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【７才の部】 

 

144 サンタさんはげんきですか？わたしはげんきです。わたしのかぞくは、いつもにこにこして

います。サンタさんにはかぞくがいるんですか？わたしはほっかいどうの中、千とせにすんで

います。わたしにはともだちがいっぱいいます。サンタさんにはともだちはいますか？サンタ

さん 今年もふしぎなプレゼントちょうだいね。 TSUSHIMA FUNA 

（北海道 対馬 楓菜 7 才） 

 

145 サンタサンへ♡ サンタサンからの、お手がみを、よんでわたしは、おもいました。一どでも、

サンタサンのすんでいる、フィンランドに、いきたいと、おもいました。でも、わたしは、サ

ンタサンが、ほんとに、いるって、いうのが、すごいです。らい年の、ふゆも、おもちゃづく

りを、がんばって、ください。 川いはるかより。          （福島県 川井 遥 7 才） 

 

146 サンタさん おげんきですか。ほのかは、とてもげんきです。ふゆのさむいときに、プレゼ

ントをくばるのはたいへんだとおもいますが がんばってくださいね。 

（秋田県 深井 帆乃香 7 才） 

 

147 サンタさん、かぜひかないでね。かぜひいたら、ほかのサンタさんがやることになるかもし

れないからね。もしいけなかったら、ほかのサンタさんがやったら朝になっちゃうかもしれな

いよ。がんばっているサンタさんへ こ太ろうより        （千葉県 春日 虎太郎 7 才） 

 

148 サンタさんへ 金澤優奈・陽奈より サンタさん、クリスマスイブにケーキをたべてくれて

ありがとうございます。ケーキは、おいしかったですか？ポストにはいってたてがみはほんと

うにありがとうございます。ケーキをたべて「ごちそうさまサンタ」というてがみをみてびっ

くりしました。一りん車とカプセルシールありがとうございます。 

（埼玉県 金澤 優奈・陽奈 7・5 才） 

 

149 サンタさんへ おてがみとってもうれしかったです。さいしょわサンタさんなんているわけ

ないとおもってたけど、ほんとにいるなんてびっくりしました。おてがみわきねんにしてとっ

てもだいじにとっておきます。Erika               （千葉県 門口 絵里加 7 才） 

 

150 サンタさんへ お手がみありがとう。クリスマスまでずーっとげんきだったよ！ 

みんなのおもちゃはこぶのたいへんだね！  



 らいねんも、たのしいおもちゃをもってきてね！みことより    （千葉県 小林 美琴 7 才） 

 

151 サンタさんへ お手がみありがとうございました。ピアノをがんばります。なので、サンタ

さんもおもちゃをとどけるのをがんばってください。メリークリスマス♡あゆより 

（千葉県 谷内 亜優 7 才） 

 

152 サンタさんへ おてがみありがとう。ともだちや、どうぶつたちにぜったいにやさしくしま

す。わたしは、サンタさんからの手がみがきたのがはじめてです。だからおとうともすごくよ

ろこんで、いました。ほんとに、おてがみをありがとう。      （千葉県 江口 菜月 7 才） 

 

153 サンタさんへ サンタさん「12 月 24 日」には子どもたちに、プレゼントをくばってくれ

て、ありがとうございます。こんどサンタさんにあたしからプレゼントします。なにかおたの

しみだよ。これからもよろしくおねがいします♡るうかとはくみより  （千葉県 大井 瑠華 7 才） 

 

154 フィンランドのサンタサンへ サンタサンおてがみありがとうございます。プレゼントたの

しみにまってます。らいねんもきてください。サンタサンはさむいなか、こどもたちにプレゼ

ントをまいとしまいとしこどもたちにプレゼントをあげてかぜをひかないでください。サンタ

サンにいつかあってみたいです。プレゼントまっています。りんかとひなかより。サンタサン

にこころをこめてメリークリスマス。サンタサンへ         （千葉県 和田 梨華 7 才） 

 

155 サンタさんへ おてがみありがとう♡学校にいってから かん字やけいさんができるようにな

りました！！えがすきです。HOSI MOMOKA           （栃木県 星 杏佳 7 才） 

 

156 サンタさんへ わたしはクリスマスのひがやってくるのがすごくたのしみです。すいえいや

ピアノ、よおくみてください。あたかいココアをよういしとくから。のんでください。ひろな

より。                             （栃木県 小嶋 紘奈 7 才） 

 

157 サンタさんへ きょ年のクリスマスはお手がみありがとうございました。わたしは、三がっ

きも、がんばっています。サンタさんは、サンタさんなりの、おしごとをがんばってください

ね。 たまきより                        （東京都 石川 珠希 7 才） 

 

158 サンタサンへ ぼくのすきなはなは[すみれ]だよ あとぼくは、うたをつくるのがだいすき

なんだよ、しょうらいのゆめは、ほいくしとケーキやさん と はなやさんだよ。でもね。かし

ゅもしょうらいのゆめかな。 でもぴーちゃん（ひかりちゃん）と やくそくしたんだ。ぴーち

ゃんとねうちゃんとささっちと ほりのうちひがしほいくえんでいっしょにすごしたのが い

ままででいちばんうれしかったことだよ。メリークリスマスがちかづいてきたね。 



（東京都 小林 明 7 才） 

 

159 ♡だいすきなさんたさんへ♡ ♪さんたさん、お手がみありがとう！さんたさんは、どうゆう

ふうにそらをとべるの？さんたさんは、いそがしいね！あゆは、さんたのことあいたいです。

さんたさん毎日（まいにち）プレゼントあげるのがんばってね！さんたさんのこといつでもま

ってます。さんたさん、できれば、サインほしいからかいてください。わたしは、さんたさん

にあいたいです。犬もかってます。あゆみ            （東京都 古賀 安弓美 7 才） 

 

