
６号機失敗後に寄せられた
応援メッセージ（神奈川県の小学校より）

７号機の打ち上げ成功を祈って折られ
た千羽鶴と手紙（大分県の高校より）

千羽鶴は、実際の打上げ時には種子島宇宙
センターの打上実施責任者席近くに置かれた。

H-IIAロケット６号機の失敗によ
り、我が国の宇宙開発に対し厳
しい意見も寄せられたが，打上
げ再開に向けて、このような応
援の声に大変励まされた。

H-IIAロケット６号機の失敗によ
り、我が国の宇宙開発に対し厳
しい意見も寄せられたが，打上
げ再開に向けて、このような応
援の声に大変励まされた。

（参考３）国民からの応援メッセージ
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きみえさん   
 私の将来の夢は、幼稚園の先生です。幼稚
園のとき、幼稚園の先生がやさしくしてくれて、 
こんな先生になりたいなーと思い、これを夢に 
しました。ＪＡＸＡのみなさんもロケットを飛ばす 
夢がありますよね。ロケットの打ち上げに失敗 
しても夢をあきらめないでください。夢は努力 
すれば、かなうと思います。だから、JAXAの 
みなさんも努力して夢をかなえてください。おう 
えんしています。

智文くん 
 ぼくの夢はプロ野球選手です。イチロー
選手みたいなかっこいい人になりたいで 
す。ＪＡＸＡのみなさんも夢をあきらめない 
でまたロケットをうちあげてください。その 
ときはかならず成功するようにおうえんし 
ます。ぼくも夢にむかってがんばるのでＪ 
ＡＸＡのみなさんもがんばってください。 

遥さん 
 私の夢は、ピアニストになる事です。私 
は４才のころからピアノを習っています。 
だから、ずっといろんな人の前でひいてみ
たいと思っています。ジャクサのみなさん
も、打ち上げに失敗しても、応援している
ので夢をあきらめずに頑張ってください。
私も夢をあきらめずにこれからもピアノの
練習をがんばります。

香央梨さん 
 こんにちは。 私の夢は、動物病院で働くこ
とです。理由は動物たちの病気を治してあげ 
たいからです。JAXAの皆さんにも夢と言う物 
がありますよね。JAXAの皆さんの夢は、宇宙 
ですよね。前にいろんな事を失敗してしまいま 
したが、夢は最後まであきらめないで続けてく 
ださい。私も、最後まであきらめません。いっ 
しょに夢に向かってがんばりましょう。おうえん 
しています。

昂くん   
 僕の夢はプロ野球選手になることです。
ＨⅡーＡロケット失敗しちゃったけど今度 
の打ち上げはがんばってくださいね。成功
するようにいのってます。僕も夢がかなう
ようにがんばります。

周平くん 
 僕の将来の夢は、野球選手になって 
活躍することです。野球選手になったら
衛星で放送してください。僕は、野球 
選手になるために努力しています。だ 
から、JAXAのみなさん夢をあきらめな 
いでください。げんきになったらまたロ 
ケットをうちあげてください。

和枝さん                      
 私の将来の夢は花屋さんです。私は花を 
育てたいです。花のにおいが好きだからで 
す。私はもう夢は変えません。だから、Ｈー 
ⅡＡロケットが失敗しても夢をかなえるまで 
あきらめないでください。４年△組がおうえん
してるので、また新しいロケットを作って打ち 
上げて下さい。

真優さん                 
 私の夢はトリマーでしたが、「科学大好
き土曜塾」を見てＪＡＸＡの皆さんと一緒に 
宇宙に関する仕事をしたくなりました。私 
が大人になる頃今のＪＡＸＡの皆さんがい 
るかどうかはわかりませんが、夢がかなう 
ように頑張ります。だからＪＡＸＡの皆さん 
も頑張って下さい。応えんしています。

宏二郎くん  
 僕の夢は剣道のプロです。僕は剣道
で優勝したいと思い、一生けん命に練
習をしました。そして、剣道の大会で準
優勝できました。この前Ｈ－ⅡＡロケッ
トが失敗してしまいました。でもくじけな
いでがんばっていれば必ず夢はかなう
と思います。おうえんしています。

咲子さん 
 今なりたい将来の夢は弁護士です。なぜ 
かというと、日本で有人宇宙飛行ができるよ
うにしたいからです！！そして友達をロケッ 
トに乗せてあげたいです！（自分も乗りたい 
です。）もう一つは、切手を集める事です。 
宇宙に行って写真をとって「スペース切手」 
を作りたいです！！だれかに先をこされな 
いように頑張ります！JAXAのみなさんも頑 
張って下さい！！

