2008「サンタさんへの手紙」手紙文作品集
【０才～３才の部（保護者代筆含む）】
001

サンタさんへ お手紙どうもありがとう。この手でいろんなことができるようになるといい
な♪れおより

002

（北海道 山沢 怜央 0 才）

サンタさんへ 息子のはじめてのクリスマス。とてもたのしく夢のある１日になりました。
どうもありがとうございました。（息子と雪ダルマさんの２ショットです）
（埼玉県 戸部 晴道

003

0 才代筆）

娘のかわりに代筆しようと思います。
サンタクロースさん、私は 10 ヶ月の間ママのお腹の中にいました。
パパとママは、私がパパとママの子供として産まれてきてくれたことが、最高のプレゼントだ
と思ってくれています。これから成長していくにつれ、きっとパパやママを困らせることがで
てきてしまうと思うけど、いつか私もパパとママの子供に産まれてきてよかった♡と思えるよ
う、健康に育っていきたいと思います。

004

（茨城県 新堀 由里子 0 才代筆）

サンタさんへ 産まれて初めてのクリスマスを楽しくすごしました。
夏にまた、サンタさんからカードが届く頃には、ボクには、弟か妹が産まれているはずです。
それと次のクリスマスはプレゼントが２つ必要です。お願いしますネ、サンタさん 代筆 和
樹のママ

005

（千葉県 藤井 和樹 0 才代筆）

サンタさんへ クリスマスに結婚した翌年のクリスマスに赤ちゃんが生まれました！ずっと
ずっといつまでも、家族３人で幸せなクリスマスを迎えられますように！！
（神奈川県 萬屋 省吾・真弓・明花 0 才代筆）

006

春に一歳のバースデーを迎える息子です。まだ文字を書けない子どもに代わってママか
ら・・・。雪だるまのプレゼント。息子は必死にパンチしてそしてかぶりついて・・・大騒ぎ
でした！！お気に入りらしく今も飾ってます☆またお手紙を楽しみにしております♪
（石川県 鈴木 逞斗 0 才代筆）

007

Merry Chiristmas☆はじめてのクリスマスは病院で過ごすことになり、サンタさんからのお
手紙は我が家に Happy な気持ちを届けてくれました。本当にありがとう！！来年は必ず家に
いるので、また来てね～♡ありがとう！Thank you

（富山県 森田 暖都 0 才代筆）

008

サンタさんへ 一つだけお願いがあります。世の中の子供達が笑顔でいっぱいになる魔法の
プレゼントをトナカイさんと一緒に運んでください 新米の悠希の父と母より
（岐阜県 伊藤 悠希 0 才代筆）

サンタクロースさんへ☆ お元気ですか？クリスマスにお手紙ありがとうございました！ぼ
009

くは生まれて３ヶ月になりました（１月で）元気いっぱいです。ムオリさんやようせいさんた
ちも元気にしてるかなぁ？
体調くずさないようにして下さいネェ☆心から願っています♡愛をこめて♡
いつか、サンタさんたちにあえるといいなぁ♪では、またね。ごうせいとパパ＆ママより
（大阪府 甲斐 功聖 0 才代筆）

010

To フィンランドのサンタクロースさんへ 平成 20 年 5 月 1 日誕生 瞭花(りょうか)の右
足は、とても大きくなりました。7.0 ㎝だった右足が 9.5 ㎝になりました。ヤッタネ！！来年は、
もっと大きくなるんだろうな…
私達のサンタクロースはこの子自身です。毎年のクリスマスに 1 年 1 年の成長を身体の大き
さだけでなく私達の心に、たくさんの喜びを持たさせてくれる事でしょう。来年のクリスマスが
待ちどおしいです。私達のサンタクロースさん、これからも、健やかに育って下さいね。瞭花の
父母より

011

（京都府 中村 瞭花 0 才代筆）

サンタさんへ サンタさん、お手紙とお菓子のプレゼントどうもありがとう。うれしかった
よ！！でもね、ぼくにはまだ雪ダルマがとっても大きく見えてビックリして泣いちゃいました。
でもでも、今ではすっごく仲良しさんなんだよ！！
サンタさん、本当にありがとう！！来年もきっと僕の所に来てね！！コウスケ
（兵庫県 今村 康亮 0 才代筆）

012

サンタさんへ（けんごは書けないから、ゆりが書いたよ！）サンタさん、元気ですか？私た
ちは、どちらも元気です。サンタさん、けんごが１才になったら、けんごにも、プレゼントあ
げてネ。KAMADA YURI・KAMADA KENGO より