160 サンタさんへ ちひろは、げん気です。サンタさんは、とうですか？22 日にわたしは、ス

キーに行きました。うさぎの足あとがいっぱいあったよ。      （東京都 小島 千宙 7 才） 

 

161 サンタサンへ すずかは学校を１かいもやすんでないんだよ。すずかは、すっごくげん気だ

よ。すずかのせん生は、やさしいんだよ。              （東京都 村上 風 7 才） 

 

162 サンタさんへ きょう学校でコンピューターしつでサンタさんのことを見たよ。サンタさん

お手がみありがとう。学校のみんなでほっきょくの絵をかいたよ。ツリーにかざってあるから

ね！！まどにほしいものをかいてはってあげるからかみにかいてあるものをちょうだいね。サ

ンタさん元気にしてね。メリークリスマス！れいんより       （東京都 谷澤 玲音 7 才） 

 

163 サンタさんへ サンタさんおてがみありがとう！うれしいよ！あのちびまるこちゃんていう

アニメがあるんだけど、それでね まるこちゃんがサンタさんからてがみをもらっていいなとお

もってたからサンタさんからてがみがきてすごくうれしかったです。うめづ じゅりより 

（東京都 梅津 樹利 7 才） 

 

164 サンタクロースのおじいさんお手紙ありがとう。あのね、じぶんが「ほんとうのサンタなん

かいないよな。」て思ったけどお母さんが「ほんとのサンタは、フィンランドにいるんだ。」

て、おしえてくれて、「うさぎの子ましろ」ていうお話の本があって、それはさいしょにもら

うところは「ほっきょく」だってわかったんです。もみの木はクリスマスツリーでコルバトゥ

ントゥリ山で切って、とってきて、かざるんだなとはじめてしって、ここにクリスマスツリー

の絵を書いてサンタのおじいさん子びとたちにも、みせてください。あと、プレゼントクリス

マスまい日くれてありがとう。サンタへ 七笑より         （東京都 鹿野 七笑 7 才） 

 

165 さんたさんへ クリスマスのプレゼントありがとう。2009 年１月 10 日 理咲は 12 月は

理咲のおたんじょうびなんだ。わたしは 12 月の２日なの。わたしは 12 月２日にいっぱいプ

レゼントがきたよ。あとわたしも学校ではいっぱいおともだちができて いっぱいおともだちと

あそんでいて わたしのおうちですごく大わらいしました。さんたさん大すき。山岡理咲より 



（東京都 山岡 理咲 7 才） 

 

166 フィンランドのサンタさんへ サンタさんは、どんなえがおをしているの？わたしは、サン

タさんのえがおがとても大すきです。サンタさんのおうちはどんなおうちですか？子どもは、

なん人ですか？おしえてください。サンタさんのえがおをかきます。りんより 

（東京都 本田 鈴 7 才） 

 

167 勉強をずっとして物理学者になって、実験をいっぱいします。たまには、休けいをしてスポ

ーツをします。                         （東京都 前田 芳郁 7 才） 

 

168 「サンタさんへ」12 月お手紙ありがとう。さんたさんのかぞくはようせいのトントさんと

さんたんさんのおくさんなんだね。わたしはさんたさんにおくさんがいるなんてはじめてしっ

たよ。さんたさんはふゆがはじまったら大いそがしだよね。ことしもがんばって、サンタさん

ことしのプレゼントたのしみにしてるね。ことしもみんなにあげるプレゼントをまちがえない

ってしんじてるからことしもがんばってね。みんなのためにかつやくしてね。ふゆになったら

サンタサンにメリークリスます、するからね。ようせいさんとおくさんにもよろしくっていっ

といてね。                          （神奈川県 山﨑 麻鈴 7 才） 

 

169 サンタさんへ 毎年プレゼントありがとう。サンタさん？さむい？こっちのほうはすんごく

さむいの！！マフラーとか、手ぶくろってはめているの？ななは,つけているよ。さむいけどが

んばってね。メリークリスマス！！                            （神奈川県 長谷川 奈々 7 才） 

 

170 サンタさんへ  おげんきですか？ひかるはげんきです。サンタさんのくにはたのしいです

か？ひかるは学校がたのしいです。学校でもすきな男の子ができたり、おともだちとなかやす

みやひるやすみにおにごっこをします。あと、わがままファッションをありがとうございます♡

もうすぐ二年生です。ひかるより                             （神奈川県  新井 優・光  7 才） 

 

171 サンタさんへ  きになっていましたが、どうしてよこすかしにはゆきがふんないんです

か？ゆきがつもって、ゆずかちゃんとあそびたいです。３＋３のこたえはサンタさんです。あ

いみより                                                    （神奈川県  田澤 愛海  7 才） 

 

172 さんたさんのくにではいそがしそうだね。わたしのくにではわたしはしゅくだいをがんばっ

ているよ。いつもゆうととけんかばっかするけど けんかをあんまりしないでがんばるよ。 へ

いせい 20 ねん 12／20 あゆか・ゆうと・ゆいなより       （神奈川県  酒井 彩佑香  7 才） 

 

173 サンタさんてがみだしてくれて、ありがとう。サマーレッタ、まってるよ。ともだちといっ



てくれて、ありがとう。いつか、きっと、サンタさんからのてがみがよめるようにがんばるよ。 

（長野県 伊藤 駿冶・徳紀 7・3 才） 

 

174 サンタさんへ☆24 日サンタさんのあしおとをきいちゃた。ごめんなさい。あと、サンタさ

んはなんさいですか。                                           （新潟県 樋口 和磨 7 才） 

 

