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【9 才の部】 

 

275 サンタさん Wii ありがとうございます。25 日の朝、大はしゃぎで、「おちつけ。」と言われ

たけどうれしくておちつけませんでした。本当にうれしかったです。ありがとうございました。

滉輔は「うれしかった。」と言っていました。             （福島県 村上 俊輔・滉輔 9・4 才） 

 

276 サンタさんへ サンタさん、おさいほう道具をありがとう。マナはそれでうさぎの人形を作

ろうと思っているよ。マナがあげたサンタさんのお人形気に入った？大事にしてね♡サンタさん

は何才まできてくれるの？マナはサンタさんに会ってみたいよ。ずっと元気でいてね！マナよ

り                                                             （宮城県 鳴海 茉那 9 才） 

 

277 サンタさんへ 大すき わたしは☆サンタさんをしんじてるので☆なぜかって わたしは☆

よなかにサンタさんを見たんですから☆だから サンタさん大すきです♡ても☆早くクリスマ

スにしてください おねがいです                                  （北海道 黒澤 茉惟 9 才） 

 

278 サンタサンヘ お手紙ありがとう！ しつもんしていいですか！？ 

森のどう物たちの話しは聞こえるんですか！？サンタサンは、えいごもはなせるんですか！？

にほんごもはなせるんですか！？ たね                         （福島県 種橋 いづみ 9 才） 

 

279 サンタさんへ こんにちは、手紙を送ってくれてありがとうございました。手紙が来た時は、

うれしかったです。ぼくはサンタさんから手紙をもらうのははじめてです。ぼくは今サッカー

をがんばっています。パスをしながらゴールまでせめていくのが楽しいからです。サンタさん

のすきなスポーツは何ですか。教えて下さい。                      （千葉県 米谷 栄祐 9 才） 

 

280 （サンタさんへ）メリークリスマス サンタさんプレゼントありがとう。すごくうれしかっ

たよ。クリスマスのとき７時ぐらいにおきちゃったんだ。いつもは 8 時くらいなのに。つぎの

プレゼントたのしみにしてるね。クリスマスツリーのとなりにおいてあったクッキーと牛にゅ

うおいしかった？クリスマスの前に手がみとどいたよ。サンタさんのおくさんは、ジンジャー

クッキーとクリスマスパイをつくるのに大いそがしなんだってね。えみりも食べてみたいな。

えみりも、友だちや動物たちにやさしくしてあげることを、そしてそれがたいせつなことをお

ぼえておくね。えみりより                                       （埼玉県 横田 恵美里 9 才） 

 

281 サンタさんへ サンタさんの家には人は来ないんですか?ママが、きってがすごい！と言っ



ていました。それでどこからきってがとどくんですか？ 

 サンタさんだけがソリに乗って、プレゼントをとどけるんですか？それとも、サンタさんの

おくさんのムオリさんもいっしょにとどけるんですか？ 

あと、トナカイって何とういるんですか？ 

  空にはオーロラってとても寒いですよね？何でたえきれるんですか？いっぱいしつもんがあ

ります！これぜんぶ答えてくださ～い！おねがいします！私のおじいちゃんは知っています

か？じ～ちゃんとは会ったことがあるの～？私がサンタさんにおねがいしたプレゼントは、「お

いでよどうぶつの森の Wii」です！去年はプレゼントを２つもらいました！その時はうれしかっ

たです！ありがとうございました！お手紙もありがとうございました！楽しみにしてま～す 

友紀乃より                                                    （埼玉県 古賀 友紀乃 9 才） 

 

282 サンタさんへ 今ぼくは、学校でいろいろならっています。1 月で楽しかったのは、ひまわ

り会です。ぼくと他の人がやりました。その中でもいちばんたのしかったのは、おことのえん

そうでした。ヴァイオリンのがくふと全ぜんちがいました。漢字や記号を使ってかいてありま

した。楽しかったです。夏にお手紙ください。なおきより            （千葉県 佐藤 直樹 9 才） 

 

283 クリスマスはプレゼントをありがとうございます。 

こっちはあたたかいので、ちっとも雪がふりません。フィンランドはまだ銀世界ですか？夏休

みはサンタさんはどこで何をしているのですか？                   （東京都 中里 遼平 9 才） 

 

284 サンタさんへ  私のほしい物をくださってどうもありがとうございます。ムオリさんのジ

ンジャークッキーとクリスマスパイたべてみたいです！！            （東京都 中村 彩音 9 才） 

 

285 サンタさんへ クッキー食べてくれてありがとう！ 

学校に行ってお勉強やなわとびやぞう形をがんばります。 

あとにがての日記もがんばりたいです。今年の目ひょうは読書をして本をできたら 100 さつ

読めるといいなと思います。                                    （東京都 篠崎 由梨奈 9 才） 

 

286 サンタさんへ いつも、私はサンタさんがいるととても幸せです！夢がかなうから。サンタ

さんはどんな生活を楽しんでいますか？私は家でのんびり、まったりすごすのが私の中での楽

しみです！バランスボールでストレッチしたりピアノをひいて楽しんだり・・・。いつもがと

ても楽しいです。                                               （東京都 神﨑 未羽 9 才） 

 