013

（愛媛県 鎌田 憲吾 0 才代筆）

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。子供は０才（９ヵ月）なので、親のほうが
喜んでしまいました。とっても良いプレゼントになりました。ずっと手紙を大切にし、子供に
いつかサンタさんからの手紙を見せようと思います。
コルバトウントウリ山は、寒いのでしょうねぇ。風邪には十分気を付けて下さいね。 まお よ
り（代筆 母）

（山口県 大森 満夫 0 才代筆）

014

クリスマスには、素敵なお手紙ありがとうございました。さつきはまだペンを持って描いた
りができないので、母である私から、代わってお礼を書いてます。期限に間に合わなかったの
で残念ですが、代弁させてもらいました。今年のクリスマスも届くかな・・・クリスマスまで、
のんびりしてください。

015

（鳥取県 松田 さつき 0 才代筆）

サンタさんへ ことみは１才２ヵ月になってやっと歩けるようになりました。ヨチヨチヨチ
…歩くのってとーっても楽しいです！お外へ行くのも大好き♪すべり台だって一人ですべれる
んだよ。お散歩して「ワンワン（犬）」も見つけました。ことみは「ワンワン」と「マンマ（ご
はん）」１番！大・大・大好き♡です。

016

（千葉 秋山 ことみ 1 才代筆）

ハルキ２回目のクリスマス 2008 年 12 月、１歳９ヶ月になる息子は、クリスマスの朝、
ベランダにプレゼントが届いてるのを見て、うれしそうな顔をしていました。私が「サンタさ
んからだョ」っと言うと…突然「サァ～」と言って、ペコリと頭を下げました。もうすぐ２歳
になる息子は今でも空に向かって「サァ～」と言ってサンタさんを探しています。
（神奈川県 小泉 喜咲 1 才代筆）

017

サンタさんへ。息子へお手紙ありがとうございました。今月一歳なので、お手紙を読んであ
げても？？？でしたが、私はすごくうれしかったです。

018

（静岡県 首藤 奏汰 1 才代筆）

ここちゃんはまだ 1 さいです。サンタさんもプレゼントクバリがんばってね。
（熊本県 丸山 ここ 1 才代筆）

019

サンタさんへ おてがみありがとう。おねえちゃんとなかよくします。あかりより
（福岡県

020

木藤 星

1 才代筆）

ステキなプレゼントとおてがみありがとうございました。
ゆなはびょういんでのクリスマスですがプレゼントであそべてたのしいです。
（北海道 中森 優和・美桜 2・0 才）

021

さんたさん ぷれぜんと と てがみをありがとう。
こんどは、
みゆがさんたさんのおうちにあそびにいくね

022

（東京都 石井 美優 2 才代筆）

サンタさんへ いつも、ステキなカードをありがとうございます♡毎年、息子２人、楽しみに
待っています。すべての人々が、素敵なクリスマスがおくれますように。
（神奈川県 武居 隼佑 2 才代筆）

023

サンタさんへ クリスマスのおもいでです おかしありがとう （神奈川県 森下 友稀 2 才代筆）
サンタさんへ 2 才の息子に代わって、母親が代筆します。まだ、何も小さくて分からない

024

事の多い息子ですがサンタさんからの手紙には大喜びしておりました。今年は、私の祖父であ
り、息子のひいおじいちゃんが、亡くなり、私も少し物事を分かりはじめている息子も、大き
な悲しみにみまわれましたが、少し月日が、たった今は、「おじいちゃん、天国で楽しく、暮
らしてるかな？天国にはサンタさんもいるのかな？」などと話せるようになりました。私自身
も 27 才になった今でも、天国やサンタさんの国は、きっとどこかにあると信じています。ま
だ２才の小さな小さな息子ですが、彼には、命の大切さが分かる、優しく、そして強い男の子
に育ってほしいと願っております。では…来年はきっと、幸せな事、笑える事が、たくさんあ
る１年であります様に。サンタさん メリークリスマス 翔吾の母より
（大阪府 進藤 翔吾 2 才代筆）

025

今年のクリスマスはとってもステキな 1 日でした。サンタさんからもお手紙とプレゼントを
もらいました。（お友達のお父さんがサンタの服と帽子、ひげをつけて、うちに来てくれまし
た。もちろん、息子は本当のサンタさんだと思ってます。）
いつまでも、サンタクロースを信じる、純粋な子に育ってくれたらな～と思います。サンタ
さんもこれからたくさんの子供に夢を与えて下さい。