175 サンタさんへ♡ プレゼントありがとう!!うれしかったよ!!サンタさんはなんにんいるの??ど

んなふうにせかいじゅうの子どもにプレゼントをあげているの?? ちさより♡ 

（長野県 丸山 千咲 7 才） 

 

176 ぼくは、さんたさんに７年かんプレぜんとをもらってきてとてもうれしいです。ぼくはぜっ

たいさんたさんがいるということをずっとおもっています。ぼくはさんたさんにあいたいです。 

（愛知県 飛鳥田 英二 7 才） 

 

177 サンタさんおてがみありがとう。ぼくははじめておてがみをもらったのでうれしかったです。

これからもともだちやどうぶつにやさしくするね。                （静岡県 大庭 誠之輔 7 才） 

 

178 サンタさんへ なつは、なにをしていますか。うみでおよげるんですか。サンタさんはなんで

ひげがながいんですか。なにいろがすきですか。大きより 

  サンタさんは何時に朝、おきているんですか？おもちゃはどうやって作っているんですか？

はるとより                                              （静岡県  平間 大喜・はると  7 才） 

 

179 サンタさんへ プレゼントありがとうね。わたし、サンタさん見たいな。サンタさんまたあそ

びにきてね。わたし、サンタさんとあそんでみたいな。サンタさんこれからパパママのいうこ

ときくから、あそびにきてね。わたし、じぶんの名前かんじでかけるようになったんだ、すご

いでしょ。わたし、おともだちいっぱいできたんだ。サンタさんいまなんさい。彩良より 

（愛知県  岡田 彩良  7 才） 

180 サンタさんへ クリスマスのときは、ほんとうにありがとうございます。ちょっと、しつもん

していいですか？①「どこにいってみんながほしいものをさがすんですか？」②「どうしてみ

んなのメッセージを見ることができるんですか？」③「どうやって、みんなにプレゼントをわ

たすんですか？」④「そりや、となかいは、あるんですか？いるんですか？」⑤「サンタさん

は、いっぱいいますか？」⑥「すくなくなってるものもサンタさんのフィンランドでもおんな

じなんですか？」⑦「フィンランドではほう石が見つからんですか？」これでしつもんはおわ

ります。これからもがんばってください。しおんより             （愛知県  水渓 心穏  7 才） 

 

181 サンタさんへ てがみがきてうれしかったよ。いいこにしてるからことしも、らい年もてが



みをだしてね。あとわたしのおかしはたべてくれましたか？たべてくれましたよね♡ことしのク

リスマスまってるよ。ひなより                                  （静岡県  大石 陽菜  7 才） 

 

182 さんたさんしごとをがんばってね。さんたさんにおねがいをしたのをたのしみにしてるね。 

（静岡県  野原 琉水・迅人  7・4 才） 

 

183 さんたくロースさんへ てがみありがとう。りくもおりこうさんにしているからね。いつも

いそがしくてほんとにたいへんだね♡からだにきをつけてね♡ことしもてがみまっているからね

☆てがみじょうずにかけてるよ♡中むらあすかより               （三重県  中村 明素華  7 才） 

 

184 サンタさん、わたしのおうちは、えんとつないけどどこからはいってくるんですか？で、わ

たしはサンタさんがだいだいだいのだいすきです。サンタさんもわたしがだいすきだとわたし

はこころのなかでおもっています。サンタさんはどうやって「このこはよいこだね」ってわか

るんですか？８がつにてがみをかいておくってください。サンタさん、えいごとひらがなとか

たかなもわかるならかんじもわかりますよね。                   （愛知県  永田 理紗  7 才） 

 

185 サンタさんへ  クリスマスの日はプレゼントがたのしみで２じぐらいにおきちゃったんだ

よ☆それで「おきたいおきたい」っていってたらパパに「うるさい」っておこられたよ。「エ

ーン」ってないてないけどねえ♡それでねて、朝におきてプレゼントを見てみたらポケモンのフ

ィギヤとポケモンのずかんがはいっていたよ♡めっちゃうれしいよー。ありがとうサンタさん、

大すきー。このかより                                         （三重県  長屋 木花  7 才） 

 

186 しんねんあけましておめでとう、サンタさん。4 人家ぞくから５人家ぞくになりました。ト

ナカイすごいきたいされてるね。もしぼくがいいこにしていたら、赤ちゃんのおしゃぶりと DS

がほしいな。元気にしてて下さい。                             （静岡県  平川 拓磨  7 才） 

 

187 サンタサンへ てがみ、ありがとうございます。うれしいです。いまは一年生だけどもうす

ぐ二年生です。学校もがんばっています。とってもうれしいことも四つあります。二年生にな

ってもうれしいことがあったら、てがみをかいておしえてあげますので、まっていてください。

まつだすずかより                                                （大阪府 松田 涼香 7 才） 

 

188 サンタさんへ きょ年お手がみありがとう。学校でこんなにかん字がかけるようになったよ。 

サンタさんはおくさんがつくったあったかいココアがすきなんだね。ひよりもおかあさんがつ

くったココアがすきだよ。 

  サンタさんとソリあそびできたらいいな。                       （大阪府 前田 ひより 7 才） 

 



189 サンタさんへ サンタさんはげんきですか。ぼくはげん気です。サンタさんは、オーロラが

すきですか。サンタさんの、コルバトントリ山は,大きいですか。サンタさんは、どうやってプ

レゼントをつくるんですか。 サンタさんへの手がみ 佳悟より       （兵庫県 大塩 佳悟 7 才） 

 

