2009「サンタさんへの手紙」手紙文作品集
【11 才の部】
335

サンタクロースへ メリークリスマス！毎年プレゼントありがとう。これからも世界じゅうの子
供たちにプレゼントあげるのガンバッテネ！
～質問～
・たん生日はいつ？・どうして赤い服を着てるの？・となかいは、何頭中何頭ついてきて、そり
を引っぱってくれるの？・今、何才？
これからもプレゼントよろしくお願いします！

336

(北海道 山本 麗奈 11 才)

サンタさんへ MERRY CHRISTMAS
フィンランドでは雪が降りましたか？気仙沼では、12/18（金）に初雪でしたよ！！外でた～く
さん友達と遊びました。
トナカイさん元気ですか？カゼをひかないよう気を付けてくださいね。
サンタさんもカゼをひかずにすごしてくださいね。オーロラは今年見に行きましたか？
みなさんいつまでも元気でいてくださいね。

337

(宮城県 小野寺

ことみ 11 才)

サンタサンヘ サンタサンプレゼントありがとう らいねんもまたきてね。手紙にかいてあった
けどぼくは学校はいやだけど、ぼくは、元気だよ。トントたちは仕事を、つかれずにがんばれる
なんてすごいとおもったよ。あとトナカイたちの大好物は、コケだと初めてしったよ。人は、コ
ケは、食べられないのにトナカイたちは、コケがたべられるなんてすごいとおもったよ。 あき
ともより

338

(群馬県 福田 謙朝 11 才)

サンタさんへ 私は、もう、今年で１２才になります。サンタさんは、私が０才の時から、ず～
っと、すてきなプレゼントを運んでくれました。本当にありがとうございます。
今年も私の横にプレゼントが置いてあるか少し不安ですが、楽しみにしています！ ヤッター
(茨城県 石川 琴巳 11 才)

339

サンタさんへ メリークリスマス！！
サンタさんお仕事がんばってね！これからもみんなにプレゼントをとどけてあげてね！！
(千葉県 里舘

萌 11 才)

340

サンタさんへ＆トナカイさんへ
プレゼントありがとうございます！サンタさんにもらったミシンでふくろなどいろいろ作りまし
た。１つ質問です。サンタさんは、電かせい品などのポイントカードをもっているんですか？
また、今年のＸmas もお願いします！ Momoko

341

(千葉県 矢島

桃子 11 才)

サンタクロースさん、とってもすてきなプレゼントありがとう！すごくうれしかったです！
会うことができないのは残念だけど、すてきなプレゼントをくれたサンタさんはきっとすてきな
人なんだなぁと思いました。
来年もすてきなプレゼントがきたらいいなと楽しみです♡

TIDURU
(埼玉県 細田 千鶴 11 才)

342

サンタさんへ お元気にしていましたか？わたしは元気です！
もう、冬があけて、春になりますね！春には、何をしますか？私はお花見をします。桜は、とて
もきれいです！よかったら、見に来て下さい！また、クリスマスを楽しみにしています！
(埼玉県 石野 聖奈 11 才)

343

サンタさんへ サンタさん、お元気ですか、フィンランドは寒いですか？かぜとかはひいてませ
んか。プレゼントのパイレーツオブカリビアンのＤＶＤはとてもおもしろかったです。これから
もクリスマスの夜におもちゃをとどけにきてください。後、サンタサンにおねがいがあります。
毎日ぼくの家にきておもちゃをとどけに来てくれませんか。むりならいっしゅうかんにいっかい、
にしゅうかんにいっかいでもかまいません。でも、みそかと大みそかとたんじょうびの１１月１
にはかならずきておもちゃをください。サンタさん。おねがいします。 こうきより
(神奈川県 蟹江 康生 11 才)

344

サンタさんへ フィンランドに、行きたいけど、行けない！！
まい年、１２月にタダでプレゼントをくれて、ありがとう！私は、サンタさんがどんだけくろう
しているかはわからないけど、みんなの家にプレゼントをまちがえないでわたすのは、すごいと
思いました。

345

(東京都 藤浪

彩月 11 才)

サンタさんお手紙ありがとうございます。世界中の人に喜びをあたえてくれてありがとう。
HIRAKA

SEIYA 平賀聖也

(東京都 平賀 聖也 11 才)

