 ゆうき ー

沖縄県
わたしはプロ野球選手になってソフトバンクホークスの内川せい一になりたいです。理由は、アゴがきれいだからで

す。子どもぜんいん内川みたいなきれいなあごになってほしいです。
内川せい一 ー

ー お金持ち　マネィーー！！ りぽしま 3

ー ポケモントレーナー よしと 4

ー おはなやさんになりたい ゆいか 6

ー およぐのがじょうずになりたい せいのすけ 6

ー けんきゅうしゃになりたいです。つちくじらにあいたいです。 はるきくん 6

ー さっかーせんしゅになりたい。 だん 6

ー さっかあをできますように。 あゆむ 6

ー すいえいがうまくなりたい しゅん 6
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ー ぞいどをつくりたい。 こんどう 6

ー だんすのせんせいになりたい。 じゅり 6

ー にんじゃになりたい。 たいせい 6

ー ほいくせんのせんせいになりたい。 ことちゃん 6

ー おかあさんと同じ仕事がしたい。 ゆいちゃん 7

ー おとうさんとおなじしごとをしたい。 ゆうのすけ 7

ー おまわりさんになりたい そら 7

ー お金もちになりたい。 ゆうと 7

ー かんごしになりたいです。 ゆうき 7

ー クッキーやさんになりたい。 かいと 7

ー けいさつかんになりたい ひせ 7

ー ケーキやさんになりたい。 せな 7

ー けさつかんになりますように ひな 7

ー けん玉のちゃんぴおんになりたい そうすけくん 7

ー つくるひとになりたい。 ゆうま 7

ー ドクターになりたい。 うらら 7

ー ぴあにすとになりたい。 あおい 7

ー ぴしっとした先生になりたい しょうご 7

ー びょういんの先生になりたい つばさ 7

ー ほいくえんのせんせいになりたい。 みる 7

ー ほいくのえんせいになりたい。 あゆか 7

ー ほいくの先生になりたい。 みお 7

ー まりおうになりたいです。 ー 7

ー あまさんになりたいです♡ ことね 8

ー けいさつおんがくたいになりたい。 まお 8

ー ケーキ屋さんとマンガかになれますように。 金繁希 8

ー ケーキやさんになりたい。 ゆあ 8

ー けえさつかんになりたい いおり 8

ー ゲームプログラマーになりたい。 河実愛 8

ー けん玉名人になれますように けんし 8

ー サッカーせんしゅになりたいです。 あつとくん 8

ー じゅうどうで金メダルとる けんし 8

ー 水泳選手になりたい。 れい 8

ー スイエイのせんしゅになりたい。 そな 8

ー せかい一のかめもちになれますように あつくん 8

ー たっきゅうせんしゅうになりたいです！！ こうちゃん 8

ー 動物園のしいくいんになりたい あいみ 8

ー ながいきしたい。 ー 8

ー バスケットボールがうまくなってしあいで金メダルをとれますように。 ゆうとくん 8

ー パンやさんになりたいです！！ ゆな 8

ー びよういんになりたい。 あんな 8

ー びょういんの先生になりたい先生になりたい。 ゆうま 8

ー ほいくしょの先生 ミッキー 8

ー ほいくのせんせいになりたい。 ももは 8

ー 本屋さんになりたい。 かんな 8

ー ようち園の先生になりたい みこ 8

ー りょうしになりたい。 らいき 8

ー NBAのせんしゅになりたい！！ かとうこう太 9

ー 医者になりたい みずさ 9

ー 宇宙飛行士になりたい めい 9

ー 絵書き者になりたい！ 瑚南 9

ー おい者さんになりたい！ 眞子 9

ー お医者さんになりたい！ 理桜 9

ー お医者さんになりたい！ さわ 9

ー お医者さんになりたい！ あゆみ 9

ー 面白い先生になりたい 有里乃 9

ー 女ゆう・ファッションデザイナーまんが家になりたい！ 美瑠佳 9

ー 女ゆうになりたい！ 紗良 9

ー 女ゆうになりたい。 もっちゃん 9

ー 海洋生物学者になりたい！ みさ 9

ー 学童の先生になりたい！ あゆみ 9

ー 看護師・薬剤師になりたい！！ 胡桃 9

ー かんごしになりたい！ くれは 9

ー 漢方内科医になりたい！ 絢 9

ー 客室乗務員になりたい。 万里 9

ー きゅうきゅうきゅうめいしになりたい 杏菜 9
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ー きょうせい歯科になりたい！ 仁那 9