026

（京都府 桜井 隼 2 才代筆）

サンタさんへ げんきですか？みきはげんきでイタズラしています。 みきより
（福岡県 渡辺 美紀 2 才代筆）

027

サンタさん こんにちは。わたしは、ことし、まるが、かけるようになりました。らいねん
は、もっとたくさん、えが、かけるようになりたいです。

028

上園 真弘

2 才代筆）

サンタさん、プレゼントありがとう！！
ボクは歯みがきがんばっています。また来てね！

029

（鹿児島県

（秋田県 近江 雄哉 3 才）

大好きなサンタさんへ 今年もまたこうして息子の書いた絵にメッセージをそえて送ること
ができてよかったです。息子が生まれてから毎年恒例になって早くも３年。来年は息子自身が
字を覚えてサンタさんにお手紙を出せたらいいなと願っています。もうすぐ２人目が生まれま
す。子供たちが元気で過ごせるよう見守ってて下さいね。 優斗のママより
（秋田県 水沼 優斗 3 才代筆）

030

サンタさんへ こんにちは。クリスマスのおてがみとプレゼントをどうもありがとう！ゆき
だるまが届いてたのしかったよ。ちひろはお気に入りのブレスレットを３つ持っていたけど、
おともだちに１つプレゼントしたよ。いっしょにつけられるからうれしいな。さむいけどサン
タさんもみんなもげんきでね。 ちひろ

031

（埼玉県 仲栄 千尋 3 才代筆）

サンタさんへ サンタさんは、クリスマスをすぎるといなくなっちゃうけど どこにいっち
ゃうの？かりんはずーっとさがしてるけど見つからないんだ。お店のディスプレイも民家のか
ざりつけも 12 月 24～25 日まででなくなっちゃうし、かりんはさびしいんだ。いつもキラキ
ラ にぎやかで きれいな そして赤い衣しょうをつけてるサンタさんとトナカイさんがずー
っとそばにいてほしいんだけどなぁ。かりんはいつもまってるよ！！サンタさん♡ かりん
（茨城県 森澤 華凜 3 才代筆）

032

世界中の子供たちが大好きなサンタさんへ
うちの 3 才の息子はサンタさんが大好きです。世界中の子供たちにこれからもたくさんの夢と
希望のプレゼントを与えて下さい。文・ママ 絵・ようすけ＆ママ （千葉県 髙橋 陽祐 3 才代筆）

033

「絵を描いて」とお願いして、素直に書いてくれるわけではありませんが、順調に育ってくれ
て有難う、優音くん。
パパもママも君と一緒にいることで、とても嬉しい大切な時間を過ごすことができています。
風邪をひいて辛い時は一緒に我慢して、心の底から楽しい時は一緒に笑顔で、寒い時には部屋
を暖めて身体を寄せ合って、暖かい時には窓を開けて風を取り入れて。
（兵庫県 藤岡 優音 3 才代筆）

034

サンタさんへ おてがみありがとう。かのん・しおん

035

サンタさん クレヨンありがとう！おえかきいっぱいするよ。しょうえいより

（愛媛県 安川 花音・紫音 3・1 才）

（埼玉県 野﨑 翔瑛 3 才代筆）

【４才の部（保護者代筆含む）】
036

さんたさん おげんきですか。みはなもげんきです。いちかもげんきです。さなもげんきで
す。いちかより。さんたさん おてがみありがとう

037

（北海道 藤村 一花・心花・咲那 4・2・1 才）

さんたさん プレゼントありがとう さんたさんもかぜひかないでね おおくさほのか

（千葉県 大草 穂佳 4 才）

038

サンタさんへ じてんしゃは、ブレーキをいっぺんにギューっとやっているのでいっかいと
まってしまいます。さんりんしゃは、まだあしがペダルにとどきません。
（千葉県 土屋 まどか・裕雅 4・2 才）

039

さんたさんへ ようちえんたのしいよ。いま、ふゆやすみだよ。どりーむふぇすてぃばるで
ぐろっけんをひいたよ。るりより。さんたさんおてがみかいてね。

040

（千葉県 丸山 瑠依 4 才）

さんたさん おてがみとぷれぜんとありがとう。だいすきよ またあそぼうね なつより
（東京都 杉野 奈津 4 才）

041

サンタサンへ さんたのおじさん。ぼくはとくべつなおかしをおねがいします。♡了一くんよ
り

（東京都 藤原 了一 4 才）

042

さんたさんへ ぷれぜんとありがとう あいたいな れなより

043

こま まわせるようになったよ

044

ことねより♡さんたわげんきですか ことのおうち さんたきますか？♡ことのいえにわくり

（神奈川県 森 幸輝 4 才）

すますつーりかっざてあります
045

Dear Santa, Thank

（石川県 前田 琴音 4 才）

you for a Christmas present.

this

year , too. I ask

my dad to

day.

