
 

2009「サンタさんへの手紙」手紙文作品集 

【0～3 才の部（保護者代筆含む）】 

001 Ｍerry Ｘmas 

生後６ヶ月の愛息子、悠仁に代わり、お母さんが代筆します。 

悠仁にとって、初めてのクリスマス。本人は、何の事かさっぱりの様でしたが、お母さんは悠仁

と、過ごすことができてすごく幸せでした。 

来年のクリスマスには、ケーキにプレゼント喜んでくれるのカナ…今から楽しみです。 

とても楽しいクリスマスを過ごすことができました。サンタさん、ありがとう！！ 

                                (福島県 高橋  悠仁  0 才代筆) 

 

002 Dear…サンタさんへ 

子供が生まれてはじめてのクリスマスでした。はじめての手紙がサンタさんから届きとてもニコ

ニコと笑ってました。 

本当にありがとう♡ 

もう少し大きくなったらプレゼントのセットでサンタさんのお顔を書きますね！！ 

すてきなプレゼントありがとう☆                  (宮城県 千葉 こもも  0 才代筆) 

 

003 Hello!! I'm MAXI!! 

日本はね、暖かくなってきて、公園でゴロゴロ日向ぼっこしてきたよ！！もう梅の花がさいてい

るよ！！桜が咲くのも楽しみだな～♪ 

サンタさん、クリスマスカードありがとう！！ 

ぼくはまだ６カ月なので、大きくなったら、サンタさんのいる村へ遊びに行きたいです。それま

でお父さん・お母さんの言うことを聞いて、良い子に、大きくなるからサンタさん待っててね！！

僕は体を動かすのが大好きだよ～！！2009 年８月 22 日生まれさ！ 

                                (東京都 丸亀 槙士  0 才代筆) 

 

004 はじめまして サンタさん クリスマスにお手紙ありがとう。ひなたのはじめてのクリスマスは、

おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、もちろん、パパ・ママと

皆ですごしたよ。 

皆普段より、もっともっと沢山笑って幸せ一杯だったよ。 

サンタさんはクリスマスはどうすごすんですか？ 

今年もひなたの所にサンタさんがきてくれたらうれしいです。 

次はひなた１才になっているよ。今はまだ、０才だよ。今はね、じょうずにおすわりできるよう



になりました。又お手紙下さいね。ひなた                       (大阪府  横尾  陽向  0 才代筆)  

                                                            

005 サンタさんへ こんにちは。クリスマスには素敵なレターをありがとうございました。お礼にと、

０歳の娘が描いた絵をもとに、ママがサンタさんの絵を表してみました。親子の初めての共同製

作です。気に入って下さると嬉しいです。 

フィンランドは寒いでしょうから、お体には十分に気を付けて。 

来年のクリスマスにお会いできるのを楽しみに待っています。芽依＆ママ 

                                                           (鹿児島県  天辰 芽依  0 才代筆)                                                                                         

006 ☆サンタさんへ☆おてがみありがとう。クリスマスも終わってホッと一息の頃ですね。 

桃子は初めてのクリスマスでした。もうすぐ１才です、まだよく意味は分からないけれどイチゴ

のケーキを食べました。 

今から大きくなっていくのが楽しみです。いつかサンタさんに会えるのも楽しみ。トナカイさん

たちも、おつかれさま！！ももこより                               (福岡県  倉永  桃子  1 才代筆) 

007 さんたさんへ 

じゅんぺいがいんふるえんざにかかったけどすぐなおったよ♡ 

じゅんぺいより                          (宮城県 川田 純平  2 才) 

008 サンタさんへ。じんはまだ字がかけないので ママにかいてもらいます。昨年のクリスマスにサ

ンタさんからおてがみがきてうれしかったよ！！パパとママと３人でケーキをたべてパーティー

したんだ。じんのおうちにはえんとつがないのにサンタさんはどこからきてくれたの？もう少し

大きくなったら、ママと一緒にフィンランドへ行ってみたいなぁ～。 From Jin Dear サン

タ♡                                (大阪府  西村 陣  3 才) 

 
【4 才の部（保護者代筆含む）】 

009 大好きなサンタさんへ 

今年もまたこうして手紙を書くことができました。 

去年の手紙に「来年は息子自身が字を覚えて手紙を書けたらいいな」と書いたけど、結局今年も

私の代筆になってしまいました。 

でも絵はだいぶ上手くなったでしょ？ 

来年こそは息子がサンタさんに手紙を書けるようになるといいな。 

また１年、子供たちが元気に過ごせるように見守っていて下さいね！！ 

優斗・優希のママより                     (秋田県 水沼 優斗  4 才代筆) 