190 サンタクロースさんへ ふゆのあいだは、いそがしかったとおもいます。ふゆのあのさむさで、

だいじょうぶですか？かぜをひかないように気をつけてくださいね♡トナカイさんは、あたたか

いけでいいですね。げん気でいてください♡                        （大阪府  田中 愛  7 才） 

191 サンタさんへ  お手紙ありがとうございます。すごいながいでしたね。そのまえに、あいさ

つをわすれていました。こんにちは。わたしはてらうちあやねです！サンタさんもりっぱなサ

ンタさんになって、今年も来年もさ来年も、ずっとみんなのプレゼントくばりよろしくおねが

いします。                                                   （大阪府  寺内 絢音  7 才） 

 

192 サンタさんへ てがみありがとう。ことしももってきてね。サンタさん大すきだよ。学校がん

ばるから、プレゼントください。サンタさんいいこにしてるからぜったいきてね。わたし、お

にいちゃんとけんかしないようにするからきてね。サンタさん、きょうのあさなにたべた？く

だものでなにがすきですか。そしてだれがすきですか。みずなより  （兵庫県  藤本 瑞菜  7 才） 

 

193 さんたさんへ ふゆにお手がみありがとう。とても、うれしかったよ。ちゃんと、12 月 25

日に、プレゼントがまくらのよこにあったよ。ちゃんと、サンタさんはプレゼントをまちがえ

ないでとどけてくれたんだね。わたしはもうすぐ２年生。２年生になってもがんばるね。♡よぎ

しおりより♡                                                    （兵庫県  與儀 栞  7 才） 

 

194 サンタサン まいとしおもちゃをとどけてくれてありがとう。ぼくはサンタサンはおやだと

おもってたけど、ほんとにいるんだなーっておもったよ。   （京都府  醍醐 陽介・春奈  7・2 才） 

 

195 サンタさんへ。いつもありがとう。こんどはえがちがったよ。クリスマスツリーきれいだよ。

ラップランド北極圏さむそうだね。しゅうとより。                （京都府  本持 柊斗  7 才） 

 

196 プレゼントありがとう！！ぎゅうにゅうとクッキーはおいしかったですか？またらい年ね。

ピアノがんばるね。                                             （兵庫県  角井 愛  7 才） 

 

197 サンタさんへ  サンタさんおてがみくれてありがとう。はるなとあいなは、なかよしだよ。

はるなとあいなは、ママとパパのたからもの。はるなとあいなより 

（滋賀県  速水 悠那・愛那  7・4 才） 

 

198 サンタさんへ  サンタさんお手がみありがとう。まいとしごくろうさま。トナカイさんもご



くろうさまってゆっておいてね。サンタさんがおよめさんおるとは、しらなかったよ。ころか

らもよろしくね。ゆうかより。おしごとばんばってね。            （大阪府  加端 優華  7 才） 

 

199 サンタさんへ おてがみありがとう。わたしのすきなプレゼントはサンタさんにあうことで

す。まってるよ。                                                （愛媛県 木村 世鈴 7 才） 

 

200 サンタクロースさん、さむいふゆのなか、かぜをひかないようにいっぱいうんどうして下さ

いね。                                                           （山口県 本山 碧 7 才） 

 

201 サンタさんにおねがいがあります。とてもつらいおもいをするとおもいますが、せんそうの

こどもにふうりんでもいいからあげてくださいといつもおもっていました。 

  びょうきのこどもや、せんそうでくるしんでいるこどもにプレゼントをあげてください。サ

ンタさんのともだちのトントさんは、クリスマスのかざりつけですか。トントさんも、たいへ

んですね。トントさんてなんにんいるんですか？しりたいです。いなだはじめより 

（広島県 稲田 玄 7 才） 

 

202 Santaclaus  Thank  you  very  much.  I'm  glad  for  your  presents.  I  love  

you .  REO                                                  （山口県 永井 伶於 7 才） 

 

203 さんたさんへ さんたさんわおともだちがいるの？（   ）このかっこのなかにかいてね。

♡“さんたさんだいすき♡”☆”だいすき♡”さんたさんへ いちかより（高知県 岡田 一華 7 才） 

 

204 さんたさんおてがみとかわいいゆきだるま、ありがとうございます。さんたさんはどのよう

にせいかつしているのかふしぎです。またおてがみかいてください、ゆきだるまをだいじにだ

いじにあつかいます。さんたさんだいすき。岡村学志より 

さんたくろうす。めりくりすます。よいこのこどもたちへ。          （広島県 岡村 学志 7 才） 

 

205 フィンランドのサンタさんへ Wii ありがとう。クリスマスプレゼントがちゃんと、あったか

ら大よろこびしたよ。ところでサンタさん せかいじゅうの、子どもたちにあげるプレゼント

っておみせでかうの？それか そうこにあつめてるの？へんじまってるよ。Ｗii やくそくまもる

からね。 こうしより                                            （岡山県 中川 幸志 7 才） 

 

206 サンタサンへ サンタサンはどこえすんでいるの。サンタサンはたのしいとこへすんでいる 

それともこわいところえすんでいるの。サンタサンのなかまはとんとでしょ。 おさだあこよ

り                                                              （岡山県 長田 愛香 7 才） 

 



207 サンタクロースさんへ プレゼントたのしみにしてるよ。まいとしおつかれさま。 しつも

んです。サンタさんにこどもが、いるんですか？ みゆより           （広島県 泊野 美優 7 才） 

 

208 いい人にしか、プレゼントわたしませんか。 おとかより        （広島県 唐木田 乙華 7 才） 

 

209 サンタクロースさんへ ゲームありがとう♡ それとすごいね。みんなの、手がみをかくのな

んでそんなに手がみかけるの？真帆もつくって見るね♡ 平野真帆より （広島県 平野 真帆 7 才） 

 