287 サンタさんへ サンタさんこんにちは、クリスマスには手紙ありがとうございました。サン

タさんにビックニュースがあります。２月 13 日にわたしが前からほしかった犬がわたしの家

にやって来ました。名前は「さくら」にしました。2 ヶ月の女の子の子犬です。とてもかわい



いです。わたしは４月から小学４年生です。今年のクリスマスもサンタさんからのプレゼント

を楽しみにしています。よろしくおねがいします。あみのなつみより （東京都 網野 奈津美 9 才） 

 

288 サンタさんへ 一年に一度にきてくれてありがとうございます！12 月がくると毎日が楽し

みで、はしゃいでます。サンタさんは何でまりのほしいプレゼントがわかるんですか？サンタ

さんはもしかして、まりの心にいるんですか？一年に一度きてくれてありがとうございます。

いまいまりなより                                             （神奈川県 今井 満里奈 9 才） 

 

289 あけましておめでとうございます。コンセントにはりがねをつっこんでばくはつさせたのに

プレゼントをもってきてくれてありがとうございました。プレゼントがきた時はとてもうれし

かったです。やったー                                          （神奈川県 前田 蒼平 9 才） 

 

290 サンタさんお手紙ありがとう。オーロラは何色ですか？フィンランドはとっても寒そうです

ね。また、クリスマスになったらお手紙下さい。さがみ原市は雪がふらなくてざんねんです。

サンタさんの所はふっていますか？                      （神奈川県  生井 雄大・陽香  9・1 才） 

 

291 サンタさんへ 12 月 24 日の夜にプレゼントをとどけてくれてどうもありがとうございま

した。今年もトナカイといっしょに JAPAN に来てください。宮原杏奈より 

（神奈川県  宮原 杏奈  9 才） 

 

292 サンタサンへ  サンタサン、サイン「ありがとうございました。」うれしかったです。サ

ンタサンプレゼント「ありがとうございました。」あさになったら、すぐにプレゼントをあけ

て、やりかたをみながらやってみました。とてもたのしかったです。 

（神奈川県  青田 涼那  9 才） 

 

293 フィンランドのサンタさんへ  ぼくは、毎日お母さんのおてつだいをしているのでクリス

マスプレゼントをください。４年 多和田 樹より         （神奈川県  多和田 樹・篤  9・7 才） 

 

294 サンタさんへ  おてがみをありがとうございます。まいとしがんばってくれてありがとう

ございます。らいねんもがんばってください。クリスマスがきたらたいへんだとおもいます。

クリスマスにはようせいとがんばってプレゼントをくばってくれてありがとうございます。ダ

ニエルス・ジェシーより                                  （神奈川県  DANIELS JESSE  9 才） 

 

295 A HAPPY NEW YEAR 2009 

クリスマスプレゼントありがとうございます。新しい年、なにしていますか？日本の小学校は

冬休みです。学校が始まったら、友だちとたくさん遊んだり、おべん強をがんばります。また



クリスマスにサンタさんからのお手紙楽しみにしています。サンタさんへ 土屋リアンより  

                              （山梨県  土屋 リアン  9 才） 

 

296 一りん車ありがとう。大事につかってるよ！ 

一りん車に乗れなかったけどサンタさんがクリスマスプレゼントにくれたから、家でたくさん

れん習したからのれるようになったよ！ 

若菜といっしょに家でメリーゴーランドをやってるよ☆              （神奈川県 内野 楓 9 才） 

 

297 サンタさんへ クリスマスのときに、すてきな、すずと、お手紙、ありがとうございます。

おねえちゃんは、サンタをしんじていなかったから、プレゼントが、こなかったから、ことし

は、しんじるといっていたので、おねえちゃんに、プレゼントを、くばってください。 

（富山県 吉山 寧々 9 才） 

 

298 サンタさんへ わたしたち姉弟の手がみがおくれてすいません。あとわたしたちがきぼうし

ていたクリスマスプレゼントをくださって、ありがとうございます。わたしは、まい年サンタ

さんがくれるプレゼントをだいじにしています。ほんとうにありがとうございます。 

（静岡県 松本 更紗 9 才） 

 

299 サンタさん、プレゼントありがとう。ようせいトントさんたちも元気で、いますか。みんな

でなかよく、くらしていてください。あと、お手がみありがとうございました。これから、こ

まっていた友だちをなぐさめます。動物にもやさしくします。村松ゆうより 

（静岡県 村松 優 9 才） 

 

300 メリークリスマス、サンタサン。わたしが一番びっくりしたのは、クリスマスの時のカード

のさい後の文字に、今年もいいこにしていたね。という所は、きっとサンタサンが見ているん

だな。と思いました。おさきに メリークリスマス                   （静岡県 大見 空 9 才） 

 

301 サンタさんへ  今、ピアノをやっていてけっこうピアノがじょうたつしました。とてもう

れしいです。だから、サンタさんもピアノをひいてください。たのしいよ！さきより 

（静岡県  吉澤 紗妃  9 才） 

    