 

010 さんたさんへ おてがみありがとう ふぃんらんどはとおいですか まだゆきたくさんあります

か さんたさんはゆきだいすきですか ほのはだいすきです おさかべほのか 

                                                        (千葉県 越阪部 帆香  4 才) 

011 サンタさん いつもおてがみとプレゼントどうもありがとう。たいせつにするからね。 しょう

えいより                             (埼玉県 野﨑 翔瑛  4 才) 

012 さんたさんへ いつもごくろうさま つかれたらうちにとまってください そろそろはるですね 

でもわたしわさんたさんがすきです さんたさんへ あかねより 

                                                        (栃木県 海老沼 朱音  4 才) 

 

013 サンタさんへ おてがみ どうも ありがとう。いいこにしてるからみていてね。だいすき。も

もかより                           (神奈川県  松本  桃佳  4 才) 

014 さんたさん おてがみ ありがとう                (愛知県  たなか ひな  4 才) 

015 サンタさんへ くまさん ありがとう 

くまさんもインフルエンザ ちゅうしゃしました          (愛知県  小西 由藍  4 才) 

016 サンタサンヘ みんなにプレゼントをとどけてね          (愛知県  荻野 心晴  4 才) 

017 今年のクリスマスは、フィンランドのサンタさんから手紙が来て、子供は、ビックリしました。 

先生から手紙を読んでもらうと、子供の目は、キラキラと、かがやいていました。本当にサンタ

さんが、いるのだとうれしくなったんです。来年は、早くからサンタさんに、プレゼントを、た

のむのだと、話していました。でも、プレゼントをもらうには、良い子でいないとダメだと思っ

ている様でした。プレゼントは、一年かけて、サンタさんが手づくりで作ってくれるのだと、ビ

ックリしながらも、うれしそうでした。ありがとうございました。 

子供達にゆめをありがとう。お元気で…手紙をまっていますので。 

                                             (兵庫県  ヤクルトキッズスクール  2～4 才代筆) 

 

018 サンタさんへ  プレゼントありがとう ようちえんがんばるからね またきてね やまうちに

いな                              (沖縄県  山内 若菜  4 才) 



 
【５才の部（保護者代筆含む）】 

019 サンタサンヘ プレゼントありがとう、でもリンクルンうるさくてこわれちゃったけどね、だけ

ど かれんはげんきだよフィンランドはさむいですか？かぜをひかないようにちゃんとあったま

ってくださいね。だけどおしごと休ときだけだけどね！かれんより  (北海道 館政  かれん  5 才) 

 

020 サンタサンヘ 

じいちゃんとばあちゃんのお家にいるから じいちゃんとばあちゃんちにきてください 

あかり・もも・かなたより                     (北海道 小林 哉太  5 才) 

021 さんたさんへ いつもようちえんでなくこともあるよ でもたのしくなってあそぶよ もえかよ

り                             (北海道 池田  萌花・若菜  5,2 才) 

 

022 サンタさんへ お手紙と、ずっと欲しかったプレゼントどうもありがとう！ 

サンタさんも風邪をひかないでお仕事頑張って下さい 東馬より 

Ｐ.Ｓ.お手紙は親子の大切な宝物です♡              (青森県 関川 東馬  5 才代筆) 

023 サンタさんいつもさむいひにきてくれてありがとう。 

サンタさん きょうはサンタさんがもってきてくれたピンクのワンピースをきています。サンタ

さんはなんさいですか。 

わたしは 5 さいです。サンタさんおてがみくれてありがとう。 

おかあさんはいつもおこりんぼうです。サンタさんはやさしいひとです。 

わたしはようちえんでクリスマスのげきをしました。 

みなみはひつじのやくをしました。                (岩手県 遠藤 みなみ  5 才) 

 

024 さんたさん いつもみんなのぷれぜんと わけてくれてありがとう はるより 

(山形県 後藤 晴  5 才) 

025 さんたくろーすへ おてがみくれてありがとう。 

くりすますがおわって、いまはなにをしていますか？くりすますのおしごとたいへんだったから 

となかいといっしょにゆっくりやすんでくださいね。 わたしは４がつから １ねんせいになり

ます。がんばるのでさんたさんもがんばってね めいより      (千葉県 佐々木 芽依  5 才) 