346

in サンタクロースへ 今回２回目のお手紙ありがとう。うちもしん長が伸びたから、ズボンなど
がすごく小さくなってしまいました。
サンタさんもその妖精たちのために…
トナカイ・ペッテリだったら、角を切ってあげたり、ウウラス・トントだったらうちもズボンを
かい変えたから、買ってあげたり。サンタさんもつかれてしまうかもしれないけど、妖精たちの
ためにつくしてね。今泉輔より
P.S.（３月の）小学校の卒業式、がんばるよ。

347

(愛知県

今泉 輔 11 才)

サンタさんへ プレゼントありがとう。Wii とスポーツリゾートのソフトをとどけてくれて、と
てもうれしかったです。
前からほしかったけれど、家ではかってもらえないのであきらめていました。それが、プレゼン
トでとびあがるほどうれしかったです。
サンタさんも元気におすごしください。
スポーツリゾートのソフトであそんでいる様子 Tomohiro より

348

(愛知県

鰺坂 知紘 11 才)

サンタ様へ 毎年、プレゼントありがとう。そして、お手紙ありがとう。今回は英語でお手紙は、
書けなかったけれど、またいつか英語のお手紙をおくります。また会える日まで元気で、いつま
でも友達でいてください！Merry Christmas Moka
(静岡県

349

金子 もか 11 才)

サンタさん こんにちは 私は最近、あることになやんでいます。それは、バレエの事なんです
が、あまり先生に「ほめてもらう」ことや「お手本」にしてくれません。とてもくやしいです。
ふと思い返すとまわりの友達はたくさんほめてもらっているのに…。とてもくやしい。一生けん
命がんばっているのに、先生は、どうして私のことを見てくれないのかが、分かりません。本当
に精いっぱい自分としてがんばっているつもりなのに…・
どうしても、ほめてもらいたくて…お手本にしてほしくて…でも、サンタさんに聞くと本当の事
が分かってしまいそうで、とてもこわくなってしまいました。でも、どうしたらいいのか、少し
だけなら分かります。それは「ほめられたい」のその言葉が頭からはなれません。多分その言葉
がもとになっていると思います。
それでもバレエ大好きで～す。

(奈良県

松本 有貴 11 才)

350

サンタさん サンタさんへ♡いつもプレゼントありがとう。ぼくはサンタさんがとても大好きで
す。なぜかと言うと、クリスマスにサンタさんに頼んだプレゼントを文句なく持ってきてくれ、
サマーカードなども出してくれたりするサンタさんの優しさに、感謝しています。次は僕がサン
タさんの住むコルバトゥントゥリ山に行き、お礼にプレゼントを持って行ってサンタさんと遊び
たいです。サンタさん！体を大切に元気でネ DAISUKE KOYAMA より♡
(兵庫県 小山 大輔 11 才)
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to サンタ・クロース ワタシガ、ホシガッテイタ プレゼントヲ、ホントニ クレテ、ウレシカ
ッタデス。イマデワ、イロイロナ トコロデ、シャシンヲ、トッテイマス。マイトシ、プレゼン
トヲ アリガトウゴザイマス。コレカラモ、ヨロシクオネガイシマス！ By サヤカ
(岡山県

352

河上 清香 11 才)

サンタさんへ 急にお手紙が来てびっくりしました。お手紙ありがとうございました。サンタさ
んはやさしいので、信らいしています。これからも、クリスマスの日は、がんばってください。
北岡航希
サンタさんは、毎年クリスマスの日に、プレゼントをとどけてくれて、ありがとうございます。
今年もよろしくおねがいします。北岡萌々花

353

(広島県 北岡 航希・萌々花 11,9 才)

「大好きなサンタさんへ」手紙をありがとう！！かざったりしました。♡♡楽しいクリスマスにな
りました。わたしのサンタさんをおしえて下さい。サンタさんプレゼントありがとう！！あとお
となになったら、はたらかして下さい。おれいに…絵をかきました（したのえ）
サンタさんたちすき♡だいすきだよ！！ことしもがんばりました。

354

(鳥取県

樋引 あすか 11 才)

こんにちは！高知県は、気温が 20 度にもなる日があります。もうすぐ春です。その次には、待
ち遠しい夏です。私のたん生日は、８月で、楽しみです。ところで、私はサンタさんが夏どんな
風にすごすか知りません。けれど、「サンタさんは、夏はこういう風にすごすよ。」という本が
あるので、読んでみたいです。これからも、サンタさん、よろしくお願いします。
(高知県 瀬﨑 麻美 11 才)

355

サンタクロースさんへ 毎年、いつもプレゼントをくださって、ありがとうございます。これか
らも世界中のお友達にプレゼントを配って下さい！クリスマスを楽しみに待っています。
(福岡県 日高

由季亜 11 才)