302 サンタさんへ サンタさんがかぜをひいたら（ほっきょくだから）だれか、「ほけつ」がい

るんですか？ 

  サンタさんのしそんのだれか死んじゃったらどうするんですか？これからも「げんき」でネ♡ 

（静岡県 菊地 美妃 9 才） 

 



303 サンタさんへ  もう４年生、べんきょうもむずかしくなっていって、どんどんせいちょう

してるかんじがしました。３年生の２がっきから算数がすきになりました。もちろん、サンタ

さんもすきだよ！！                                            （静岡県  川辺 南海  9 才） 

 

304 サンタさんへ  寒い日がつづきますがお元気ですか？わたしはとってもとっても元気で

す。今度、学習発表会があります。わたしは Tomorrow という曲をピアノでひきます。きん

ちょうするけれど、とっても楽しみです。お手紙ありがとうございました。わたしは水色が大

すきです♡                                                   （静岡県  伊原 安莉菜  9 才） 

 

305 サンタサンんへ 2009 年２月 まいとしクリスマスプレゼントありがとう。これからもプ

レゼントをください。サンタサンはどこから家の中に入るのかな？サンタサンは何に乗ってく

るの？サンタサンはとってもすごいね。サンタサンはふだんはなにをしているの？これからも

サンタサンへてがみをかこう。じゃあ、こ年のクリスマスにぎゅうにゅう（ミルク）とクッキ

ーをよういしてまってるよ。じゃあね。こまつつばさ             （静岡県  小松 飛翔  9 才） 

 

306 サンタさんへ サンタさんすばらしいお手紙ありがとうございました。サンタさんもおくさ

んも学校のテストのようにいそがしいんですね。 

  そとも、とてもさむくなってきたので、かぜをひかないようにしてあったかくしてねて下さ

いね。トナカイさんもおくさんのムオリさんも元気に仕事ができるようすごして下さい。 

（大阪府 龍里 澪奈 9 才） 

 

 

 

 

 

 

307 サンタさんお手紙ＡＲＩGATOU さやはフィンランド語が、かけないから日本語でかくね。 

おくさんのムオリさんとトントたちと仲よくしてね。さやもべんきょう、空手、バレエ、ピア

ノ、ことがんばるよ                                            （大阪府 永井口 紗野 9 才) 

 

308 ＳＡＮＴＡさんへ 2008 年のクリスマスもプレゼントを置いてくれて、ありがとうござい

ます。 

  サンタさんにお願いがあります。サンタさんのじきひつサインがほしいです！無理かもしれ

ませんが、お願いします！！ 

  聞きたいことがあります。私は団地にすんでいるから、サンタさんはどこから入ってくるん

ですか？もう一つあります。サンタさんは約 1600 歳と聞いたのですが、どうしてそこまで長

生きできるんですか？ 無理だったらいいですけどお返事下さい！！（できたら） 

（大阪府 米田 明音 9 才） 

 

309 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。今年も大いそがしですね。

フィンランドから日本まで来るのはたいへんですか？お友だちやどうぶつたちにやさしくして



あげることは大切だと思いました。ほんとうにありがとうございました。あいりより 

フィンランドのサンタさんへ おてがみありがとう そうまより  （奈良県 谷 愛理・壮真 9・5 才） 

 

310 サンタさんへ メリークリスマス 手紙ありがとね♡毎年、寒い、いそがしい中、プレゼント

ありがとね♡サンタさんは、いつもいそがしいね♡ずっと友だちだよ。学校がんばるからサンタ

さんもがんばってね♡明日マラソンがんばります。いっしょうけんめい走るから見ていてね。ゆ

うとより                                                      （兵庫県  藤本 有登  9 才） 

 

311 サンタさんへ サンタさんお手紙とプレゼントをありがとう。今年はもらえないと思ってい

たけれど、もらえてよかったです。本当によかったです。またプレゼントをください。いこま

ゆうかより                                                  （京都府  生駒 優佳  9 才） 

 

312 サンタさんへ サンタさんはクリスマスの時、げんかんのくつ箱の上においてあった手紙を読

んでくれましたか？わたし、なんだか自分でも自分がわがままだなと思っています。またお手

紙を書きますね。みほより                                     （大阪府  田中 美帆  9 才） 

 

313 サンタさんへ 世界じゅうの子供たちに、プレゼントを送るのは大変ですね。ぼくはサンタさ

んはとても優しい人だと想っています。ムオリさんのジンジャークッキーとクリスマスパイを

食べたいです。サンタさん、がんばってくださいね。             （大阪府  水澤 大秋  9 才） 

 

314 サンタクロース様へ お手紙、ありがとうございました。わたしは高槻市の○○小学校の四年

のくわ田実幸です。オーロラはきれいでしたか？日本ではオーロラが見えないので見たいです。

クリスマスにプレゼントをくばるので大変だと思いますが、かぜをひかないようにしてくださ

い。来年も、友だちと仲よくします。来年もがんばってください。くわ田実幸より 

（大阪府  桑田 実幸  9 才） 

 