210 サンタさんへ おてがみありがとう。いつかきっとあいたいです。 れなより 

（鳥取県 千秋 澪奈 7 才） 

 

211 サンタクロースさんへ サンタクロースさんおげんきですか、わたしはげんきです。サンタ

クロースさんおてがみやプレゼントみたいのありがとうございます。おくさんもおげんき？お

くさんとてもやさしそうですね？おそくなったとおもいますが、サンタクロースサンのかぞく

にメリ－クリスマス                                              （佐賀県 百武 歩美 7 才） 

 

212 サンタさんへ 毎年プレゼントありがとうございます。ほんとにほんとにありがとうござい

ます。 

  学校に行って友だちから「サンタさんなんていないよ。」って言われたってわたしサンタさ

んがいるってずーーーーーっとしんじています。わたしはサンタたちがいてくれてとってもう

れしいです♡ 

  これからもいいこのみんなに、プレゼントをとどけてくださいね♡ 

  かぜをひかないようにしてください。さくらこより              （福岡県 末松 さくらこ 7 才） 

 

213 サンタさんへ おてがみと、プレゼント、ありがとうございました。へんじがおそくなってご

めんなさい。たいせつなことをおしえてくれて、ありがとうございました。インターネットで

サンタさんのことをみてました。らい年もまた、げん気できてください。それではおげんきで。

いわ あつし                                                   （鹿児島県  岩 篤  7 才） 

 

214 サンタサンへ プレゼントありがとう。クッキーおいしかった！ことしのクリスマスもわく

わくするよ。りおより だいすき。                            （福岡県  宇都宮 里桜  7 才） 

 

215 サンタクロースへ  さんたさんはいつも、どうやってみんなのおうちにはいるの。ぼくだけ

にそっとおしえてください。そしてどうやってみんなのぷれぜんとをはこぶの おもくない

の？げんきより                                                （福岡県  松野 弦希  7 才） 

 



216 サンタさんへ  プレゼントありがとう。うれしかったです。わたしがバレエをしていたのを

しっていたのですか！本もバレエのえほんでした。どくしょをわたしがすきなのをしっていた

のですね。どこからみているのですか。こんどあいたいです。桜子  （大分県  松島 桜子  7 才） 

 

 

【８才の部】 

 

217 サンタさんへ いつもこどもたちにプレゼントありがとうございます。 

実は、私にもお兄ちゃんがいます。サンタさんからもらったプレゼントでクレープを、つくっ

てたべました。サンタさんのおかげでお兄ちゃんとすこしなかよくなれました。 

ありがとうございます！あおいより！                               （宮城県 成田 葵 8 才） 

 

218 フィンランドのサンタさんへ♡ プレゼントありがとうございます。らい年もよろしくおねが

いします。つかれただろうからゆっくり休んでくださいね。トナカイたちもゆっくり休ませて

あげてください。わたしは、サンタさんと友だちになりたいです。 千夏より 

（福島県 宗像 千夏 8 才） 

 

219 サンタサンへ♡ クリスマスプレゼントを大さんくれてありがとうございます。来年のクリス

マスプレゼントは、家族が幸せになれますようにだけでじゅうぶんです。サンタサンは、ラッ

プランドでみまもっていてください♡しんぱいしなくていいです。     （青森県 髙杉 志菜 8 才） 

 

220 サンタさんへ クリスマスのプレゼントありがとう。ぼくのうちは、すしやです。こんど、

たべにきてください。                                         （茨城県 大山 渉・開 8・3 才） 

 

221 サンタクロースさんへ 今年もごくろうさまでした。あなたにもらったマンガはとてもきに

いっています。サンタさん、いつかあなたがすんでるところへ、そりで空をとんでいかせてく

ださい。ぜったいですよ。ありがとうございました。しお田みおうより （群馬県 塩田 未桜 8 才） 

 

222 サンタさんへ わたしは、サンタさんからもらうプレゼントをクリスマスイブの日に、きめ

ました。それは、何かと言うと、シールときらりんのコロンセットでした。でも、ねる時に紙

をおいとくのをわすれてしました。だから朝おきたらないかと、思っておかあさんに「なかっ

た」と言ってしまいました。そしたら、おかあさんが「ぜったいあるよ」と言って、おかあさ

んと一しょに、見に、行ったら、あってかいだん上りおわったら、おねえちゃんも、クリスマ

スプレゼントをもっていました。よく見たら、ありました。中は、耳あてでミッキーの形でし

た。ほしかったのに、たのむのをわすれてました。だから、すっごくうれしかったです。サン



タさんありがとう。ゆうりより                                   （群馬県 遠藤 佑理 8 才） 

 

223 サンタさんへ さかあがりはまだできていませんががんばります。 

いつどこでわたしたちをみてるの？みのりより                     （埼玉県 岩井 みのり 8 才） 

 

224 サンタさんへ サンタさんプレゼントくれてありがとうございます。今は、わたしが、手紙

をかいています。でも、わたしが大きくなったら弟のだいきが手紙をかくようになります。わ

たしは、サンタさんに手紙をおくれなくなります。ごめんなさい。でも、弟が子どもになるま

でですからだいじょうぶです。                                 （埼玉県 工藤 愛結・大輝 8 才） 

 

225 サンタさんへ 来年もサンタさんがプレゼントをもってきてくれるのをまっています。かぜ

をひかないようにしてください。私は、三年生になっても、がんばります。萌花より・りほよ

り                                                        （千葉県 樋口 萌花・莉穂 8・6 才） 

 