Is Finland still

covered

Takeru from

（神奈川県 宮澤 伶奈 4 才）

a good

boy

bring our family to see you in one

by snow in summer?

JAPAN

I'll be

Take care

yourself.

（静岡県 鈴木 武留 4 才代筆）

046

さんたさんへ ありがとう ゆうより

047

さんたさんへ おてがみくれて、ありがとう♡またらいねんね わこより

（大阪府 辻本 優 4 才）

（京都府 河野 倭子 4 才）

048

さんたさんへ このまえおてがみありがとう どようび 20 にち とどいたよ ほんとうに
ありがとう げんきでね♡トなかいたちにもよろしくね♡あこより♡めーりくりすます
（大阪府 春原 あこ 4 才）

049

さんたさんえ おてがみがきたよ はるとより

050

サンタクロースさんへ サンタさん 健ちゃんへ素敵なＬetter どうもありがとう！！すご

（岡山県 山本 陽翔 4 才）

くきれいな封筒で とっても嬉しそうにしていました。クリスマスにはサンタさんから頂いた
プレゼントを保育園の先生に報告していました。サンタさんがトナカイに連れられてお空へ帰
って行く姿を見たと言ってました。いっぱいの夢と優しさをどうも有難うございます Ｆrom
Kenta ママより

（広島県 林 健太 4 才代筆）

051

さんたへ さんただいすき おてがみありがとう。さきより♡♡

052

サンタさんへ プレゼントありがとう。さん月みっかにおたんじょうびです。

（広島県 小門 佐妃 4 才）

（大分県 まつしま とうこ 4 才）

053

サンタさんへ クリスマスプレゼントありがとう。だいじにつかうよ。今年がんばります。
（長崎県

竹上 皓晟・絢晨

4・1 才）

【5 才の部】
054

さんたさん プレゼントありがとう。おうちはどこなの。いつかあいたいです。 はると・
ひろとより

055

さんたさん ぷれぜんとありがとうございます
さんたさんはだれからぷれぜんともらうの？

056

（宮城県 木村 優翔 5 才）

（岩手県 高橋 未羽 5 才）

プレゼントありがとう。サンタさんはなつとかどうしてるの。トナカイのえ
（北海道 遠藤 暖朋 5 才）

057

さんたさんへ またきてね！わたしはねん中なの、ようちえんがんばるね！たんにんのせん
せいは、なほこせんせいなんだ！やさしいせんせいなのでうれしいです。でも、もっとおもし
ろいせんせいがいます。ゆうこせんせい なかよくげんきにあそんでいます。さんたさんもわた
しに、げんきにしてね！まりやより

058

（栃木県 渡辺 まりや 5 才）

サンタさん プレゼントありがとう。らいねんもまってるね。おもちゃつくるのがんばって
ね。

（群馬県 野村 倫睦 5 才）

059

サンタクロースさんへ わたしはねていたからサンタさんにあえなかったから こんどあえ
るといいね せいらより

060

（東京都 阿部 青空 5 才）

さんたさん あさおきてびくりした ぷれぜんとありがとう りさより
（東京都 岩本 理佐 5 才）

061

まえわおてがみありがとうさんたさんぷれぜんとのくばりがんばってね おうえんしてる
よ。！♡【だいすき】

062

サンタさん小人もいるんでしょ 小人たちはしごとしててすごいね サンタさんも大きなふ
くろをもってすごいね。森佑太朗より

063

（東京都 赤根 碧 5 才）

（東京都 森 栄太朗・佑太朗 5 才）

さんたくろーすさん おてがみありがとうございます さんたくろーすさんがこのえをよろ
こんでくれたらとてもまきわうれしいです まきより

064

（神奈川県 江上 真希 5 才）

さんたさんへ！ おてがみありがとう！さんたさんのすんでいるとこさむいでしょ またも
もかわ ようちえんでさんたさんにあったけど もういちどあってみたいのね だからさんた
さんがそのねがいは、かなえてくらさい ももかもようちえんがんばりますね さんたさんも
おしごとがんばってくらさいね！ ももかより さんたさんへ！

065

サンタさんへ

ねがいをかなえてくれてありがとう。またこんどのクリスマスのとききて

ね。
066

（神奈川県 面手 桃花 5 才）

（神奈川県

今村 美玖

5 才）

サンタさんへ サンタさんおてがみありがとうございました ほいくえんでもサンタさんき
ました ほいくえんのサンタさんはすごろくをくれました そのすごろくにきょうみをもちま
した 12/19 日クリスマスのきゅうしょくはツリーポテトとわかめごはんといちごとおほし
さまのスープでした ぼくはおかわりをしました サンタさんもこれからげんきにすごしてく
ださい。ぼくは４月から１年生です！