ー 薬ざいしになりたいです。 ひまちゃん 9

ー 薬を作る人になりたい！ 永和 9

ー けいさつ官になりたい りり 9

ー けいさつ官になりたい！！ みさき 9

ー けいさつ官になりたい！！ 佳奈 9

ー 外科医になりたい！ 遥 9

ー けん玉名人になりたいです ひなた 9

ー けんちく家 唯衣 9

ー 声ゆうをしたい。 璃子 9

ー さいこうさいばんしょのさいばん長になりたい 由依 9

ー 作家・小説家になりたい！！ 鈴菜 9

ー サッカーが上手になりたい 二宮想 9

ー サッカー選手になりたい 結衣 9

ー 作家になりたい 音和 9

ー 獣医になりたい！ れい 9

ー じゅう医になりたい。 ななこ 9

ー 湘南白百合学園小学校のたんにの先生になりたい！！ 知実 9

ー 乗馬のしょうがいひえつでオリンピックにでたい。 叶子 9

ー すいえいせんしゅになりたい。 ゆうと 9

ー 水泳日本代表選手になりたい あおい子 9

ー 水泳の選手になりたい！ ひより 9

ー 水族館のし育員になりたい まな 9

ー 助産しになりたい。 のどか 9

ー 税理士・薬ざいしになりたいです！ 楓花 9

ー 税りしになりたい！ 穂花 9

ー だいくさんになりたい！ あや子 9

ー 体操の選手 みーちゃん 9

ー テニスで100回打ってみたい・フラダンスの先生になりたい！ 珂連 9

ー 天気予ほう士になりたい！ 美緒 9

ー ドクターヘリに乗る人になりたい 真理愛 9

ー 内科医になりたい！ さとみ 9

ー なわとび名人 ゆうた 9

ー 歯医者になりたい かれん 9

ー 歯医者になりたい！ アンナ 9

ー パイロットになりたい！ ひまり 9

ー バスケットボールの選手になりたい 葵 9

ー パティシエール 矢田　怜美 9

ー バレリーナになって主役をしたい！ 灯浬 9

ー バレリーナになりたい！ 恵伶奈 9

ー バレリーナになりたい！ 紗彩 9

ー ピアニストになりたい！ わかな 9

ー 物理学者か画家になりたい！ 江真 9

ー フラワーデザイナーになりたい！ ももの 9

ー プログラマーになりたい！ エマ 9

ー フロリダ大に入って陸上選手になりたい。 桜子 9

ー ペットショップの店員さんになりたい！ 佳詩乃 9

ー 弁ご士になりたい 真子 9

ー 弁護士になりたい！ きほ 9

ー 本をいっはい読みたい こころ 9

ー まん画家になりたい！ 日夏乃 9

ー マンガ家になりたい！ ゆうか 9

ー ユーチューバ―になりたい ふじ村　りん 9

ー 有名なバスケットボール選手になりたい！ 友愛 9

ー 漁師になりたい。 百合奈 9

ー 歴史学者になりたい！ るちあ 9

ー 医者になりたい！ りこ 10

ー イルカと泳ぎたい。 ゆかちゃん 10

ー お医者さんになりたい！ 紗樹 10

ー 外交官になりたい！ 叶望 10

ー 海洋学者になりたい！ あやは 10

ー 科学者になりたい 舞奈 10

ー 学校の先生になりたい！ 菜月 10

ー くもんの先生になりたい。 伶和 10

ー けいさつ官になりたい！ 莉菜子 10

ー ケーキやさんになれますように ふじちゃん 10
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ー 作家・薬を開発する人・アナウンサー・ピアニスト・歌手 芽生 10