麻理奈さん 
 ＪＡＸＡのみなさん、こんにちは。私の夢は
画家などたくさんあるのですが、今一番めざ
したいことは宮里さんと一緒に仕事をするこ
とです！私はこのままではこの仕事につく 
のはむりですが、ＪＡＸＡのみなさんやＮＡＳ 
Ａなどのみなさんをみているとできるようなき
がしてきました。これから私はたくさん勉強 
してＪＡＸＡのみなさんのところへいくつもり 
です！！夢をあきらめないで！！

拓矢くん  
ぼくの夢は、考え中です。打ち上げ、がん
ばってください。 

さとしくん  
 JAXAみなさんへ。ぼくのしょうらいの
夢はプロ野球選手です。２番目は 
JAXAで働きたいです。JAXAで働いた 
らロケットを成功させたいです。ぼくが 
大人になるまでISSは宇宙をさまよって
いるかもしれません。ぼくが完成させた
いです。とにかくがんばってくだい。

嵩大くん  
 JAXAのみなさんへ  
僕の夢はプロ野球選手です。ちなみに２
番めになりたいのは通訳です。H-2Aロ 
ケットの打ち上げ失敗は残念ですが、ま
だ打ち上げはなんどかあるのでそこでが
んばってください。ぜったいにあきらめな
いでください。おうえんしています。

優利さん 
 JAXAみなさん、こんにちは。ぼくの将来 
のゆめはプロ野球選手です。JAXAの皆 
さんの夢はなんですか。そういえばHⅡ-A
ロケットの打ち上げ、残念でしたね。でもH 
Ⅱ-Aロケットの打ち上げ、絶対にあきらめ 
ないでがんばってください。次は、絶対に 
成功すると思います。ぼくもゆめにむかっ 
てがんばります。  

ゆいさん                    
 ジャクサの皆さん、こんにちは。私の夢 
はお花屋さんです。理由はいろいろなお 
花を売りたいからです。ジャクサの皆さん 
はロケットの打ち上げに失敗してしまいま 
したが、あきらめないで取り組んでください
ね。今度の打ち上げは絶対成功すると思 
うので頑張ってください。おうえんしていま 
す。 

 裕道くん  
 ＪＡXＡのみなさんへ、ぼくの夢は消防士です。
ぼくが消防士になりたいのはロケットが失敗した
ときも活やくしたので消防士になりたいと思って 
います。ＪＡＸＡのみなさんもＨ－ⅡＡロケットが 
失敗してしまいましたが、もう一度夢に向かって 
チャレンジしてみてください。ぼくも夢をあきらめ 
ないでぜったい消防士になってみせます。ロケッ
トにぼくたちの夢を乗せてもう一度チャレンジし 
てみてください。

健示くん 
 JAXAのみなさんへ。ぼくの将来の夢は 
焼鳥屋です。今は鳥インフルエンザでさわ 
いでいますが、そのうちなくなると思うので 
このままの夢でいいです。ＪＡＸＡのみなさ 
んはＨーⅡＡロケットの打ち上げに失敗し 
ましたがあきらめないでください。４年△組
のみんなでおうえんしてます。

亮祐くん 
 僕の夢は宇宙飛行士です。まだ実現でき 
るかわかりませんがこの夢に向かって頑 
張っていきます。だからＪＡＸＡの皆様も夢を 
あきらめないで、これからもロケットの制作 
を頑張ってください。もし打ち上げが、失敗し
てもくじけずにまたつくって打ち上げれば絶 
対に打ち上げに成功すると思います。これ 
からも宇宙の仕事、頑張ってください。 

真央さん  
 私の将来の夢はピアニストになる事です。ピ
アニストになるきっかけは、友達の中にピアノ
がうまい人がいるので私もピアノをきれいにひ
いて賞をとりたいです。ジャクサの皆さんもロ 
ケットの打ち上げに失敗しても、また次の機会
がありますから、新しいロケットを作るために 
頑張ってください。よく失敗は成功のもとって 
言いますから。またチャレンジして下さい。応 
援しています。

つぐみさん  
 私の将来の夢は、宇宙の事をよく知っている
宇宙博士になりたいです。私は、宇宙が大好
きなので、宇宙の事をもっともっと勉強して、 
りっぱな宇宙博士になっていろんな人に宇宙 
の事を教えてあげて、いつか宇宙にいってみ
たいです。宇宙博士になったら、JAＸAの人と
いっしょに仕事をしてみたいです。これからも 
がんばってください。（＊。＊）