067

（福井県 小林 歩夢 5 才）

サンタさんへ さんたさんぷれぜんとありがとう ゆめ こんなねっくれすつくったよ
→．．．．．さんたさん これからもゆめをみててね なかよしのゆめと♡さんたさん◇ ゆめ
より

068

（新潟県 小竹 唯夢 5 才）

さんたさんへ かずきのところにわ すごいぷれぜんとお くりすますのときにわありがと
う!! おおろらおすごいきれいすぎてすごいすごいみすぎておなかおひやさないでね べって
りとなかいさんにもよろしくね。かずきよりおくさんにもよろしくね

（新潟県 小池 和輝

5 才）

069

さんたさんへ おてがみすごくよっかたよ たまきより

070

さんたさんへ きのうのよるちょっといいこだっただから、ぷれぜんとください すずきさ
いかより さんたくろうすさん ありがとう

071

（愛知県 鈴木 才佳 5 才）

さんたさんへ くりすますぷれぜんとはまだきめてないからきめとくね。さんたさんのとな
かいさんはかわいい？りのより

072

（愛知県 神谷 環 5 才）

（愛知県

田中 流斗

5 才）

ありがとう、てがみ。おくってくれてとてもうれしいよ。ぷれぜんとおくってね。だいすき
よ♡まなみより

074

5 才）

さんたさんへ さんたさんのそりにのりたいです。どうしたらのれますか？るいと
（静岡県

073

吉田 梨乃

（愛知県

山本 愛

5 才）

サンタさんへ いつもプレゼントをくれてありがとう。プレゼントはどうやってもってくる
の？ばんゆうひ

（愛知県

坂 勇優

5 才）

鈴木 巳喜

5 才）

075

またおてがみたくさんかいてね♡♡♡おてがみありがと。

076

さんたさんへ おてがみ とどいたよ もうすぐでふゆがくるけど おげんきですか わた

（愛知県

しわげんきです ももより
さんたさんへ ぶらんこ のりにきてね。まってるよ くりすますぷれぜんとさんたさんの
ふくください またいっしょにあそんでね さくらより
077

やさしいことば ありがとう。さんたさん ともだち まいにちおしごとがんばってね こ
とねより♡

078

（奈良県 おかだ さくら・もも 5 才）

（大阪府 徳山 琴音 5 才）

さんたさんえ てがみありがとう。これからもさんたさんのゆめをいつもみるよ。
（兵庫県 渡辺 翔悟 5 才）

079

サンタさん はやく くりすますのひになったらいいね。しょうごより
（大阪府

080

小林 将虎

5 才）

さんたさん ぷれぜんとありがと。さんたさんは１ばんだいすきだよ。さんたさんはどこで

しょくざいをあつめてるんですか。ゆうきより
081

（兵庫県

5 才）

さんたさん ぷれぜんとありがとう♡だいじにするね ありがとう♡ さんたさんのところ
は、さむいですか

082

大下 侑季

（愛媛県 古東 愛子 5 才）

さんたさん よるみんなのおもちゃをはこんでいたから いそがしかったでしょ だからぼ
くからぷれぜんとをあげるからまっててね。

（香川県 中野 航聡 5 才）

083

さんたくろうすさん おしごとがんばってね そらより

084

さんたさんへ おてがみくれてありがとう。さんたさんもたのしいくりすますをむかえてね。

（山口県 本山 宙 5 才）

えいみより
085

（山口県 原田 えいみ 5 才）

さんたくろーすへ さんたくろーすおしごとがんばってね ぷれぜんとたのしみにしてます
きらりより

086

（香川県 佐々木 星凜 5 才）

サンタサンへ おてがみありがとう とってもすきです。となかいさんはげんきですか ど
うかさむいくりすますじゃないように

087

（福岡県 川﨑 青空 5 才）

さんたさんへ あいたいです。パパとままのいうことをよくきいておりこうさんでまってい
るから ゆいにあいにきてください。さんたさんてがみありがとうございました。だいすきです。
（福岡県

088

黒木 唯

5 才）

すずかとしおりより こころをこめて おてがみありがとう さんたさんへ
（宮崎県

矢野 涼香・詩織

5･1 才）

【６才の部】
089

サンタさんへ。サンタさん、まいにちおてがみありがとう。わたしはいまねてるか、ねてな
いか、わからないけど、いっぱいサンタさんから手がみをもらっているからサンタさんの かお
をみなくてもいつもえがおでいれるよ。でもほんとは、サンタさんにあいたいんだ。こんどい
っしょにあっていっしょにたくさんあそびたいね。サンタさんからのてがみまってまーす。ね
ねより