315 サンタさんへ 元気ですか？手紙ありがとう！うれしかったよ！12／25 はイエス様が生ま

れた日ですね。私は 10 月 16 日で９才になったよ。サンタさんはたん生日いつですか？おし

えて下さい。今私はかぜをひいています。早くなおしたいです。クリスマスプレゼントのロウ

ソクたて、ものすごくキラキラしてキレイだったよ。うれしかったよ。ものすごく金がいっぱ

いだったよ。でもくみ立て方が分からなかったよ。おしえて下さい。おねがいします。プレゼ

ントありがとう！メリークリスマス！なおみより               （和歌山県  濱本 尚実  9 才） 

 

316 サンタさんへ。プレゼントありがとう。今年もよろしくね。みきこ 

 プレゼントありがとう。ひまなひがあったらあそびにきてね。はるになったら２ねんせい！

なほ子                                            （兵庫県  杉本 美祈子・夏穂子  9・7 才） 



 

317 メッセージ サンタさん 12 月のあいだにできれば来てください。プレゼントはなんでもい

いです。おかあさんはサンタさんはいそがしいからこれないって言っているけどぼくはたのし

みにまっています。                                           （大阪府  西元 佑紀  9 才） 

 

318 サンタさんへ お手紙ありがとうございました。楽しいクリスマスがむかえられました。今

年のクリスマスもおうちに来てください。紗帆里より             （大阪府  山本 紗帆里  9 才） 

 

319 Dear サンタさん サンタさん、わたしもあの森に行ってみたいな～。犬のネックは、なん

というしゅるいの犬？おくさんのやいたジンジャークッキーと、クリスマスパイは、とっても

おいしいんだろうな。わたしも、友だちや、どうぶつたちにもっともっとやさしくしたいな～。

サンタさん、クリスマスプレゼントは、サンタさんにおまかせだからね！ことこより となか

いさんもがんばれ                                              （愛媛県 水本 胡杜子 9 才） 

 

320 サンタさん、お手紙ありがとう！サンタさんは元気？私は元気！私、前に絵本で読んだけど

「サンタさんはたくさんいて、プレゼントの木をうえます。」って書いてあったけど本当？今

度の手紙で教えてね。あと、プレゼントは何才までもらえるの？これも教えてね。 

（愛媛県 鎌田 悠里 9 才） 

 

321 サンタさんへ 毎年みんなにクリスマスプレゼントをわたすのごくろうさま！ゆめをかなえ

てくれてありがとう。《ファイト一発》 小川実空（みく） 大智（だいち）より 

（岡山県 小川 実空・大智 9・5 才） 

 

322 サンタクロースさんへ 手紙よみました。日本語じょうずですね!! たいへんでしょうが学校

のみんなもたのしみで、早く、早くと言っています。 こんど、○○小学校にもきてください。

みんながよろこびます。 からだをこわさないように、きをつけてください。 

（島根県 西尾 正弥・郁弥 9 才） 

 

323 ぼくは、サンタクロースにプレゼントをもらってそうとううれしかったです。また一年せい

になってもまたプレゼントをください。かわのりょうより 

  ぼくの友だちにさんた君がいます。その人のあだなが「サンタクロス」と言います。河野裕

一郎より                                                  （大分県 河野 裕一郎・亮 9・6 才） 

 

324 サンタさんへ  ぼくは元気でちゃんといい子にしています。ぼくがもらったサンタさんから

のおもちゃや本はねだんや会社の名前がついていました。こんどはサンタさんが作ったのをく

ださい。いぶきより                                             （長崎県  松下 伊吹  9 才） 



 

325 サンタさんへ  お手紙ありがとう。サンタさん大へんなのにくれてありがとう。サンタさん

大すき♡サンタさんげんきでね 

  犬のネック おくさん ようせいたちも元気ですごすように♡しおりは元気だよ  しおり

より  しおりは元気だよ！！                                  （福岡県  髙山 史織  9 才） 

 

326 サンタ様へ  毎年、プレゼントを送ってくださってありがとうございます。オーストラリア

などは、夏がクリスマスで、サンタさんたちは、長そで、長ズボンを着ていて暑そうですね。

これからも、よろしくお願いします。頑張って下さい！          （鹿児島県  坂元 涼夏  9 才） 

 

 

【10 才の部】 

 

327 サンタさんへ 初めまして。やっぱりクリスマスの夜は忙しいのですね。それなのに、いつ

も私に 10 こ以上プレゼントをくれてありがとうございます。サンタさんってけっこんしてい

たのですか！？すごいですね！ムオリさんも色々つくれるのですね。クリスマスツリーの木は

いつもさがしにいくのですか！？とても寒そうです。私もオーロラが見てみたいなぁ。とても

カラフルできれいなのですよね！ 

  サンタさんは毎年クリスマス・イブに世界中の子供達にプレゼントを配っているのですね。

初めてお手紙をくれて嬉しかったです。ありがとうございます。 

  忙しいけれど、これからもがんばって下さい。サンタさん、大好きです！メリークリスマス！

えれなより                                                   （北海道 長尾 笑麗奈 10 才） 

 

328 サンタさん、お手紙ありがとう。英語が読めなくてパパのお仕事先の先生に教えてもらったん

だ。 

  ママなんかサンタさんが結婚していた事にびっくりしていたョ。（ぼくも）元気にすごして

下さい。ぼくは毎日、野球がんばってるョ！！（おへんじ日本語だとうれしいな） 

（茨城県 関根 一磨 10 才） 

 

329 Dear  Santa  Claus, Hello! I'm  Shuto. I'm  10years  old.  I  passed  the  test  

in English, Eiken  5th  grade.  I  want  to  study  English  more  and  more.  