356

サンタさんへ♡メリークリスマス！！サンタさんからのお手紙が来て、びっくりしました。とって
もうれしかったです。
まいの住んでいる福岡も最近、雪がふっていて、とっても寒いです☆１２月２４日のクリスマス
イブに、サンタさんが来て、プレゼントをもらえるのが、とっても楽しみです。フィンランドの
サンタさんに、１回会ってみたいなぁと思います。来年も、お手紙、おくりたいので、楽しみに
してて下さ～い。田中真衣より♡
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(福岡県

田中 真衣 11 才)

サンタクロース様 お手紙ありがとうございます。ビックリしました。ぼくは新型インフルエン
ザで１週間休んだのでクリスマスのじゅんびがぜんぜんできませんでした。でも、サンタクロー
スから手紙をもらってうれしかったです。
今、ぼくがほしいのは、ラジコンカーです。※クーピーがありませんでした。
サンタさんプレゼントくばりがんばってください。

358

(宮崎県

佐藤 和樹 11 才)

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。ぼくは、４、５才のころから、サ
ンタさんがいることを信じていました。でも４年生になったとき、お母さんがプレゼントをクリ
スマスツリーの下やベットに置いていたことを知りました。でも、お母さんは、「プレゼントを
出していないときもあったよ。」と言っていました。ぼくは、それは、本当だと思います。なぜ
かというと３年生だったとき、大きなくつ下の中に手紙が入っていたからです。サンタさん、あ
のときの手紙は、本当にサンタさんがかいてくれたんですよね？ぼくは、サンタさんが書いてく
れたと信じています。
ぼくは、サンタさんがいることを信じています。今、ぼくはいろいろなものを買ってもらって
います。とても楽しいくらしをしています。これも、サンタさんからのプレゼントだと思います。
(健太郎より）
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(鹿児島県 濱田 健太郎 11 才)

クリスマス、おつかれさま！！ぼくは何もプレゼントをたのんでなかったけど、ちゃんとぼくの
気に入るプレゼントをくれました。ありがとう！！ぼくはサンタを信じています。来年もがんば
って下さい。まっています。

(沖縄県

佐藤 駿 11 才)

【12 才の部】
360

サンタさんへ お仕事ご苦労様です。子供達にプレゼントを渡すなんて、とてもすばらしいお仕
事ですね。
これからもよろしくお願いします。

磯部ゆきな

(千葉県 磯部 ゆきな

12 才)

361

Dear→サンタクロースへ♡ お手紙ありがとう。私達は、良い年をむかえました。サンタさん達
は、どうですか？
私の住むまちでは、冬が過ぎ春が来ました。冬には、とても寒く、雪もふりました。
サンタさんのいる国では、雪ふりましたか？今は暖かいでしょうが、またすぐに、寒くなってク
リスマスが、やって来ますね！
大変でしょうが、がんばって下さい。
今年も良いお年を…メリークリスマス☆ from→菜都美

362

(埼玉県 和賀井 菜都美 12 才)

ハローサンタさん 私は NATSUMI です。手紙センキュウー でも手紙の英語が読めなくて苦労
したけどうれしかった！これからも、いっぱいおくってください！NATSUMI
大人になってもサンタさんがいることを信じています。きっとサンタさんは、子供たちが大好き
だからプレゼントをあげていると思います。
生まれた時から 12 才までありがと
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(埼玉県 鈴木

奈津美 12 才)

「毎年プレゼントを届けてくれてありがとうございます！」
４月から中学生になりますが、これからも来て下さい。希美より
昨年、「さんたさんのほしい物は？」とふとんの横にかいておいたら、「みんなのえがおじゃ」
とかいてくれたのでいつもえがおでいます 舞奈美
I

364

Love サンタ♡

サンタさんへ

(東京都 佐藤 希美・舞奈美

いつもありがとうございます。

今年も絵はがきに大好きなサンタさんの絵をかいておくります。
365

12,9 才)

(東京都 久野

遊眞 12 才)

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。
でもまだ文がよめてないので、今度英和辞典をつかってよみたいです。サンタさんもよいクリス
マスをおくってください。
サンタさんへの質問１白いひげってはえているのですか？
２赤い服ですか？（実は白？）
私もよいクリスマスをおくりたいです。
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(岐阜県

花村 朱音 12 才)

サンタさんへ プレゼントを開けたら、お願いしていた物とちょっとちがったけど、おもしろい
です。まちかえてくれて…ありがとう。MAKO

(滋賀県

大橋 真子 12 才)