090

さんたさん たまには うちに いきたいな♡

（秋田県 佐藤 寧々 6 才）

（北海道 吹田 琉比 6 才）

091

サンタさんへ このまえおてがみありがとう。あのてがみのきってやハンコとってもステキ
だったよ！ RIRI

092

サンタさんへ こんばんは、ぼくわいつもいいこにしてるので もういちどサンタさんがくる
としんじています。 しょうたより

093

（北海道 髙島 祥汰 6 才）

サンタさんへ プレゼントと、おてがみをありがとう。つぎのクリスマスまで、ゆっくりま
ったりやすんでね。そしてまたきてね。あゆむとこうきより

094

（福島県 丹野 里莉 6 才）

（千葉県 星名 優歩・耕気 6・5 才）

サンタサンへ おてがみありがとう。サンタサンは、いろんな人のおもちゃをつくってるん
だね、あとみんなのおもちゃをとどけてたいへんだね。がんばって。 （埼玉県 髙栁 琴音 6 才）

095

サンタさんへ 12 月 24 日の、チョコクッキーおいしかった？お手がみにアメリカのをセ
ロテープで、はりました。
サンタさん全国プレゼントくばりごくろうさまでした。
こんど来年は、サンタのおばあさんにも来年、チョコクッキーをつくってもらってたべてみて
ください。ぼくも来年つくります。

096

（千葉県 鶴見 響太郎 6 才）

サンタサン あすかね サンタサンとってもだいすきだよ だってねぷれぜんとをくれるか
らすきなんだよ。ねえサンタサンてどうやっておもちゃをあつめているの。なんでそらをとべ
るの。おしえて。あすかより

097

（埼玉県 程塚 明日花 6 才）

サンタさんへ いつもたのしいクリスマスどうもありがとう。ことしのはるは一ねんせいに
なるよ。おともだちとなかよくできるといいな。サンタさんもげんきでね。またあおうね。さ
いかより

098

さんたさんへ さんたのしごとはたいへんですか？なぜふゆにぷれぜんとをとどけるんです
か？なぜよるにくるのですか？

099

（千葉県 太田 采花 6 才）

（埼玉県 本間 のどか 6 才）

サンタクロースさんへ あきほです。げんきですか？なつにはなにをしてるの？サンタさん
は、たべものはなにがすきなの。こんどおしえてね。サンタさんだいすき♡
（埼玉県 山田 明穂 6 才）

100

さんたさんへ さむいときにせかいじゅうのこどもたちにプレゼントをわたすのたいへんで
しょ。やくにたたないとおもうけど さえをつかってください。

（東京都 竹口 彩会 6 才）

101

サンタさんへサンタのゆうびんきょくをがんばってください。それからトナカイとかのこと
もたすけあってください。サンタさんも、体にきをつけてください。あらたより
（東京都 藤井 新 6 才）

102

さんたさんへ 2008 年 12 月 21 日 さんたさん、おてがみありがとう。わたしもクリス
マスがたのしみです。わたしのいもうとの晶子はやっと１さいになったばっかりなのであまり
ことばがしゃべれません。なのでわたしがサンタさんにおねがいします。おしごとがんばって
下さい。―あきこがかきました。あきこです！サンタさんにほしいものは「いろいろおりき」
とあればドラエモンチョコで

103

さんたさんへ どこにすんでいるのですか。かっこいいいちねんせいになれますようにおう
えんしてください のりかより

104

（東京都 鈴木 理香子 6 才）

（神奈川県 山下 雅可

6 才）

サンタさんへ サンタさんプレゼントありがとう これからもプレゼントくばるのがんばっ
てください
サンタさんがくれたサッカーボールできょうあそびました。とてもたのしかったです。しゅ
んいちより

105

（神奈川県 佐藤 駿一 6 才）

さんたさんてがみありがとう。ながいてがみ、よくじょうずにかけたね。
（神奈川県

106

さんたさんへ

上原 彩華

6 才）

お手がみありがとうございます。またお手がみとプレゼントをください。

さんたさんのことをたよっています。さんたさんにあいたいなとおもっています。小林かほよ
り
107

（神奈川県

小林 かほ

6 才）

さんたさん せかいじゅうのみんなにぷれぜんとをくばってくれてありがとう もとより
（石川県 北村 心宙 6 才）

108

さんたさんへくれよんどうもありがとう。とてもだいじにしています。《かぜひかないよう
にね。》 めりーくりすます さんたさんだいすきだよ はづきより 《がんバてねことしも
まてるよ。さんたさん》

