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子どもの笑顔であふれる街を！ 不安のない毎日を送りたい！ 平和がいちばん。にこにこ暮らそう 

涙を流す子どものいない幸せな世界に 子どもたちが安心して安全にくらせる

世界に！！ 

戦争で亡くなったり、飢えたりする子

供たちがなくなる世の中に！！ 

みんなが幸せに毎日を暮らせますよう

に 

世界中の人達が平和で生活できます

ように祈っています。 

世界中のみんなが笑顔でいられますよ

うに 

世界から不幸を生む戦争が一切なくな

ってほしいと願っています 

平和が１番です。平和がこれからも続

いていきますように・・・ 

戦争のない平和な世の中になるよう心

から願います。 

相手の気持ちを考えてみんな仲良く生

活しよう！ 

平和の花が咲きますように。思いやり

の虹がかかりますように。LOVE＆

PEACE 

世界中の人々が平和にくらせますよう

に・・・ 

いつまでも平和を。核兵器の無い世界

が必ず実現しますように 

ワクワク✿楽しい瞬間を全ての人が

体験する日々に♡♡ 

みんなが笑顔でくらせますように♡ 

安心、安全な暮らしを一緒につくろう

♪ 

戦争のない平和な世界になりますよ

うに！みんなが平和を願いましょう。 

平和な世界を築こう！！ 

永久平和。この先もずっと平和であり

ますように。戦争のない幸せな社会で

ありますように。 

軍事費ほどムダなものはありません。

子どもたちの未来のために暮らしを

豊かにするためにお金を使えるよう

な政策につながっていきましょう。 

日本国憲法 LOVE♡憲法前文は世界に

誇れる美しい文章です。内ある精神性

思想が「美しさ」をひきだしていると

思います。憲法前文 LOVE♡ 

核・戦争のない世の中に向かって！！

♡no more hiroshima 

戦争のない世界を！！ 核兵器は最大のムダ。なくしましょう。

戦争はしない。 

手と手をつなぎ協調し、みんなで平和

な世界を作りましょう 

楽しく国と国が仲良くしたら世界が

平和になるのにな 

戦争反対！！みんなの美しい地球守っ

ていきましょう！平和な世界を！ 

こどもたちがいつも笑顔でいられます

ように 

世界平和を皆で頑張ろう！！ お金も地位もない私・・・でも平和な

世界と青い空を次の世代に残したい。 

ひとりで泣いている人が少しでも減り

ますように。 

多くの人に平和の灯をともしましょ

う 

世界中の子ども達が笑顔で暮らせるよ

うに！！戦争が地球上からなくなるよ

うに！！ 

参加できてうれしい！ みんなにこにこえがお 

 

地球を大切に！ 

世界中のすべての人たちが笑顔で暮ら

せますように。 

“普通の暮らし”の大切さをいつまで

も続く平和を・・・願います。 

子どもたちの未来が「平和」であります

ように！！ 

世界人類が平和でありますように 地球上の全ての人々が笑顔でいられ

ますように！ 

今頑張らないと平和な日々がなくなっ

てしまう！ 

地球はまわる 365 日争いもなくいつ

も笑顔ならいいな♡♡ 

「あたりまえ」と思える毎日に感謝し

よう 

誰かのために何かのためにがんばれる

自分でありたい 

平和はみんなの願いです！ 子どもたちにきれいな地球をのこし

たい 

世界中の子どもが笑顔になりますよう

に 

ヒロシマ、ナガサキ、オキナワ、フクシマ……。 

ひとりひとりが大切にされ、地球上にすむ すべての人々が みんな笑顔でくらせるように ♡♡ 
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世界が平和でありますように 争いのない平和な世界を未来へ 住みやすい世界に！ 

世界中の子供たちが 

笑顔でいられますように… 

戦争のない国に！！ 

平和な世界になりますように！！ 

子ども達の笑顔が 

もっとキラキラと輝きますように 

Love ＆ Peace 子どもたちに平和な毎日を！ 平和なくらしを守りましょう！ 

青空を子供達に残したい！ 子供達に平和を！ 世界中の子供たちを笑顔に！ 

脱原発 笑顔 永遠の平和を 

子どもの未来が 

平和になりますように 

世界のみんなが 

平和でありますように♥♥♥ 

戦争・紛争で傷つく子どもたちがいな

くなりますように 

人類が笑顔をふやせるために！！ 平和で安心の未来を 世界中のこどもに笑顔を！！ 

まず平和じゃなければ 

私たちのくらしは守れない！！ 

子どもたちが安心して 

笑えるように！ 

笑顔が一番 

ニコニコして世界の平和 

I love world 

peace 

I love coop 

世界から 

戦争がなくなるように！！ 

核兵器がなくなるように！！ 

 