026 サンタさんへ おてがみありがとう。さかあがりができるようになりました。伶奈より 

(神奈川県  宮澤 伶奈  5 才) 

027 さんたさんへ おてがみありがとう おてがみええごでわからなかった これからわ にほんご

でかいて                             (神奈川県  磯 亮太  5 才) 

028 さんたさんへ おてがみおどうもありがとうございます。 

さんたさんわいまどこにいるの？たなべりか・ななより    (神奈川県  田辺 梨花・菜々  5,1 才) 

029 さんたくろうす おてがみありがとう。なんでさんたさんはどうしてさむいくににいるの。けん

とより                             (神奈川県  森 健人  5 才) 

030 おおきくなりました さんたさんのこともだいすきです♡ななこより 

(神奈川県  手島  菜々子  5 才) 

031 さんたさんへ おてがみありがとうございます。ぐあむにいっているので ぷれぜんとは ぐあ

むのべっとかみゆのいえのべっとにおいといてください みゆより 

                                                         (東京都 八木 美友  5 才) 

 

032 さんたさんへ  かぜひいてませんかね。きょうくりすますかいです さんたさんそらからみて

てくださいね！おねえちゃんもがんぼります。            (東京都 小池 杏  5 才) 

033 ぷれぜんと ありがとう またママのぷれぜんとわ いろいろがほしいそうで またあげるとい

いですね またくださいね よろしくね またね           (愛知県  山口 留実  5 才) 

034 あけましておめでとう！ 

サンタへおしょうがつだね。わたしのたんじょうびは、あと２かげつだよ♡２がつになったら あ

と１かげつだよ！！まなみより                  (愛知県  寺田 愛実  5 才) 

035 サンタさんへ サンタさんプレゼントありがとう！またきてね。ゆりまってるよ さんたさんも

まっててね♡ さんたさんありがとう♡ね 

ゆり さんたさんがだいすきだよ さんたさんもずっとゆりのことお あいしてね さんたさん 

ゆりより♡☆♡☆♡                      (岐阜県  田辺 裕理・莉賀  5,4 才) 



 

036 さんたさんへ わなげくれるの ほんとうにくれるの 

くれたらいいものがくるよ                    (三重県  西村 梨子  5 才) 

037 さんたさんへ とばようちえんは、たのしいです！ 

さんたさんはどんなことをしてっますか？はーちゃんはきょう うさぎとうばんをしました。 

さんたさんだいすき はるかより                 (兵庫県  江口 陽花  5 才) 

038 さんたさんへ まなみより 

さんたさんかゼになてる なてたらいかんで いいでゲんキしてる 

くりすますたのしみしてる おてがみありがとう くりすますつりい だしてんて またてがみ

あケる。 

（訳）サンタさんへ。まなみより 

サンタさんカゼをひいていませんか？もしカゼをひいていたら、来なくてもいいので休んでね。

元気にしていますか？ 

クリスマス楽しみにしています。お手紙ありがとう。 

クリスマスツリーも出してます。またサンタさんに手紙を書きますね。 

(滋賀県  若狭 愛深  5 才) 

 

039 さんたくーろす おてがみありがとう これからもおてがみだすね。ふたりでなかよくするね。

おおむらほのか・じゅんや                    (兵庫県  大村 穂花  5 才) 

040 さんたさんへ さんたさんおてがみありがとう これからもがんばってね さんたさんこどもた

ちに プれぜんと とどけるの いそがしいでしょう てつだおうか 

                                                        (熊本県  松田 ちえり  5 才) 

 

 
【６才の部】 

041 さんたさんへ  ちひろより 

さんたさんおもちゃありがとう♡さんたさんは４がつになったらなにをしているの！しょうがこ

うがんばるぞ！                         (茨城県 神永  千央  6 才) 

042 さんたさんえ おてがみとぷれぜんとありがとう 

ままたちがねているとき さんたさんちにいきたいけど さんたさんちがわからないから また

さんたさんがきたとき さんたさんちにつれてってね 沙凪より   (茨城県 高橋 沙凪  6 才) 



 

043 さんたさんのくれたもっきんだいじにつかいます。         (埼玉県 小野 綺子  6 才) 

044 ４月から でんしゃにのって小学校に、かよいます。ことしも、サンタサンきてね。 

(埼玉県 齊藤 万展  6 才) 