109

さんんたさんありがとう さんたさんいつもいつもいそがしいなか みまもってくれて あ
りがとう もえか

110

（石川県 高橋 初季 6 才）

（新潟県 鈴木 萌花 6 才）

サンタサンへ サンタサンありがとうございます。わたしの、のぞみをかなえてくれたのが
うれしかったです。本とうにありがとうございます。りおより

（愛知県 林 里桜 6 才）

111

サンタさんへ 26 日がたん生日です。おかあさんがチーズケーキをつくっています。七さ
いになりました。クリスマスのときのプレゼントは気にいっています。おとうさんたちにもコ
ナプンのクッキーとクレープもかってもらいました。そのときは、うれしかったよ。でもサン
タさんにプレゼントをもらったときはもっとうれしかったよ。サンタさんの手がみをたのしみ
にまっています。ねねより

112

（愛知県 神谷 寧々 6 才）

サンタさんへ クリスマスにプレゼントをありがとう。私が寝ている間に来るからサンタさん
に会えなくて残念！次は会えるといいな・・・。今年は私は小学 2 年生になるよ。弟のはやた
君は幼稚園に入園する予定なの。2 人ともがんばれるように祈っていてね。サンタさんのお顔
をいっぱい描いたよ。私は字がまだうまく書けないから、これはママが書いたの。来年は自分
でかけるようになりたいです。

113

（愛知県

伊藤 愛

6 才代筆）

さんたさんへ さんたさんだいすきよ。さんたさんおげんきですか？わたしわとてもげんきで
す！！ふぃんらんどでわどんなおしごとをしているんですか？わたしわほいくえんにいってい
ます。さんたさんのくにでわふゆわ どんなせいかつおしているんですか？さゆりより
（愛知県

114

フィンランドにいるサンタさんへ

田添 小百合

6 才）

もうすぐクリスマスだね。サンタさんの、くににはど

うゆうどうぶつがいますか。どんなたべものがありますか。わたしのくににいるどうぶつはい
っぱいいますよ。
115

（岐阜県

渡辺 優菜

6 才）

さんたさんへ さんたさん、すてきなぷれぜんとありがとうございました。こんどのくりすま
すのとき、てえぶるのうえにくきーいおおくのでたのしみにしててください。りきやより さ
んたさんへ

116

（静岡県

米重 利希也

6 才）

サンタサンへ てがみをおくってきてくれてありがとう。これからもいろいろがんばるから、
サンタさんもいろいろがんばってね！！いまさやたちは、いそがしくないからいつでもきてい
いよ！

117

（静岡県

6 才）

サンタさんへ いつもたいせつなことを、おしえてくれてありがとう。フィンランドはさむい
ですか？いつか、ぼくもサンタさんにあいにいきたいです。

118

土屋 紗椰

（静岡県

池田 拓馬

6 才）

さんたさん、またぷれぜんとくださいね。たいへんだけどがんばってください。たいへんだ
ったらお手つだいします。いつでもたのんでください♡♡となりほのか６才
じゃあ、こんどこそかっこいいひこうきをください。となりゆうき４さい
（静岡県

隣 穂乃嘉・佑生輝

6・4 才）

119

サンタさんへ きょうはわたしがかっているぶんちょうのとにーとい～ぱいあそんだよ。と
～てもかわいいぶんちょうなんだ。12 がつ 24 にちわたしのいえにはいったときにみた？か
ごにはいっててと～てもちっちゃいさくらぶんちょうだよ。
らいねんじかんがあったらみてみてね！！にいなより

120

サンタさんへ ムオリさんはげんきですか？プレゼント気にいってます。すてきなもみの木
はとれましたか？もうすぐさくらがさきますね。

121

（兵庫県 髙坂 仁衣奈 6 才）

（滋賀県 永田 はるな 6 才）

サンタさんへ☆プレゼントありがとう☆とてもうれしい♡
手がみは、よみきれないとおもったけど、ちゃんとよめたよ。ほんとうにありがとう
（大阪府 奥野 佑香 6 才）