魁くん              
 ＪＡＸＡのみなさん、こんにちは。ぼく 
の将来の夢はパン屋の店長になりた 
いし、宇宙飛行士にもなりたいです。こ
の前ジャクサのロケットのうちあげで失
敗してしまったけれど、またがんばって
ください。４年△組も応援しています。

あゆみさん 
 ジャクサの皆さん、こんにちは。私の夢 
は看護士になることです。でももう１つあり
ます。それはジャクサの皆さんが夢をあき 
らめないで、ロケットを飛ばしてもらうこと 
です。この前のロケットの打ち上げは失敗
してしまったけど、夢をあきらめないでくだ 
さい。４年△組のみんなで応援してます。

いづみさん                
 ＪＡＸＡのみなさん、こんにちは。私の夢 
はマンガ家になることです。どうしてマンガ 
家になりたいかというと、私が小さいときに
絵がうまい人をみて、その人にあこがれて 
絵がうまい人になりたいなと思いました。 
私はその夢にむかってがんばります。 
JAXAのみなさんもがんばってください。お 
うえんしています。

実花さん                   
 私の夢は、ファションデザイナーになる事 
です。私は、服をコーディネーターをするこ 
とが大好きだからです。もしファッションデザ 
イナーになれたら、かわいい宇宙服を作りた
いです。そして、ＪＡＸＡのみなさんと、宇宙 
飛行士さんたちに着てもらいたいです。それ 
が私の夢です。ＪＡＸＡの皆さんは、ロケット 
の打ち上げをがんばってください。応えんし 
ています。

絵菜さん               
 ＪＡＸＡのみなさん、こんにちは。私の夢 
はピアニストです。ピアノをいっぱいひきた
いです。ＪＡＸＡのみなさんはロケットを飛 
ばすのが夢なのだと思います。それが夢 
だとしたら私はすごーくおうえんします。私
達も宇宙が大好きです。ロケットを飛ばす
夢をあきらめないで頑張って下さい。私も
がんばります。  

奨くん 
 ＪＡＸＡのみなさんこんにちは。  
僕の将来の夢は、プロ野球選手になること 
です。プロ野球選手になったらバンバンかつ
やくしたいです。２番目になりたいのは、リハ 
ビリの先生です。リハビリの先生になって歩 
く練習をしている人をたすけたいです。みな 
さんも、ロケットを飛ばす夢をあきらめない 
でがんばってください。 

萌花さん 
 私の夢は今はありません。まだ何
になりたいか決まってません。ＪＡＸ
Ａのみなさん、HⅡＡロケット失敗し
ちゃったけど、夢をあきらめないでく
ださい。次は絶対に成功すると思っ
てます。私も早く夢を見つけたいと 
思います。
康汰くん 
 ジャクサの皆さん。僕の夢は、画家に
なることです。ジャクサの皆さんの夢は
なんですか？この前ＨⅡＡロケットの打
ち上げ、失敗してしまいましたね。でも 
ぜーーったいにあきらめないでくださ 
い。やればできます。ぼくも自分の夢を
あきらめないでがんばります。 

一希くん   
 ジャクサの皆さん。僕の夢は、ロケッ 
トが無事に飛んでくれることです。エイ 
チⅡエーロケットが失敗しちゃたけど今
度こそ飛ぶことを願っています。なので 
ジャクサの皆さんもあきらめないでくだ 
さい。僕もおうえんするのでがんばって 
ください。 

るいさん 
 ジャクサの皆さん。私の夢はロケット 
をとばしてるところをみたいです。あと、
ドッジボールをもっともっとつよくなりた
いです。ロケットを失敗してしまいまし 
たよね。こんどは、失敗しないようにう 
ちあげてください。私の夢をかなえてく 
ださい。おうえんしています。

恵さん 
 ジャクサの皆さん、私の夢はロケットを飛 
ばしてくれることです。なので私からのお願 
いです。この前、ロケットを打ち上げて失敗 
してしまいましたね。でもまたロケットを打ち 
上げてほしいです。だからロケットを打ち上 
げる夢をあきらめないでください。私は今度 
こそは成功すると思っています。もし打ち上 
げてくれたらとてもうれしいです。これからも
いろいろなことでおうえんしています。 

これが宇宙ステーションです。ロケットをとばそう！ プラネタリウムを作りました！

夢をあきらめない
ＪＡＸＡのみなさんへ

神奈川県△△小学校 
 ４年△組 総合学習プロジェクト
  「宇宙はぼくらのふるさと」

宇宙に行ってみたいなあ！ プラネタリウムの前で全員集合！ ４年△組
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