045 サンタさんへ サンタさんおてがみありがとう。いもおとたちとなかよくよみました。またおて

がみまってます。 

さんたさんのおうちはどんなおうち ひづき・ひなつ・ひなより 

                                               (千葉県 村山 陽月・陽菜・陽夏  6,4,0 才) 

046 サンタクロースさまへ おてがみありがとう わたしは、ずっとおてがみをとっておきます。ト

ナカイさんは、おげんきですか？１かいだけサンタサンとあってみたいなー ありがとう らい

ねんもてがみほしいです                   (神奈川県  佐々木 菜月  6 才) 

047 サンタさんへ サンタさん 25 日おしごとがんばってね。サンタさんおてがみありがとう♡フィン

ランドってすてきななまえだね♡モモカより            (神奈川県  斉藤  桃花  6 才) 

048 さんたさんいつもぷれぜんとお、ありがとう。ことしもぷれぜんとお ください。 

さんたさんは、いいこにしているこだけぷれぜんとおあげるってほんと？こんどおしえてね。さ

んたさんだいだいだーいすき。わたしもいいこにしています。   (東京都 阿部  優希乃  6 才) 

049 サンタさんへ おてがみありがとう きょねんもことしもおもちゃをもってきてくれてありがと

う まおもことねもサンタサンがだいすきです。 クリスマスツリーをよういしています。７が

つによいこをさがしにいくみたいだけど どこからくるんですか？プレゼントをはすれないでく

ださいね。まおより ことねより               (東京都 中野 真緒・琴音  6,4 才) 

050 さんたさんへ ぴよちゃんのにんぎょうときらきらありがとうね！からだをおだいじにしあわせ

にすごしてください。となかいさん さんたさん そなより♡     (東京都 中澤  空花  6 才) 



051 サンタさんへ サンタさん みきちゃんとまきちゃんのようふくありがとうございます。みきち

ゃんとまきちゃんはよろこんでます。 青空より           (東京都 阿部 青空  6 才) 

052 さんたさんへ  さんたさんがいつもたべているものはなんですか。わたしがいつもたべている

ものはたまごやきです。                      (東京都 石川 実怜  6 才) 

053 2009 年 12 月 19 日にママと２人でロヴァニエミのサンタさんに会いに行きました。雪がキラ

キラ光るなか トナカイのそりにのりました。とてもたのしかったです。やさしい、大きなサン

タさんに会えてうれしかったです。                 (東京都 金子 和矢  6 才) 

054 さんたさん ぷれぜんと、ありがとうございました 

１ねんせいになったらおともだちをいっぱいつくります       (新潟県  小嶋 つくし  6 才) 

055 さんたさんへ おてがみありがとう  

さんたさん いまね さかあがり がんばっています 

さんたさん おてがみありがとう、さんたさんやさしいね 

さんたさん すきだよ さんたさん やさしいね ゆいより     (石川県  寺田 優衣  6 才) 

056 さんたさんへ  わたしはしょうがっこうへいくのをたのしみ 

わたしはつりーをつけました とってもきれいになっています。つりーのいろはあかやいろんな

いろをつけました 

さんたさんは、とてもいそがしいですか。 

ままやパパもいそがしいよ さんたさんといっしょだね 

ちえみはしょうがっこうが ないからあんまりいそがしくないよ  まタね ちえみより 

                                                       (愛知県  田上  智恵美  6 才) 

 

057 フィンランドのサンタさん プレゼントありがとう。アイスは、１にち１かいたべるよ すごー

くおいしいです。またプレゼントおくってね まってるよ～。 

                                                        (愛知県  小川  莉美  6 才) 

058 サンタさんへ サンタさんのとなかいさんは どんななまえですか？りんより 

(愛知県  國枝  凜  6 才) 



059 わたしのたいせつなサンタさんへ サンタさん お手がみありがとう。サンタさんは、とてもす

てきなところにすんでいるんですね。わたしもサンタさんがすむコルバトゥントゥリ山にいって

みたくなりました。 

また、今年のクリスマスも、コルバトゥントゥリ山のようす、おしえてね。芽公美より 

                                                      (愛知県  浦野  芽公美  6 才) 

060 さんたさん～ さんたさん いつもぷれぜんとありがとう かぜにならないようにきおつけて 

さんたのしごとがんばってね♡めりくりすます もかより 

もかたちのほいくえんでくりすますかいやるから そのときまたきてね♡ 

                                                        (静岡県  宮原  萌花  6 才) 