122

てがみをありがとう。がんばって、べんきょうをします。こくごをがんばってやっておきま
す。まことより MAKOTO

123

（奈良県

高石 萌子・莉子

6 才）

（奈良県

田中 廉

6 才）

（大阪府

藤島 伽耶

6 才）

さんたさんへ クリスマスにプレゼントありがとう。またよいこにしてますのでまたプレゼ
ントください。あいりより

128

6 才）

ひんらとさん ありがとう。てがみドキドキして、てがみをみたよ。さんたさんとかだいす
きだよ♡かや

127

チョン ステラ

サンタさんへ れんです。とてもあのおてがみはこころがあったまったのでつぎのクリスマ
スにもおてがみをかいてください。れんより

126

6 才）

サンタさんへ 12 23 にちにかいたよ。おとなになってもまいとしきてね。もえこより
（兵庫県

125

南 真琴

サンタさんへ プレゼントと、おてがみをありがとう。こんどは、アメリカのおうちにきてね。
サンタさんだいすきよ。（チョンステラ）♡

124

（大阪府

（兵庫県

楠本 愛莉

6 才）

サンタさんへ 12 月 24 日よるプレゼントありがとう。ひろくんは 12 月 24 日のよる、た
のしみにまってました。あさになるとくつしたのなかにプレゼントがはいっててうれしかった
よ。ひろゆきより

129

（奈良県

駒居 博行

6 才）

サンタさん、フィンランドってさむいの？あついの？そこでなんで彩ちゃんとぴぴとはむが
しっているの。なににのってきますの。そりにのってくるの。それともひこうき、どちらかえ

らんで。となかいはなんこもっているんですか？
130

岸本 彩花

6 才）

サンタさんへ さんたさんは いつもおおいそがし たまにはみくもプレゼントをあげてみ
たい みく

131

（大阪府

（広島県 佐藤 未空 6 才）

さんたさんへ プレゼントありがとう。ぴあのがきたよ。
さんたさんずっとみてくれたんだね。ことしのクリスマスもみててくれる？？？おてがみあり
がとう メリークリスマス ももかより

132

（島根県 来海 桃花 6 才）

さんたくろーすさんへ さんたさんはすきなたべものはなにですか！？
さんたさんこのまえのてがみありがとう。さんたさんはなににのってるの？わたしはさんたさ
んのことしりたいな。まこより

133

（広島県 木村 真子 6 才）

さんたさんへ いつもおしごとごくろうさまで だいじょうぶ しんどかったらやすんでい
いよ♡
ゆいはいつもままとはなれるのがいやだけどがまんがまん ゆいはより めりーくりすます
（愛媛県 井上 結葉 6 才）

134

ぷれぜんといつもくれてありがとう うれしいよ またいっしょにあそぼうね さんたさん
すきだよ

135

サんたさんへ。さんたさん。ポニョの、おさいふ、ありがとうね。さんたさんの、おしごと
は、たいへんだね。でも、がんばってね。

136

（岡山県 前田 竜志・啓志 6・3 才）

サンタさんへ サンタさんおてがみありがとう。ののかは、クリスマスだいすきです のの
かより

137

（徳島県 林 万祐子 6 才）

（徳島県 伴 野々花 6 才）

サンタさんおてがみありがとう。フィンランドは、たのしいですか？にほんは、とてもたの
しいです。フィンランドはゆきは、いっぱいふりますか、にほんはあんまりふりません。もう
ちょっとで三学きになります。サンタさんもかぜをひかないようにしてください 小林那月よ
り。

138

（広島県 小林 那月 6 才）

まえはプレぜントありがとう らいねんもいいこにするからプレぜんとおくってね サンタ
さんへ、あやかより、いつもいそがしいときにきてくれてありがとうございました いつもか
んしゃしてます。またおてがみかいてね。わたしはサンタさんからのおてがみをみてびっくり
しました。サンタさんへ

（岡山県 長谷川 純花 6 才）

139

さんたさんへ さんたさんのおうちはまだゆきがふってますか しおんのところはあたたか
くなってきたよ。

140

（高知県 猪野 汐音 6 才）

さんたさんへ クリスマスのてがみとステキなプレゼントありがとうございました。らいね
んはゆめねこハートがいいです。サンタサンのすきなのみものはなんですか？てがみでおしえ
てください。さやかより

141

（熊本県 本田 沙也花・優花・愛花 6・4・2 才）

さんたさんへ♡ふゆになるとさむくなるけど さむいのにありがとう♡ねえねえ ようちえん
のせんせいがいってたんだけどね さんたんたさんってほんとうにのーともってるの。
（福岡県

142

仲田 百杏

6 才）

さんたさんへ お手がみありがとう。さんたさんはげんきですか。おしごと、つかれていま
すでしょう。みんなにおみやげをわたすのつかれるでしょう。いっかい、さんたさんにあいた
いとおもっています。ありがとう さんたさん

143

（福岡県

仲野 貴紗月

6 才）

さんたさんへ さんたさんおてがみありがとう。いつもごくろうさま。いつもたいへんでし
ょ？だっていつもたくさんのこどもにてがみやおもちゃをおくるからね。いつもおもちゃあり
がとうね さんたさん

（沖縄県

佐藤 心寧

6 才）