367

サンタさんへ メリークリスマス！！はじめまして！！さむくなってきましたね！手紙ありがと
うございます。その手紙なんですが、私は英語をまだ習ってない小学生です。なので今度の返事
は、日本語に訳した手紙を書いてほしいです。今回の手紙は、何てかいてあるか分かりませんで
した。（ごめんなさい）なのでお願いします。サンタさんもトナカイさんもさむい中がんばって
下さってるんですね。大人になってもずっと「がんばってくださいね！」って応えんしてまぁ～
す！Merry Xmas！！ To サンタさんっ！ From さき いつもプレゼントどうも！
(滋賀県 小寺

368

沙季 12 才)

Merry Christmas♪ I love Christmas Day ,because everyone become happy. I have
my favorite book about Christmas. The title is "Do you think that Santa Claus exists?"
I hope you will read this book.
P.S. I look forward to happy Christmas next year,too

from Nanami ♡
(奈良県 門脇 七海 12 才)

369

私は今、小学校で敬老ボランティアと環境委員としてエコ活動に参加している６年生です。私は
今、とても心配していることがあります。それは、地球の温暖化が進んで、サンタさんやトナカ
イさんが、住みにくく、また私たちの所へ行きにくくなってきているのではないかということで
す。私たち、ひとりひとりが地球を大切に考え、ボランティアの経験を生かして、私がサンタさ
んやトナカイさんのお手伝いをするので、どうか今年もみんなのおうちに来てください。
ホットジンジャーティーを用意して待っています。

(京都府

平井 雅子 12 才)

【13～１９才の部】
370

めりーくりすます！サンタさん、お元気ですか？私は今年で中学１年になりました。毎年プレゼ
ントをくれてありがとう。サンタさんからもらったコピックで絵をかきました。これからもがん
ばります！！

371

(山形県 井澤

凜久 13 才)

サンタさんへ 毎年いつもプレゼントを持って来てくれて、ありがとうございました。
今はもう中学生なので、プレゼントはありませんが、いつでもサンタさんはいると信じています。
ありがとうございます☆

(福島県 岡本

野乃花 13 才)

372

To サンタさん 元気ですか。私は中１になりました。４月から中２です。
勉強も何にしても大変です。でも大きくなったら外国で働きたいのでがんばります！
クリスマスに近づくと毎年思うんですが、みんなサンタさんはいないって言うんです。
私の家族はいると信じています。今年のプレゼントを見てしゅみにぴったりだとおもいました。
いつもプレゼントありがとう
☆私のしゅみ☆実は、ペン集めとスケートが好きです♡ペンを見るとこうふんしてしまいます。ス
ケートは、テレビ（ＴＶ）で見る事が楽しいです。サンタさんのいるフィンランドでは、人気で
すか。Thank

373

you

for presents Ｆrom カナ

(愛知県

梅村 花奈 13 才)

サンタクロースへ Hi！お元気ですか、サンタクロース。私は今年、高校生になるの！！すっご
くドキドキしてる！でも、すっごく楽しみなの！大人になっても私は、サンタクロースを信じる
よ！！こっちは、まだ寒いけど「梅」っていう花が咲いてるの！きっと、もうすぐ「桜」も咲く
よ！私は、桜も好きだけど、梅も大好きなの！あなたは、どうですか？クリスマスに日本に来た
ら、もう少し長く日本にいて、春の花を見ていくのも、いいんじゃないかな！！あなたからのサ
マーカード、楽しみに待ってます。茜より

374

(東京都 山本 茜

14 才)

サンタさんへ 僕はバスケをしてます。バッシュッがもらえて、とてもうれしかったです。
これからも たくさん 試合に出れるように頑張って練習したいです。ありがとう。サンタさん
(新潟県

375

片山 真 14 才)

To.Santa♡Claus Fin
Hello.And long time no see. First, I wanna say “Thank you” for you. I was glad to
get your letter. It was splendid letter . Many people say that “Santa isn't ” , but I
have never believed it. And I'm convince that my idea is true. I think I'm going to go
to Finland and study there. I wanna learn your country and see you ! My dream is
meet you. So please look forward to meet me.
Finaly I sent many thanks and loves for you. Love, Nana Sato. From Japan
(宮城県 佐藤 奈菜 15 才)
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Toivottavasti vuodesta 2010 tulee onnekas!
Onnea ja menestysta alkaneelle vuodelle！
LOVE＆PEACE

(埼玉県 山谷 瑞穂 15 才)