226 サンタクロースのおじいさんへ わたしは、サンタさんからのプレゼントが楽しみです。 

毎年思います。いつもサンタさんのちかくにいるトントのお世話とか、プレゼントのよういを

するのをてつだいたいです。                                      （東京都 横山 初輝 8 才） 

 

227 サンタさんプレゼントありがとう。サンタさんはいっつもいそがしいんだね。サンタさんえ

んとつがなかったから手がみまどにはさんだんだね。サンタさんいそがしくてもがんばれ。 

（東京都 森下 早紀 8 才） 

 

228 お手紙とプレゼントありがとうございます。せかいじゅうの子どもたちがしあわせになれる

ようみまもってて下さい。                                        （東京都 垣内 珠実 8 才） 

 

229 サンタさんへ♡メリークリスマス！！…じゃなくて、ハッピーニューイヤー！！あけましてお

めでとうございます！ 

  12 月には、ステキないろえんぴつとスケッチブックなどありがとうございました！！！！

さっそく使っています！  

  サンタさんは何年ですか？わたしは、たつ年の２月３日うまれです。お母さんは、今年の年

つまり牛どしです！では！！よいお年を～！！                    （神奈川県 橋本 沙織 8 才） 

 

230 サンタさんへ。お手紙と、クレヨンありがとうございます。私はとてもうれしいんです。サ

ンタさんのおくさんムオリさんも、いそがしいし、犬のネックもいそがしいと思います。あと、

トントさんたちと、ペッテリトナカイもいそがしいですね。お家に、おいしいクッキーとか、

とっておきます。                                                  （山梨県 中島 愛 8 才） 



231 フィンランドのサンタさんへ お手紙ありがとうございました。ぼくはテニスをならってい

ます。サンタさんはテニスできますか？ぼくが上手なのは、ストロークです。かた手でうちま

す。トントたちはどんなようせいかきいてみたいです。のり大より 

（神奈川県  井上 典大  8 才） 

 

232 サンタさんへ  先日はお手紙をありがとうございました。フィンランドももう冬なんだと

思いました。オーロラがきれいと書いてあったのですが何回くらい見た事ありますか？プレゼ

ント待ってますね。沙貴より                                  （神奈川県  安藤 沙貴  8 才） 

 

233 サンタさんへ  ぼくは、サンタさんはどんだけのともだちにプレゼントをあげましたか。

毎年プレゼントをくれてどうもありがとうございます。なつにも手がみをください。本当にあ

りがとうございます。かつやより・りほより                （山梨県  石井 克弥・里歩  8・5 才） 

 

234 さんたさんへ  もかです。お手がみありがとう。ないしょにでんわばんごうおしえて。お

ねがい。またお手がみちょうだいね。ありがとうねー。もかより    （山梨県  大森 もか  8 才） 

 

235 サンタさん お元気ですか。もし、よかったら、トナカイさんにもプレゼントをあげてくだ

さい。けんとより                                           （神奈川県  佐々木 健人 8 才） 

 

236 サンタさんへ！お手紙ありがとうございます。ぜんぶ手紙読みました。手紙にかいてあった

こととはちがく、わたしたちのくにでは雪がぜんぜんふらずにざんねんです。でもサンタクロ

ースさんの手紙を読んだらいろんなことがわかりました。わたし、さいしょはサンタさんなん

かにいるんだなと思いました。ほんとにお手紙ありがとうございます。 （長野県 脇口 愛弓 8 才） 

 

237 サンタさんへ ことしはプレゼントはいらないので サンタさんといっしょにせかいじゅう

の子どもたちにプレゼントをあげる手つだいをしたいです。メリークリスマス 森下 実咲 

  サンタさんへ、ことしは、メリークリスマス。サンタさん、おてがみ、ありがとう。ことみ

は、サンタさんの、おてつだいしたいです。それに、サンタさんとかトナカイがくるのをたの

しみにしています。クリスマスツリーのてっぺんには、わたしがかいたおてがみがあります。

よんでください。クリスマス。ことみよ                       （長野県 森下 実咲・琴未 8･6 才） 

 

238 サンタさんへ 毎年、プレゼントを、もってきてくれて、ありがとう。夏は、何をしている

の？わたしは、海にいったり、プールへ行っています。一ど、サンタさんに会いたいです。♡

みなみ♡                                                       （福井県 上田 みなみ 8 才） 

 

239 サンタさんのひみつ教えて下さい！ 



サンタさんはいつもどんなことをしていますか？わたしはおえかきやゲームなどをしていま

す！そして、すきなたべものはなんですか？わたしはカレーライスとなっとうです！エヘヘ♡

わたしもサンタさんのひみつをもっとしりたいな！                  （愛知県 遠田 笑子 8 才） 

 

240 サンタさんへ 毎年、プレゼントをもってきてくれてありがとうございます。サンタさんは

どうやってプレゼントをふくろにいれるんですか。これからも、せかいじゅうの子どもたちに、

プレゼントをくばってしあわせにしてください。                  （愛知県 村原 加那子 8 才） 

 

241 サンタさんへ お手がみをありがとうございます。サンタさんは、おしごとたいへんですよ

ね。おくさんにごはんつくってもらって、おしごとをがんばってください。サンタさんがおし

えてくれた、なにかをわけたり、おともだちや、どうぶつにやさしくすること。それを、まも

って、楽しく、やさしくすごします。                              （静岡県 山下 夕月 8 才） 

 

242 サンタさんへ  いつもプレゼントありがとうございます。わたしはすご～くうれしいよ。

だって、おたんじょう日やいいことをした日でもない、そんな日にプレゼントなんて、めった

にないよ。ほんとにありがと。これからもよろしくね。なはより     （静岡県  鈴木 華  8 才） 

 