Because  I  want  to  write  letters  for  you  in  English  more  longer.  I  

want to  study  to  be  a  scientist.  Please  take  good  care  of  yourself.  See 

you!  from  Shuto  Ebara                                    （群馬県 江原 秀門 10 才） 

 



330 サンタさんへ サンタさん、お手紙ありがとうございます！ 

わたしは、サンタさんから手紙がくるたびに、自分ではおさえきれないくらいこうふんしてし

まいます。また来年もお手紙ください！ みなかより              （東京都 渡部 みなか 10 才） 

 

331 サンタさんへ、私は、冬がなんだか好きになりました。手紙を読みました。とてもすてきな

お話しです！そんなのが、私にもおとずれるといいな～！ 

  ここでサンタさんにしつ問をしたいのですが、よろしいですか？？ 

1.なぜ、サンタさんは、一人なのですか？ 

2.サンタさんは、神？ようせいですか？ 

３.サンタさんの名前を教えてください。（みんなにはおしえません！！） 

４．サンタさんは（おや）ですか？？ 

プレゼントかならずわすれないで                                 （東京都 佐藤 里菜 10 才） 

 

332 サンタクロースへ ぼくは、今、冬休みです。３学期になったら、ぼくは理科を、がんばり

ます。じっけんを、いっぱいします。サンタクロースさんも、何か、がんばってください。ま

た、てがみを書きます。サンタクロースさんもてがみを書いてください。まってます。あと、

かぜをひかないように。しゅんきより                             （東京都 江川 竣貴 10 才） 

 

333 サンタさんへ お手紙ありがとうございました。サンタさんからもらったお手紙は大切にし

ます。サンタさんからのお手紙は初めてです。本当にありがとうございます。サンタさんは世

界中の子ども達にプレゼントをあげるので、クリスマスは大へんですね。サンタさんは、寒い

国にすんでいるんですね。寒いと大変ですよね。私もソフトボールの練習を土手というところ

でやっているので、寒い気もちがわかります。今年で私は 10 年の人生で、10 回目のクリス

マスです。最高なクリスマスにしたいです。サンタさん、来年のクリスマスまでお元気で。ま

お                                                             （東京都 東谷 真緒 10 才） 

 

334 サンタさんのうつっているテレビ見たよ！ちゃんとサンタクロースメインポストオフィスっ

てかいてあったしね！サンタさんってほんとうにすごい人なんだね！あとサンタさんにしつも

んしていいかな？オーストラリアの方では、サンタさんはサーフィンしてプレゼントをとどけ

てるの？まえからきになっていたんだ！！！ 

  じゃあこんかいはこれで終わりとしましょう。じゃあまたお手紙で、メリークリスマス！ Ｆ

ＯＲ ＹＯＵ 香央里より                                   （神奈川県 蓮沼 香央里 10 才） 

 

335 わたしは、良い子でしたか？ 

たった今、わたしにとって世界一かわいい金魚の林花（りんばな）ちゃんが亡くなってしまい

ました。この子を、どうぞ天国まで連れて行って下さい。お願いいたします。 



そして、サンタさんは良いお年をおくって下さい。 

  来年は、サンタさんがおっしゃったように、動物や友達を今まで以上に大切にしたいと思い

ます。香宗我部一実より                                    （神奈川県 香宗我部 一実 10 才） 

 

336 お手紙ありがとうございました。サンタクロースさんの手紙を見て、とてもにぎあかなんだ

なと思いました。 

  今年も私の所には、プレゼントがとどきました。とてもうれしかったです。 

  サンタさんはカギのしまった家にでもプレゼントをとどけてくれるなんてマジックのように

思います。しかも、私のほしいプレゼントをとどけてくれるのは、本当にすごいですね！！ 

私は、サンタさんがいつもどこかで見ているように思えます。いつもありがとうございます。

私はサンタさんにあってみたいです。                             （新潟県 畠山 佳奈 10 才） 

 

337 サンタさんへ お手紙を出すのを遅くなって２月の下旬ごろになってからですみません。去

年あげたおかしは、おいしかったですか。今年もあげます。バレンタインでは、チョコをもら

いましたか？ぼくは、いっぱいもらいました。しごととかなんでもがんばってください。  

←去年しんでしまったこねこですなまえはミルクです ミルクは酒やさんのまえでひろいまし

た。 ←このねこはミルクがしんでからひろったこねこです。このこねこはまだなまえがない

のでいいなまえがあったらおしえてください                      （新潟県 蓮池 智哉 10 才） 

 