377

サンタさんへ すてきなクリスマスカードをありがとう！今年の日本の冬はとても寒くて、雪が
何日も降りました。
サンタさんも身体を大切にしてこれからも世界中の子供達に夢と希望を与えて下さいね。サマー
カード楽しみにしています♪

378

(愛知県

後藤 みち 15 才)

Dear Santa Claus メリークリスマス！！今年はまだはじまったばかりですね。そして、私
が好きなクリスマス。町はとてもきれいなイルミネーションです。私の家もきれいなクリスマス
ツリー！！両親からのプレゼントはとてもうれしかったです。いつもとは違う夕食などを作って
楽しめたと思います。
トナカイさんたちはいつもよりとても大変な時期ですね。体には気をつけて毎日頑張ってほしい
です。そして、妖精のトントたちも頑張ってくださいね。応援しています。サンタさんも毎年あ
りがとうございます。風邪をひかにように気をつけてください！！（遅くなりました！。）Merry
Christmas

379

(沖縄県

平良 渚

15 才)

サンタさんへ 私は、12/24 が誕生日なんです。もう１６才になりました。毎年サンタさんか
らの手紙楽しみにしています。私は、６才の時に脳腫瘍になり大変な思いをして病気を直しまし
た。あれから今年で１０年になります。今年１年元気でがんばります。
(北海道 高橋

380

千里 16 才)

Thank you ２月１４日（バレンタインデー）My Birthday Dear サンタクロースさん 手
紙ありがとう。英語でとても感動しました。サンタクロースさんにとって毎年冬は大変でとても
忙しいと思うけど…からだに気をつけて頑張って下さい。この地球の子どもたちのためにも。み
んなサンタクロースさんのことがとても大好きです♡Do your best!!
(福島県 佐藤 未沙希 17 才)

【一般の部】
381

DEAR サンタさん♡ 子供のころはお世話になりました！！欲しくてたまんなかったので、と
ってもうれしかったです！！
今度は、自分が子供のサンタさんになれるようになりたいと思ってます！！
大人になっても信じたい、そいぢゃ

(静岡県

植田 亜希子 22 才)

382

サンタさんへ はじめまして、こんにちは。
今年は初めて家族３人そろって過ごせるクリスマスとなりました。こんな風に家族がそろって幸
せなクリスマスがこれからもむかえられる様に見守っていて下さい。
サンタさんこれからもずーっと元気で夢を届けて下さい。

383

(神奈川県

笹田 聖子 25 才)

Dear Santa Claus お忙しいでしょうが、今年 2010 は、カナダのバンクーバーでオリン
ピック（パラリンピック）がありましたね。選手も最多の国が参加し、共に闘い、友情も深めた
のではないでしょうか。TV で応援する側も国というものをこえて、一体になれる凄く素てきな
ものだと思います。
サンタさんはやはり、どこの国の応援者でもなく、この夏の会議の頃はオリンピックの世界各国
の話題で久しぶりに語ってるのでしょうね。
クリスマス。これも大切な日。あなたが心の中にいる以上、平和はきっと続く。平和になる。
Ｑ.星が好きな私、ISS も宇宙に完成し、各国で頑張ってます。サンタさんは ISS より上空とんで
るの？

384

(埼玉県 戸田 光美 26 才)

Dear サンタさん お返事が遅くなってしまってごめんなさい。サンタさんは 12 月 25 日、時
間厳守で子どもたちにプレゼントを配ってくれて、すごいなぁと思います！
私は全然時間を守ることができなくて…
12 月の街の雰囲気が大好きです。2010 年の冬も楽しみにしています。
(東京都 生熊 睦子 26 才)

385

サンタさん ステキなクリスマスカードありがとうございました！！
今回が初めてだったので届くまでワクワクしながら待っていました
クリスマスはどうしてこんなにあたたかい気持ちになるんでしょう
１才になる娘にも もうすこし大きくなったら この手紙を読んであげようと思います！
(北海道 澤田 ひとみ

386

27 才)

サンタさん 今年もすてきなお手紙ありがとうございました。
実は、息子の翔吾はクリスマスに産声をあげたのですが、もうその翔吾も今年で３才になり、元
気いっぱいな男の子に成長しています。クリスマスが来るたびに翔吾のスクスク育つ姿に夫婦そ
ろって感謝し、彼の明るい未来に思いをはせています。どうか、来年もその次もずっと、このサ
ンタさんからの手紙を笑顔で受けとれます様に。サンタさんも、寒さきびしい中お体にお気をつ
けて下さいね。 進藤邦彦・佐幸・翔吾