243 お手紙ありがとう！クリスマス用のもみのきがはやくみつかるといいね。せかいの人たちに、

プレゼントをとどけるのは、たいへんでしょ？わたしたちもてつだえる？一りでおるすばんを

していたときにきたから、うれしかったよ。のぶ子・あいなより 

（愛知県  木下 信子・あいな  8・6 才） 

 

244 サンタさんへ  お手紙とってもうれしかったです。わたしの家でも、クリスマスツリーなど、

クリスマスの用意をしています。サンタさんは、カギがしまっていてもあけられるってすごい

ね。「マホウ」みたいでかんげきです。サンタさん大好き♡メリークリスマス♡きさらより 

（三重県  辻 きさ来  8 才） 

 

245 サンタさんへ  クリスマスの時はいつもおせわになっています。毎年クリスマスのプレゼ

ントありりが１０！！サンタさんのところはいいですね。雪がふるんだってね。いいなぁ！わ

たしのところは雪がぜんぜんふらないんだよ。サンタさん、今どのクリスマスもよろしくね。

またプレゼントまってるからね！ぜったいにとどけてね。今ども楽しいメリークリスマスをむ

かえよう！！サンタさんもいっしょのメリークリスマスだよ。なるみ・はるみ・あやみより 

（静岡県  宮川 愛海・晴海・絢海  8・4・2・才） 

 

246 サンタさんへ  お手紙ありがとう♡うれしいよ。サンタさんからお手紙をもらうなんて思わ

なかったです。わたしは、４人家族です。１人目はお父さんです。お父さんはおそくまで仕事



をやってきます。２人目はお母さんです。いつもりょう理を作ってくれます。３人目は、妹の

ゆきです。ようち園にいつもかよっています。そして４人目はなつみです。小学校へ行ってい

て、もう３年生です。わたしは一度でもいいから、サンタさんに会えたらいいなと思っていま

す。なつみより                                                （愛知県  梅田 捺美  8 才） 

 

247 サンタさんへ  メリークリスマス、サンタさん。お手紙ありがとうございます。大きな子

たちはサンタをしんじないけど、私はしんじます。お仕事がんばってくだい。光より 

（静岡県  本杉 光  8 才） 

 

248 サンタさんへ メリークリスマス プレゼントと、手紙、ありがとう。りおも、だれかにや

さしくするということは、とてもだいじだとおもう。いいこと、やさしいことをすれば、心の

花がさく、しんじてるよ。りおは、サンタさんが、手紙をくれて、ビックリしました。だから、

へんじをかきます。サンタさん、やくそくしてください。まい年手紙をください。まい年へん

じかきます。それと、いつでも、手紙をかきたいとき、かけるように、メモに、サンタさんの

じゅうしょをかいて、らい年の、クリスマスイブに、プレゼントといっしょにもってきてくだ

さい。おねがいします。ありがとう。りおより                      （兵庫県 浜田 梨央 8 才） 

 

249 サンタさん、ほんとうにありがとう！トントたちは、かぜをひいていない？サンタさん、サ

ンタさんわたしだーいすき。これからも、人をたいせつにして、いつか、もっと人のやくにた

つよ！きっときっと おくさんのムオリさんによろしくね はるかより（兵庫県 島上 喜花 8 才） 

 

250 サンタサンへ きょねんもプレゼントありがとう！ほんとにうれしいよ！ 

サンタサンって、わたしの家には、えんとつがないしどあは、かぎがかかってはいれないでし

ょ。どうやってはいってるの？あと、手紙ありがとう！あやのより  （兵庫県 渡邊 あやの 8 才） 

 

251 フィンランドのサンタさんへ  手紙ありがとう♡ちゃんと読みました。私はほんとうにサンタ

さんがいるとしんじていてよかったです。だってほんとうにフィンランドにサンタさんがいる

からです♡24 日ぜったいにプレゼントちょうだいね。           （大阪府  藤原 麻友香  8 才） 

 

252 心をこめてメリークリスマス！！ 

サンタさんへ お手がみありがとうございます。町じゅうプレゼントをくばるの大へんですね。

がんばってください。わたしは、サンタさんはいると思います。大すきです♡なつき 

（大阪府  有芝 奈槻  8 才） 

 

253 サンタさんへ お手がみ、ありがとうございます。サンタさんは、いそがしそうですね。が

んばってください。おうえんしています。「ファイト」さむいのにありがとうございます。り



んかより                                                   （大阪府  下野 凜夏  8 才） 

 

254 サンタさんへ サンタさん大好き♡せかいじゅうのみんなに、いいプレゼントをおくってネ♡

サンタサンがほんとうにいるのをしんじています。ひなのより    （兵庫県  髙嶋 ひなの  8 才） 

 

255 サンタさんへ  クリスマスのお手紙をありがとうございました！とってもうれしかったで

す。毎年１２月になると、サンタさんからのクリスマスプレゼントが楽しみでまちきれません。

体に気をつけてがんばってください。今年もわくわくしながら、まっています。ゆうきより♡ 

（大阪府  天良 優希  8 才） 

 

256 サンタさんへ バットとボールありがとう。つかってるよ。ぼくは、けど、サッカーチーム

にはいっているんだ。とてもよわいチームなんだ。チームの名前はボンバーズ！名前はつよそ

うでしょ。サンタさん、かてるようにおうえんしてね。いまぼく、インフルエンザにかかって

いてがっこうやすんでいるよ。はやくなおりたいです。サンタさんもインフルエンザにきをつ

けてください。 わだりゅうたろう                           （兵庫県  和田 龍太郎  8 才） 

 