338 サンタさんへ♡毎年プレゼントをくれてありがとう。クリスマスがまちどおしくて 12 月にな

ると「あと○日、あと○日」と言ってしまいます。サンタさん、サンタさんを一回でもゆめで

もいいからみてみたいです。これからもプレゼントよろしくおねがいします。くるみより 

（岐阜県 河崎 くるみ 10 才） 

 

339 できれば私をサンタさんにプレゼントくばり係ににんめいしてほしいです。 

（三重県 岡本 香織 10 才） 

 

340 サンタさんへ  日本の北の方では、もう雪がふっています。フィンランドでは、雪がふっ

ていますか？わたしは毎年クリスマスをたのしみにしています。学校ですきなきせつは？とき

かれたら、かならず冬とこたえます。サンタさんが大すきだからです。今年もプレゼントをま

っいます。よろしくおねがいします。                           （静岡県  野口 絢加  10 才） 

 

341 サンタさんへ  サンタさん手紙ありがとうございました。サンタさんは、どうやって家の

中に入ってきてるんですか。どうやってまくらのちかくまでプレゼントをおくるんですか。た

いがより 

  サンタさんへ  サンタさんありがとうございました。わたしは、びっくりしました。でも、



ほんとうにじいちゃんとお友だちなんですか？あすかより 

  サンタさんへ  サンタさん手紙ありがとうございました。れおより 

（静岡県  太田 たいが・あすか・れお  10 才） 

 

342 サンタさんへ  メリークリスマス。お手がみありがとう。これからはピアノをがんばりた

いと思います。もらった手がみでサンタさんは本当にいると思いました。まえまでは、テレビ

で生ほうそうを見て本当にいると思ったけど、うそかなぁともおもっていたけど、手がみがき

たので本当の本当にいると思いました。加菜 

  サンタさんへ  メリークリスマス。ぼくがいまほしいものは DS！です。しっているかも

しれないけど、どうしてもほしくてほしくてたまらないんだよ。だからおねがいします。かん

字をいまがんばっています。どうかポケットモンスタープラチナも DS！といっしょにくださ

い。おねがいします。どうかおねがいします。大すけより   （静岡県  宮城 加菜・大祐  10・9 才） 

 

343 サンタさんへ  お手紙、クレヨン、かわいいポストカードありがとうございます。クレヨ

ンはとてもきれいなので大切にしたいと思いました。ポストカードは、とてもかわいいので自

分のへやにかざってあります。愛をこめて、しおり                （愛知県  小川 栞  10 才） 

 

344 サンタさんへ  お手紙ありがとう！！サンタさんのおくさんムオリさんも大変だね♡サン

タさんが来るのフィンランドのきっては、かわいいね。ゆきがふるといいね。まってるよ～。 

（愛知県  古橋 星七  10 才） 

 

345 サンタさん、私は今まで遊び物とかばかりたのんでいたけれど、じつは本とかマンガもすご

く好きなので、クリスマスプレゼント、すごく気に入りました。本、ありがとうございました。

今年もサイコーのクリスマスでした。ゆみより                  （岐阜県  後藤 祐美  10 才） 

 

346 サンタさんへ  プレゼントありがとうございます。妹もよろこんでいました。フィンラン

ドは寒いので、お体にごきをつけください。お手紙ありがとうございました。私のお母さんと

一緒に読ませていただきました。お母さんは「スゴイね」と言っていたので、私もおどろきま

した。でも、うれしかったです。ありがとうございました。また今年にもお手紙を出来たらお

くってください。種蔵和希・桜より                        （岐阜県  種蔵 和希・桜  10・1 才） 

 

347 サンタさんへ  今年は手紙をくれてありがとうございました。いそがしいなかありがとう。

冬はさむいけどお仕事をガンバってくれたんですね。よいお年を by かやの 

  サンタさんへ  お手紙ありがとうございます。おしごとがんばってください。By わかな 

（愛知県  石橋 佳也乃・わかな  10 才） 

 



348 サンタさんへ 12 月 25 日にまくらもとにプレゼントがあってうれしかったよ。 

（兵庫県 與儀 大河 10 才） 

 

349  毎年毎年プレゼントをありがとう。これからも兄弟なかよくするので、またクリスマスの日

にプレゼントをください。メリークリスマス クレパスありがとう！！ 

（大阪府 宍戸 雅治・克彦・文彦 10・8・1 才） 

 

350 サンタさんへ  お手紙をくれてありがとう。サンタさんのところもいそがしいの？うちもひ

っこしたばかりだからいそがしいよ。サンタさんにおくさんがいるなんてしらなかったな～！

サンタさんは寒い？かぜひかないようにね♡サンタさん、外国にいるのによくゆかりがテニスし

てるってわかったね。わたしの妹はよくねつをだしてたいへん！プレゼント用意できた？楽し

みにしてまってるよ！！メリークリスマス がんばってね♡ ゆかりより 

（大阪府  さとう ゆかり  10 才） 

 