(大阪府

進藤 さゆき 28 才)

387

Dear サンタさん ステキなお手紙ありがとうございます。とってもびっくりしました。去年は
家族でクリスマスをお祝いし、楽しい日を過ごす事ができました！！サンタさんは大忙しでした
か？今年もステキなクリスマスをむかえられるようにがんばります。サンタさんもがんばって下
さい！！From 舞美

388

(千葉県 小島 舞美 29 才)

サンタさんへ ご返事遅くなってしまってすみません。日々の生活に追われて、いつのまにかも
う春になってきました。サンタさんは、残業ってありますか（笑）。まずは、突然サンタさんか
ら手紙が届いてびっくりしました。なぜタイ旅行のことを知っているのか。もしかして、すぐそ
ばにいる人じゃないか（父親）とか、いろんな想像をかきたてられました。今、手紙を書いてい
る自分が、サンタさんのことを思っているのが不思議です。どこかに忘れてきた思いがよみがえ
ってきます。本当に手紙が届いてよかったです。心があたたかくなりました。今後も、希望と夢
を与え続けられて下さい。僕もこのことを、家族・友人・恋人に伝えます（笑）。拙い文章でご
めんなさい。

389

(岐阜県

サンタクロースさんへ 長崎へカステラを食べに来て下さい。お待ちしております。
(長崎県

390

宮崎 泰宏 30 才)

平松 敏宏 30 才)

サンタさんへ
この前のクリスマスには、手紙を送ってくれてありがとうございます。
実は、2010 年７月２７日に初めての子供がうまれる予定です！！きっと夏にまたサンタさんか
ら手紙を頂いた時は、家族３人でよませてもらうことになるはず…今は、無事元気な子が生まれ
ることを祈っています。サンタさんの力もかしてもらえますか？今年の１２月はうまれてくる子
供にメッセージを送ってもらえるようお願いしますね。

391

(神奈川県

堀江 利彰

32 才)

親愛なるサンタさま♡こんにちは。2009 年のクリスマスを終え、いかがお過ごしですか？２歳
に、なった息子は、もうすっかりサンタさんの大ファンです。
昨年、姉夫婦が子供たちに、サンタさんに会わせたい！とイベントに誘ってくれました。サンタ
さんに会った息子は、走り寄り、手を握って顔をのぞき込んで喜んでいる姿を見て、心があたた
かくなり、涙がこみ上げてきました。
主人も、喜んでいる息子を見て、イヴの日にサンタさんの服を着てプレゼントを渡したのですが
…、なかなか近くに寄れず、顔がこわばったっまま、なんとか受け取ってくれました。
子供って、とっても素直ですネ。改めてサンタさんは“特別な人なんだな～”と思いました！こ
れから毎年、家族皆でクリスマスを迎え、大切な時間を楽しく過ごし、いっぱい思い出をつくり
たいと思います！サンタさん、これからも世界中の子供に笑顔を届けて下さい。お身体にお気を
つけてくださいネ！！

P.S. 子供たちが喜ぶ姿は、私達親の最高のプレゼントです。
(千葉県 中村 尚美・孝太朗

392

33,2 才)

サンタさん、二度目のお手紙になります。
チャリティイベント、サンタが街にやってくる！in 東京に私は仕事で行けなかったのですが、主
人が行って来ました。
私の一度目のサンタさんへの手紙を見てくれたようです…
普段、感謝の気持ちを言葉にして、なかなか伝えられないけれど、手紙だと素直な心で書けるも
のですね。
サンタさんは夫婦の絆も深めてくれました。
私にとって何よりも最高のプレゼントです。
サンタさんありがとうございます！
日本より、素敵なフィンランドへ愛を込めて

393

(東京都 平塚

由美 34 才)

Dear サンタさん フィンランドからお手紙をありがとうございました。私の親友が私の誕生日
プレゼントに頼んでくれたおかげです。だから今日は、サンタさんのお誕生日を私がお祝いさせ
て下さい。私もいつか、サンタさんのようにたくさんの人の心に幸せを運べるようになりたいで
す。愛を込めて TOMO

394

(愛知県

酒井 知子 34 才)

Dear サンタ♡ クリスマスには温かい手紙ありがとう。寒い冬に心から温かくなってサンタが
住む美しいフィンランドの自然が想像できたよ。
ツリーのオーナメントやクリスマスのリースはまだ作ったことがないからチャレンジしてみる
ね。
今度はクリスマスに頂くレシピを教えて欲しいな。
佳代は、友人に、開くとサンタの帽子が現れるカードやツリーの切り絵に綿を付けたカード、そ
れにハートのパイやおいしい匂いのするクランベリーの入浴剤をプレゼントする予定よ。サンタ
に会って楽しいクリスマスになれたらいいな♡ 和田佳代