061 パパのびょうきおなおして                    (静岡県  三浦 瑞月  6 才) 

062 サンタさんへ プレゼントありがとう。 

クリスマスの日プレゼントであそんでたのしかったよ。クッキーは、じぶんでつくったよ。みさ

きより                             (三重県  中川 美咲  6 才) 

 

063 さんたさん なんねんもなんねんも せかいじゅうのこどたちにぷれぜんとをくっばてくれてあ

りがとう。わたしわせかいにさんたさんがうまれて いちばんよかったなとおもいます。それと

こころからかんしゃしつづけています。みさきより さんたさん 

                                                         (三重県  伊藤 光咲  6 才) 

 

064 さんたさんへ♡わたしは、さんたさんが、くるのが、たのしみに、してました。さんたさん、なん

で、さんたさんんは、どあを、あけてなくてもおうちにはいれるの？ 

とうかは、それを、なぜなぜと、おもっていました。18 日ぐらいから、さんたさんたのしみだ

なと、おもってました。ローラースケートありがとう、またさんたさんに、おてがみかくね 

さんたくろーすさんへ♡おおぎはらとうかより♡                   (兵庫県  扇原 陶樺  6 才) 

 

065 さんたさんへ さんたさん１ねんに１かいプレゼントをくれてありがとう ぼくもさんたさんに

プレゼントおあげようかな～とおもいます。またつぎのクリスマスにぼくからもプレゼントをあ

げようとおもいます。 

12 月 24 日のよる ぼくのままのままがさんたさんのかげをみたんだって 

                                                   (兵庫県  尾倉  七海・彩月  6,3 才) 

 



066 さんたさんへ まちじゅのこどもにぷれぜんとをとどけてすごい せいのすけより 

(兵庫県  橋本 清之介  6 才) 

067 さんたくろうすさんへ このまえはかっこいいずぼんおありがとう おかえしに くつしたのな

かにさんたさんへのあげるものがはいてっいます ぴんくのべっとのうしろで みてください 

それとけいかはおりきがほしです おりきはにかいのたなにおいといてください けいかより 

                                                        (奈良県  林田 京華  6 才) 

068 さんたさんへ♡ ぷれぜんとありがとう 

またぷれぜんとちょうだいね 

ぜったいおりこうにするからね やくそくね かりんより     (大阪府  さかべ  かりん  6 才) 

069 さんたさんへ まえのてがみありがとう となかいさんとさんたさん おつかれさま 

まえのてがみありますよ てがみもだいじにもっていますよ さりはさんたさんのことだいすき 

となかいさんもだいすきだよ またいつかあえたらいいなとおっもっています さりより 

                                                         (京都府  花房 沙莉  6 才) 

 

070 サンタさん こんにちは おてがみや、プレゼントありがとう。とてもうれしかったよ。日本は、

２月でもあたたかくなりました。サンタさんのくには、まださむいですか。かぜをひかないよう

に気をつけてね またサンタさんからのおてがみを、まっています♡大津双葉より 

(京都府  大津 双葉  6 才) 

071 サンタさんへ おてがみありがとう。 

ぼくは、サンタさんがくるのがたのしみです。おとうさんや、おかあさんや、じいちゃんのいう

ことをききますから、プレゼントをください。りょうたより    (和歌山県  古部  了大  6 才) 

072 サンタさんへ べらんだにおいてあったプレゼントは、かのんがすきなものばっかりだったよ。

サンタさんは見ているんだね。らいねんもまたきてね、かのんより 

サンタさんあんまりきれいにかけなかったけどじょうずでしょ。 

                                                       (愛媛県  本田  かのん  6 才) 

073 サンタさんへ♡♡わたしはいつも、よいこにしてます。わたしは、サンタさんのげきは、すきです。

サンタさんは、わたしのことしっていますか？サンタさんのことすきです♡ おとはより 

                                                         (福岡県  平木 音羽  6 才) 



074 サンタさんへ プレゼントとおてがみありがとう。サンタさんからおてがみがくるとおもってな

かったから びっくりしました。こんどのクリスマスもおてがみがくるのをたのしみにまってい

ます。おとなになったらなんでプレゼントがこないの？れいなはそれがふしぎです。 さような

ら                               (大分県  黒岩  怜奈  6 才) 

 

075 サンタさんへ サンタさん、いつもせかいじゅうのおともだちにプレゼントをあげておつかれさ

ま！りゅうたより                        (沖縄県  中川 琉汰  6 才) 

 