351 サンタさんへ  こんにちは。クリスマスカードありがとうございました！！わたしは、今、

じょうばにいっています。トナカイさんは大きいですか？うまは、とても大きくてかわいいで

す。うまはなつはきらいですが、トナカイさんはどうですか？サマーカード、楽しみにしてま

す♡                                                         （兵庫県  土井 愛子  10 才） 

 

352 サンタさんから手紙がとどいてとてもおどろきました。みんな（家族）でサンタさんからの

手紙をあけてみました。そしたら全部英語で書いてあったのでお父さんによんでもらいました。

でもあまりきっちりとはよめなかったです。サンタさんからの手紙はクリスマスツリーをさが

しにいったお手紙というのはわかりました。私は雪がいっぱいでうらやましいです。らいねん

もよろしくお願いします。さつき 

  サンタさんてがみありがとうございました。らいねんもまたよろしくおねがいします。サン

タさんだいすきです。てがみとってもよかったよ。えいごすごいね。えいごじん？（日本ご・

えいご）ポストにはいっててびっくりしたよ！わぁっておもったよ。ゆうき 

（大阪府  嘉名 沙月・侑希  10・7 才） 

 

353 お手紙ありがとうございました。私は冬休みになって、雪がつもったら友達といっしょにソ

リ遊びをしま～す！勉強がんばろうとおもいます。サンタさんはひげそらないんですか？プレ

ゼント ARIGATO 

  サンタさんプレゼントありがとうございます。サンタさんのトナカイには１とう１とう名前

があるんですか？プレゼントをくばっているのはだれなんですか？何人くらいようせいはいる

んですか。トナカイは、なんとういるんですか。             （京都府  志水 諒佳・想  10・8 才） 

 



354 サンタさんへ  お手紙ありがとうございました。きれいな絵がかいてあったので、よけいに

うれしかったです。来年も、夏にお手紙が送っていただけるのを楽しみにしています。それで

は、サンタさんも、お元気で楽しいクリスマスをお過ごしください。 

2008 年 12 月 22 日つばさより                              （兵庫県  末正 翼佐  10 才） 

 

355 サンタさんへ  毎年、クリスマスプレゼントをくれてありがとう！！いつも、サンタさんか

らプレゼントをくれているからぼくもサンタさんにプレゼントをあげたいです。 

（兵庫県  小山 大輔  10 才） 

 

356 サンタさんにしつ問をします。（2 問） 

①私は、今、子どもですが、サンタさんだって、昔は子どもだったんですか？ 

②そして、サンタさんはいつか、亡くなってしまうんですか？ 

それから、お手紙ありがとうございます。私には“ゆめ”があります。でも２つあります。１

つは宝塚音楽学校に行くことで、２つ目は世界の人達を助けられる大人になることです。世界

の人々が笑顔で毎日がすごせるように・・・。                   （奈良県  松本 有貴  10 才） 

 

357 サンタさんへ  こんにちは。水泳とピアノ、がんばってます！毎日練習、しんどいけどがん

ばってます。冬は、サンタさんがいそがしいと思うけど、がんばってください。すてきなプレ

ゼント、まってます！                                         （京都府  村上 葉純  10 才） 

 

358 サンタサンへ！サンタサンはいっつも子どもたちをみているんですね。私がほしい物も、も

ってきてくれているし、友達もほしい物を「もってきてくれた！」といっていました。サンタ

サンってすごいですね。サンタサンを一回本当にみてみたいです。あと、聞きたいことがある

んですけど・・・。2009 年 1 月 14 日にサンタサン、私の家を上からとおりましたか？すず

の音が「シャンシャンシャン。」と聞こえてきたんですけど・・・。もしもとおったのだった

ら本当に子どもたちが好きなんですね。今年もどうかよろしくお願いします。いつもプレゼン

トありがとネ。 

サンタサンにしつもん   サンタサンのふしぎいっぱいです！ 

１．サンタサンはなん人いるの？ 

２．サンタサンはなん才なの？ 

３．サンタサンはそりでとんでくるの？ 

４．サンタサンはへんそうして子どもたちを見てるの？ 

５．サンタサンはどうやったらなれるの？ 

６．サンタサンはなぜねている間にプレゼントをくばるの？ 

７．なぜサンタサンは 12 月 24 日にくるの？ 

８．なぜサンタサンは死なないの？ 



９．どうして１日にプレゼントをくばることができるの？ 

10．サンタサンはどうしてできたの？ 

10 コのしつもんをさせていただきました！2009 年 12 月 24、25 日の間のサンタサンが書

くてがみにしつもんの答えを書いて下さい！！ぜったいぜったいですよ。 

（兵庫県  安井 詩織  10 才） 

 

359 サンタさんへ こんにちは！サンタさん。わたしは東田清華です。この手紙を出すのは、は

じめてなのでサンタさんからの手紙がフィンランドからきたときは、とても、びっくりしまし

た。でも、とてもうれしかったです。ありがとう！さやかより      （兵庫県  東田 清華  10 才） 

 