395

(神奈川県

和田 佳代 35 才)

サンタさん Airmail ありがとう♡
夫からのメッセージもあり、ビックリしましたが、うれしかったです！！
(東京都 浮田

396

美保子 35 才)

To サンタ san この年＜37 歳＞になっても 毎年来てくれて ありがとう♪
おばあ chan になってもずっとずっと来て下さい♪ 大好きです♡

(大阪府

山崎 美佐子 37 才)

397

私は、小さい頃からクリスマス、サンタさんが大、大、大好きで、クリスマスというのは一年の
中でも一番うれしい、特別な時期でした。今回も私は、思い切り楽しいクリスマスを過ごす事が
できました。私はサンタスーツ、つまり赤いズボンと上着、そしてベルト、白い付けヒゲ、サン
タ帽のセットを何着か持っていて、毎年 11 月～12 月になると、これを着用してサンタに扮し
ています。私はＪＲ東京駅の、八重洲地下街キャラクターストリートにあるラスカルショップへ
よく行っていて、この店のゴールド会員になりました。12 月 12 日（土）に、お店で「サンタ
の衣裳を着た着ぐるみのラスカルとツーショットの記念撮影ができる」というクリスマスイベン
トが行われ、私はサンタさんに扮してイベントに参加しました。こうして、お店の前でサンタ衣
裳のラスカルと並んで仲良く記念撮影をしたのですが、私がサンタに扮していたので、私の撮影
の順番が回ってきた時は、他のイベント参加者たちも、喜んで自分の携帯電話のカメラで「サン
タ衣裳のラスカルとサンタに扮した私」を撮影したりしていました。その後私は、高校時代のク
ラスメイトで、結婚していてお子さんのいる人に、Ｅメールでこのときの写真を送信してあげた
り、お店で買った「サンタ姿のラスカルのぬいぐるみ」などをクリスマスプレゼントとして宅急
便で送ってあげたりして、うれしい返信メールをいただき、とても好評を得ました。そして、私
は姉に、３人の娘がいるので、３人の姪っ子の叔父なのです。みんなそれぞれにかわいいのです
が、一番下の三女は、まるでクリスマスが大好きな私のために生まれてきてくれたような姪で、
12 月 25 日、つまりクリスマスの日に生まれたのです。この姪っ子のおかげで、私はクリスマ
スの楽しさが何倍、何十倍にもふくれあがりました。そして、姪っ子自身も、自分のバースデー
でもあるクリスマスが大好きで、私の家に来ると「365 日がクリスマス」状態の私の部屋にやっ
て来て、サンタ人形やクリスマスのおもちゃで遊んでいます。今回のクリスマス、私は自分の職
場の向かい側にある百貨店のゲームコーナーで、ワンピース・ベルト・帽子の「ガールズサンタ
服」をゲットしました。するとクリスマス生まれの姪は、この服を喜びで着て、自分がガールズ
サンタになって楽しんでいました。この姪も、今回のクリスマスで６歳、いよいよ今度の春は小
学校に入学します。一番上の姪も、もうすぐ中学に入学、そして真ん中の姪は 2 月 14 日のバレ
ンタインデーで 10 歳、今度５年生になります。

398

(千葉県 小沢 剛

38 才)

北欧のサンタクロースさんへ！！ 寒い中、失礼します！！日本の冬は、とても寒くて通勤も苦
難な毎日ですが、フィンランドの冬は日本の冬とは比べものにならない程に苦難でしょうねえ。
また、今年の夏も「サマーカード」が届く日を楽しみに待ってます！！サンタさんもフィンラン
ドの皆様も、お身体に気をつけて、冬を乗り越えて下さい。追伸：フィンランドの夏は暑いです
か？

(大阪府

大野 篤英

40 才)

399

Dear Santa, I was so happy to receive your letter that I read it so many times.
Lately it's gettinng rather cold. It is the season Christmas songs can be heard on the
street. Until then, good-bye . Kumiko Saito

400

(神奈川県 斉藤 久美子 41 才)

サンタさんへ 子供の頃から知っているサンタさん…
一度も会った事がないけれど いつもたくさんの楽しい夢をありがとう！
サンタさんが子供の頃のサンタさんってどうでしたか？
やっぱりたくさんの夢をくれましたか？
世界中の人々から慕われているサンタさん、これからもみんなにたくさんの幸せを与えて下さい
ね…。
そしてサンタさんもお幸せでいて下さい…・
いつまでもお元気で！！