257 サンタさんへ  まい年プレゼントありがとうございます。時どき休んで下さいね！ぜひ、冬

じゃなくてもいいので来て下さい！おねがいします！かりんより    （兵庫県  竹村 香凜  8 才） 

 

258 サンタさんへ（お手紙がおそくなってすいません） 寒いのに毎年大きなプレゼント、ありが

とう。天体ぼう遠きょうをさっそくくみたてて、星を見ようとしましたが、星にあわせにくく

て、まだがんばって合わせているところです。お元気で。また今年もがんばって下さい。かっ

こいいのありがとう。                                         （京都府  髙橋 悠介  8 才） 

 

259 サンタさんへ  サンタさん、お手紙ありがとうございました。本当は、サンタさんはいない

と思いました。サンタさん、雪の中、さむくありませんか。かぜ、ひいてないですか。トント

たちも、サンタさんも元気ですか。ぼくは、元気で学校へ行ってます。長生きしてください。

（りゅうより）                                               （京都府  宮向井 隆  8 才） 

 

260 サンタさんへ  プレゼントありがとう。サンタさんは夏のふくはあるんですか。いつも赤い

ふくをきているのですか。                                       （滋賀県  北川 倫  8 才） 

 

261 サンタさんへ  わたしのためにいつも、プレゼントをとどけてくれてありがとうございます。

手がみをだしてないときも、おかしをいっぱいくれてありがとうございます。サンタさん大す

きですよ。いつもおてがみありがとうございます。はるかより     （大阪府  柳原 明加  8 才） 

 



262 サンタさんへ  サンタさん ことしのクリスマスプレゼントとってもうれしかったです。あ

りがとう。サンタさんはたぶんせかいじゅうのみんなにすかれていますよ♡フィンランドでもが

んばってことしもかつやくをいっぱいしてください。ありがとう。なみねより 

（大阪府  社納 波音  8 才） 

 

263 サンタクロースさまへ サンタさん 12 月のときプレゼントをありがとうございました。り

かからおりがみをプレゼントあげます。また 12 月きてください。ありがとうサンタさんりか

より                                                            （広島県 川村 梨華 8 才） 

 

264 さんたさんへ お手紙（てがみ）をありがとう。 さんたさん１年（いちねん）に１回（い

っかい）すごくつかれるしごとをしているからおうちにカイロをおいています。 どうぞもっ

てってください。 ぼくがほしいおもちゃは、ぶろっくのレゴのひこうきの 40ｃｍぐらいの

おもちゃです。 ほっかいろのつかいかたは、ふればあったかくなります。たぶん 12 時間（じ

かん）もつと思（おも）います。がんばってください。            （高知県 諸隈 健太郎 8 才） 

 

265 サンタさんへ 図書カードをありがとう！サンタさんのおくさんムオリさんは、ジンジャー

クッキをやくのが、とってもじょうずですね。クリスマスパイも、食べたいな。わたしは、ジ

ンジャークッキーのこなが、ほしいです。またジンジャーのこなをください。 玲菜（れな）

より                                                            （徳島県 山本 玲菜 8 才） 

 

266 サンタさんへ 毎年クリスマスの夜になると、わたしがおねがいしたプレゼントがとどいて

います。 わたしは、声に出していないのに、どうしてだとう？と毎年思っています？このな

ぞを、今年のクリスマスに考えてはっきりさせたいです。今年もプレゼントをよろしくおねが

いします。 ゆきのより 《サンタさんがんばれ》                （広島県 今岡 由起乃 8 才） 

 

267 サンタサンへ  サンタサンまい年プレゼントをくれてありがとうございます。クリスマス

になったらいつもいつも、うきうきしています。そう思うとたまにねむれなくなることもあり

ました。でも、サンタサンをしんじれば、すぐねむれるようになります。なのでサンタサンも

がんばってください。たのしみにしています。そのかわりに、わたしもがんばります。ふたり

いっしょにがんばりたいと思います。サンタサン、まいより          （大分県 砂子 麻依 8 才） 

 

268 サンタさんへ  毎年プレゼントをおくってくださってありがとうございます。わたしは、今、

小学校二年生です。四月から三年生になります。ところでサンタさんは、何才なんですか。夏

におくってくれるサマーカードで教えてください。まっています。サンタさんも体にきをつけ

て下さい。さかいまゆ                                           （長崎県  境 真由  8 才） 

 



269 サンタさんへ 北原さきより  フィンランドのみなさん、HELLO！！I am，Saki 

Kitahara！クリスマスプレゼントありがとう！！フィンランドに行ってみたいです。ぬりえを

もっていってくれたので、うれしかったです。いっぱい色をぬって下さい。また、プレゼント

下さい。                                                     （宮崎県  北原 早姫  8 才） 

 

270 フィンランドはゆきがふりましたか？サンタクロースは１びょうにすごい早さのうごきをす

るんですか。ここはぜんぜんゆきがふりません。ふったとしてもつもりません。 

（福岡県  大塚 紗輝衣・ともひと  8・5 才） 

 

271 サンタさんへ  今年もプレゼントまっているよ。ケーキ用意しているからね。 

（福岡県  隅田 健太  8 才） 

 

272 楽しくさせてくれてありがとう                                （福岡県  諸永 真凜  8 才） 

 

273 サンタクロースへ サンタサン、おてがみありがとう！！だけど、ぼくは、そのひおうちにい

ません。そのひはかごしまのほてるにいっています。だけどがんばってさがしてください。 

（鹿児島県  吉岡 けんたろう  8 才） 

 

274 サンタさんへ  おてつだいのようせいトントたちってほかになんのようせいがいるの？サン

タさんおつかれさま！！                                      （福岡県  田口 めぐみ  8 才） 

 

 