ー さんぱつやか保育士になりたい ゆかちゃん 10

ー シェフになりたい！ まり花 10

ー じゅうい（動物の医者）になりたい！ さくら 10

ー 獣医になりたい！ 珠季 10

ー 獣医になりたい！ ゆい 10

ー 獣医になりたい。 かおるこ 10

ー 小学校の先生になりたい！ かほ 10

ー 小に科医になりたい！ ゆい 10

ー 小にかのお医者さんになりたい！ あいり 10

ー 新生児科医になりたい！ しの 10

ー 水泳でオリンピック選手になりたい！ さやか 10

ー 数学者になりたい！ 美花 10

ー せい形げか医になりたい！ 美海 10

ー 宝塚歌げきの男役さん さき 10

ー 建ちくしになりたい！か剣道で日本一になりたい！ 朝日花 10

ー たんにんの学校の先生になりたい！ かおる 10

ー チョコレート屋になりたい！ 英里香 10

ー デザイナーになりたい 莉蘭 10

ー デザイナーになりたい！！ 美沙 10

ー 動物園のしいくいんになりたい！ 杏樹 10

ー 歯医者になりたい！ 怜香 10

ー パイロットになりたい！ 希 10

ー 弾ける歯科医師になりたい！ 美釉 10

ー パティシェになりたい！ 麻衣 10

ー 母と同じ会社の社員になりたい！ かりん 10

ー バレリーナになりたい！ 杏奈 10

ー バレリーナになりたい！！！ まりな 10

ー ピアニストになりたい さくら 10

ー フライトドクターになりたい！ あやな 10

ー メイクアップアーティストになりたい！ さら 10

ー 役に立ててみんなにやさしくせっする医者になりたい。 さら 10

ー 薬品を作って病気をなおしたい。 りお 10

ー 我希望我可以一査来日本玩 廖宥釣 10

ー 薬ざいし みのちゃん 11

ー 芸能人 しいーちゃん 11

ー しゅうじになりたい。 ゆい 11

ー 戦争のない平和な世界ですごしたい！ うーたん 11

ー びようし ゆうしゃん 11

ー 医者 よっちゃん 12

ー うちゅうにロケットにのって行けますように えいこ 12

ー オリンピックのメダリストになりたい！！ あき 12

ー 大きないえにすみたい 大ちゃん 15

ー だらけてお金がほしい。 むすめ 21

ー 元気で長生きしたい！ かおちゃん 54

ー 大富豪 りんご ー

ー 1000円さつが100まいもらえますように。 ー ー

ー １位プロ野球選手　２位じゅく、学校の先生　３位運転手 ー ー

ー １位プロ野球選手　２位新かん線うんてん士　３位電車のうんてん士　４位バスのうんてん士 ー ー

ー あいすくりーむになりたい ー ー

ー アイスやさんになりたい ー ー

ー 青山学院大学に入りたい、 ー ー

ー 赤ちゃんをうむこと たまき ー

ー あさ日しんぶんしゃにはいりたい！！ ー ー

ー 頭良くなる ー ー

ー アナウンサーになりたい ー ー

ー いいおよめ３ ー ー

ー 医者になりたい！！ ー ー

ー いちかこ さいとうゆあ ー

ー いぼができませんように ー ー

ー 歌い手 ー ー

ー うちゅうひこうしになりたいです。りゆうは、うちゅうじんと、友だちになりたいからです。 ー ー

ー えーとですねーーぼくのねがいごとは ー ー

ー えかきさんとプロバレリーナになりたい。 ー ー

ー おいしゃさんになりたい うな♡ ー

ー おいしゃさんになりますように ー ー
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ー おかあさんになりたい ももか ー