360 クリスマスにはプレゼントを、ありがとうございました。ぼくも、サンタさんになりたいで

す。トナカイといっしょに世界をとびまわり、みんなに、プレゼントとやさしい心をとどけた

いです。                                                 （広島県 野北 優・purimo 10・9 才） 

 

361 サンタさんへ 去年のクリスマスには、お手紙とピッチングターゲットをプレゼントしてく

れてどうもありがとうございました。今年も待っています。でも、なんで僕が野球が好きだと

いうことがわかったんですか？                                   （島根県 石出 創士 10 才） 

 

362 サンタさんへ はじめて、サンタさんから、お手紙をいただいた時はすごくうれしかったで

す！ 

  それにふうとうや、きってがすごくかわいかったです！とどいた時はドキドキしながら、ふ

うとうをお母さんにあけてもらいました。朝ごはんを食べながら、ゆっくり、ゆっくり読みま

した。サンタさんは、やっぱり外国に住んでいたんですね！ 

  サンタさんのおくさんは「ムオリ」さんっていうんですねぇ～。ムオリさんはおかしを作っ

たりして、すごくいそがしそうでした。サンタさんもモミの木をさがしたりいそがしいんです

ね。それに私もトナカイ達に会ってみたいなぁ～。犬の名前は「ネック」っていうなまえなん

だ。かわいい名前ですね。じゃそれじゃ。メリークリスマス りかより（福岡県 吉本 理香 10 才） 

 

363 このまえは、手紙をくれてありがとうございました。サンタクロースのおじさんはクリスマ

スになるとほんとうに自分のほしいプレゼントをくれるのですか。このまえの手紙ぜんぶよみ

ました。あんなにたくさん書いてくれてありがとうございます。 

  サンタクロースのおじさんはてがみに私の小さなおともだちとかいていたので、もうともだ

ちになったみたいですね。まさかサンタクロースのおじさんにおくさんがいるとはおもいませ

んでした。 

 これからもおくさんといっしょに、しあわせにくらしてください。おっと、そうだったぼく

のプレゼント、できればくださいね。あすとより                 （福岡県 水江 明日翔 10 才） 



364 サンタさんへ 元気ですか？サンタさんから手紙がとどいた時は、すごくこうふんしました♡

サンタさんは、いろいろな子どもだちに、ゆめをあたえる大切なそんざいです！これからも、

たくさんのゆめをかなえてくださいね♡大好きデス☆メリークリスマス  （福岡県 吉田 望 10 才） 

 

365 Thank  you♪ サンタさん 夏休みにお手伝いに行っていい？自由研究でぜひレポートし

たいな                                                        （長崎県 宮脇 賢人 10 才） 

 

366 サンタさんへ  いそがしい中ありがたい手紙をくださってありがとうございました。毎日毎

日、自分がプレゼントほしいからって何枚もの手紙をぼくはだしていました。すいません。こ

れからもクリスマスプレゼントをくばるのをがんばってください。お元気でおからだに気をつ

けてすごしてください。岡しょうたより                          （熊本県  岡 将汰  10 才） 

 

367 サンタさん、お元気ですか？プレゼント、ありがとうございます。私は、一度でいいから、

あなたの顔を見てみたいです。みんなに、ゆう気と希望をたくさんとどけてください。メリー・

クリスマス！！                                                （大分県  山﨑 深園 10 才） 

 

368 お元気ですか？サンタさん   ～由伽子と未希子～ 

 初めまして。わたし、長﨑由伽子です。去年のクリスマスにはプレゼント、そして、お手紙、

本当にありがとうございました。おととしとは、少しプレゼントのなかみがかわっていました

よね。成長を感じてすっごくうれしかったです。《由伽子》 

  毎年プレゼントありがとうございます。去年はクレパスやお手紙でほんとうにうれしかった

です。サンタさん大好きです。これからもよろしくお願いします。《未希子》 

（長崎県  長﨑 由伽子・未希子  10・7 才） 

 

369 サンタさんへ  サンタさんは、夏は、何をしているんですか？さあやは、無人島で家ぞくみ

んなで海で泳いでいます。サンタさんは泳いだり日焼けをするんですか？ 

（長崎県  竹内 沙亜耶  10 才） 

 

370 サンタさんへ こんにちは。サンタさんから手紙もらった時、うれしかったです。なんか、サ

ンタさんってなんかやさしいですね。だって世界の子どもたちがほしい物をあげることはすご

くやさしいなと私は思います！やっぱり世界に「クリスマス」があってよかったです！来年の

クリスマスの時も、皆にプレゼントをあげて下さい。ではお元気でさようなら。奈央より 

（福岡県  高橋 奈央  10 才） 

 

371 サンタさんへ 毎日さむい日がつづきますね。サンタサンのちほうではみんなどんなふうに

くらしていますか。わたしの家はいつもドタバタでやすむひまもあまりありません。でもサン



タサンも、わたしたちみんなにくばる、いろいろなものを、つくるのがたいへんだと思います

が、世界じゅうの子どもたちをよろこばせるためにがんばってください。♡サンタサンとその仲

間たちへ、メリークリスマス                                      （福岡県 堤 ひより 10 才） 

 

 