どの国のどの人も戦争に取られること

のない世界になりますように。 

命に差別はない！ 

戦争反対！！ 

子どもたちに 

明るい未来のある世界を 

子供たちが笑顔で 

くらせるように！ 

世界平和 

子供たちに未来を！！ 

当たり前の毎日が 

ずっと続きますように。 

みんなが笑顔ですごせますように 

子供たちに 

“平和という財産“を 

残しましょう 

世界中のみんなが 

平和でありますように 

みんなが笑顔で 

いれますように♥ 

すべての人が 

「平和」と言える世界に 

子どもたちを戦争に行かせない 

平和な社会に！！ 

平和がいいネ！！ 平和の上に成り立つ毎日のくらし ９条たいせつ 

戦争のない世界 世界中のみんなが幸せに楽しく We Love Peace♥ 

一人一人がやさしい心を♥ 世界の平和を願います 平和が一番 

世界中が平和で 

いっぱいになりますように 

ハートを大切に 

愛にあふれた国へ 

みんなが笑顔で 

いられますように 

核兵器のない世界へ！！ 子供達に明るい未来を！ I Love Peace 

We love peace !! ９条守ろう！ 世界中の人々が 

笑顔になれますように♥ 

平和っていいね♥ 子ども達に平和な世界を  
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憲法九条かえないでください。 

何時までも平和が続く事 

ぶれないでください。 

心おだやかに過ごせる日々がみん

なに来ますように！！ 

世界の人達へ 

平和とは何か？を考えてください。 

戦争のない世界平和 子どもたちに平和な未来を手わた

したい 

平和大好きおばさん 

言葉は違っても平和を願う気持ちは

変わりません 

世界がひとつになることを願って 

あなたの笑顔をみれる幸せ・・・ 

それが 

皆の願い。 

♡愛♡ 
全ての国に 

平和な時間が 

おとずれますように 



子ども達に 

平和な未来を！！ 

Peace！ 

平和が一番！ 

世界中のみんなが 

にこにこたのしく安心して 

くらせるようにしていきましょう 

I  hope you`ll have happy and 

l ovely time forever!! 

Love=PEACE 

Love♡&Smile☺ 
 

HAPPINESS 

澄んだ子どもの瞳くもらせてはいけ

ない！ 

世界中、笑顔になればいいなぁ!！ 
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自衛隊は、日本国内で活動を！戦争に

つなげては絶対ダメ！！ 

毎日の生活の大切さ！人として生

きることの大切さ！このいとおし

い日本！がんばれ！ 

皆の気持ちを１つに楽しく平和をア

ピールしましょう！！ 

くらし平和が大切にされる世の中に 平和でなくなったらと考えるだけ

で苦しくて悲しくてたまらなくな

ります。それを思えば勇気も出る

っ！！ 

どこの国でも戦争がおこらないよう

に！憲法 9 条を守ってこども達に平

和な日本を渡そう！ 

世界中のみんなが笑顔でありますよ

うに。 

みんななかよく笑顔でいられます

ように♡ 

どの家族も笑顔で朝を迎え楽しい夢

をみられますように！！ 

こども達の未来に皆で平和のプレゼ

ントを残そう！！ 

孫の代になっても戦争のない国で

いてほしい 

子供たちの未来はいつも笑顔でいて

欲しいです。誰も傷つけて欲しくな

い。 

戦争の先に幸せなし！ 

ＮＯ ＷＡＲ！！ 

身も心も健康でずっと笑顔でくら

せますように。 

Ｎｏ Ｍｏｒｅ Ｗａｒ！ 

戦争は体験させたくありません。 

絶対に戦争はしない、したくない 世界中の人々が笑顔で心穏やかに

仲良く暮らせる日が訪れますよう

に。 

宇宙から世界から戦争やテロがなく

なりますように 

みんな同じ命、みんな仲よく、笑顔で、

平和な世界になりますように。 

ひとりひとりが大切にされみんな

が笑顔で平和にくらせる事を切に

望みます。 

みん笑顔になぁれ！ 

世界中が平和になってほしい。 

みんなの笑顔がみんんを笑顔に！ 残虐な殺し合いがない平和な世界

になりますように！！ 

オバマ大統領様 

核兵器廃絶はあなたの力が希望です。

助けて下さい。 

被爆者 
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世界中から核兵器がなくなりますよ

うに！ 

生きがいのある日常をおくれます

ように！ 

核兵器のない社会を！ 

 