ー お父さんのようにお弁当を持ってお仕事に行く事 ー ー

ー 大人になる♡ ー ー

ー おはなやさんになりたい ー ー

ー およめさん ー ー

ー 介護士になりたい ー ー

ー かがくしゃになりたい ー ー

ー 金持ち！ ー ー

ー 彼女が欲しい Shogo Suzuki ー

ー 看護師 ー ー

ー かんごしになりたい ー ー

ー 看護師になりたい ー ー

ー きゃくしつじょうむいんになりたいです。 ー ー

ー くじあたりでるように。 ー ー

ー 警察になりたい ー ー

ー けいさつになりたい ー ー

ー ケーキやさんになりたい ことは ー

ー けんちくかになりたいです。 ー ー

ー
高校→大学→社会人と経験をつんでプロへ。（即戦力として使ってほしい！）そして○○物語としてテレビ番

組になる！大物になるど！
ー ー

ー 考古学者になりたい ー ー

ー サッカーせんしゅになりたい。 ー ー

ー サッカーせんしゅになる。 ー ー

ー さっかーでてんをいれれますように りょうすけ ー

ー さっかーでてんをいれれますように。 りくくん ー

ー サラリーマン ー ー

ー じぶんでゲームをつくりたい ー ー

ー じゅういしになりたいな ー ー

ー しゅげいさっ家になりたい ー ー

ー 小説家か新聞記者etcになりたい！ ー ー

ー しょうらいきょうりゅうはかせになれるように。 らいあん ー

ー しょうらいきょうりゅうはかせになれるように。 らいあん ー

ー しょうらいは、バスのうんてんしゅに、なりたいです。 ー ー

ー 食品を開発する人になりたい！ ー ー

ー 身長が低くなりたい ー ー

ー 新ぶんきしゃになりたい！ ー ー

ー 新聞になりたい ー ー

ー ジンベエザメやお魚と一緒に泳ぎたい ー ー

ー 水泳せんしゅになりたい ー ー

ー すいえいせんしゅになりたい！ たかはし　れおな ー

ー 戦争をなくす！！戦争反対！ ー ー

ー 卒DT ー ー

ー 空をとびたいです ー ー

ー だいくになりたい 平松ゆい ー

ー でんしゃのうんてんしゅになりたいです。 ー ー

ー どうぶつのじゅういさんになりたい ー ー

ー 日本だいひょうの新セカンドジャージがほしい ー ー

ー にゅすきすにたなりたい 太田　りょう ー

ー 人間国宝 ー ー

ー ぬいぐるみやさんはいしゃさんまんがかさんになりたいな。 ー ー

ー ネイルアーティスト（ネイリスト）になりたい！ ー ー

ー ノーベル文学賞をとりたい！ 浜田　ほのか ー

ー パティシェになりたい ー ー

ー パティシエになりたい ー ー

ー パティシエになりたいです！ ー ー

ー パティシエになりたいです。 ー ー

ー びょういんのひとになりたい ー ー

ー びようしになりたい ー ー

ー ファッションデザイナーになりたい。 ー ー

ー プリきゅあになりますように ー ー

ー プリンセスになりたい ー ー

ー プログラマー ー ー

ー 文春に報道されたい（スキャンダルで） ー ー

ー ほいくしになりたい ー ー

ー ぼくのねがいごと ー ー

ー 僕の夢は、カブトムシとクワガタを捕まえる事です。 ー ー
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ー ほんをかくひとになりたいです。 もみやまひなこ ー

ー まほうつかい イエス・キリスト ー

ー マンガ家になってみんなをわらわせたい。 ー ー

ー 虫博士になりたい 久保田湊 ー

ー やきゅうせんしゅになりたいです。 ー ー

ー やすみ ー ー

ー 夢は、パティシエみんなを笑顔にするようなものを作りたい♩ ー ー

ー ようちえんのせんせいになりたい！！ ー ー

ー りく上選手になれるようがんばる。 こうや ー

ー りっぱな大人になる ー ー

ー りんご ー ー

ー わたしのしょうらいのゆめは、パンヤです。 ー ー

ー わたしのしょうらいのゆめは、やくざいしさんです。 ー ー

ー わたしのしょうらいのゆめはしょうぼうしです。 ー ー

ー 私のゆめは、トユや、 ー ー

ー わたしは、さつがほしきかられす。 りんより ー

ー 私は将来薬剤師になりたいです。薬剤師になったら、世界の人々の命を薬ですくいたいです。 ー ー
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