401

(神奈川県

山口 香

47 才)

サンタさんへ 私にサンタさんが来なくなったのは小学校６年生の時から
今日クリスマスカードをフィンランド ラップランドから戴きました。
とても思いがけなく嬉しかったです。素敵な封筒、切手、そして消印もフィンランド。そう こ
んな孫までいる私なのですが、ウキウキ、ワクワクです。 私も回りの人々にそんなワクワクを
お裾分け出来たらと思います。今年のクリスマスは最高の日になります。頑張って 美味しいお
料理とプレゼントを準備しましょう 頑張るよ～！
カードありがとう 夢をありがとう やさしさをありがとう

402

(大阪府

植野 えり子

56 才)

サンタさん お元気ですか？
いつも私達皆に夢を与えてくださってありがとうございます。
いろいろな夢と希望を持つことによって人は毎日、未来に向かって生きていけるような気がしま
す。これからも、幸福で、穏やかな毎日でありますように。そして、サンタさんも、健康で充実
した日々で、ありますように祈ります。

403

(福島県 小林

真知子 57 才)

60 才の誕生日に４人の子供達からステキなプレゼントです。サンタクロースさんからのお手紙
うれしいです。
私の一生の宝物です。４人の子供達のおかげで幸せも４倍です。ありがとう 由紀子ちゃん 典
子ちゃん 美穂ちゃん 悦博君 貴方達の母でお母さんは世界一幸せです♡
うれし涙は本当にあたたかいですね。メリークリスマス！
４人の幸せを心から祈っておりますよ♡母

(東京都 栗原 英子 60 才)

404

サンタさん こんにちは 今、日本はとても寒いです
私もこの２月７日で 60 才になり還暦を迎えました。娘の博子ちゃんから赤いチャンチャンコ、
帽子をプレゼントされ、とてもうれしかったです。
これからの人生、ゆっくり自分らしく楽しく元気に歩いていきたいと思ってます。
サンタさんは何才ですか…？

405

(大阪府 日比野 加代子 60 才)

サンタさんへ 娘からのプレゼントでした。日、一日を大事にしてゆったりとした心で毎日自分
の好きな能面打ちをし、パンを焼き、又一年を楽しく笑顔で、行くようにしたいものです。嬉し
いおたより、ありがとうございました。照代

406

(佐賀県

井邊 照代 61 才)

クリスマスにはカードをありがとうございました。今年は寅さんの年です。
私の住んでいる静岡は今は 水仙・梅・菜の花が咲いています。
寒い日もありますが春が少しづつ近づいています。
平和な年になりますよう サンタさんの健康も願っています。

407

佐野 幸子 63 才)

サンタクロースさん お手紙くださって、ありがとう。梅の花が咲いて春が近づきました。お元
気でね。

408

(静岡県

(千葉県 大畑

みさ子

65 才)

フィンランドのサンタクロースさんへ クリスマスには、ステキなクリスマスカードをありがと
うございました。
とてもうれしくて、大事にしています。次のクリスマスにも届くように楽しみにしています。濵
田 弘子

409

(高知県

濵田 弘子 66 才)

フィンランドのサンタさんへ 世界の子ども達へ、いつも夢と楽しさと希望を運んでくれている
事に感謝しています。
そして今回、またまた大きな贈り物を届けて下さいました。07～08 年と連続して入選した小生
の「サンタさんへの手紙」が立派な書物となり望外の喜びです。誇りに思い、早速数冊購入し親
戚にも配りました。有難うございました。
昨年暮は悪性インフルエンザの関係で、児童館などで行われたクリスマスイベントの回数が少な
く、小生のサンタ役が一回だけだったのが一寸残念でしたが、今カナダで行われている冬期オリ
ンピックでの雪景色を見るたび、フィンランドもこの様な風景なのかなと遠くに想いをはせてい
ます。
成長した山のトントさん達にもよろしくお伝え下さい。
毎年お手紙を出す機会を与えて下さる事に感謝しているオールド・ボーイより
(東京都 伊東 年久 76 才)

410

サンタさん お元気にお過ごしのことと思います。
昔、子供の頃、枕元に、沢山プレゼントがおいてあったのを今でも忘れません。懐かしい想い出
です。80 才になった今でも忘れません。ありがとうサンタさん。
(福島県 村越

411

良子 80 才)

サンタさん お手紙ありがとう。嬉しく読みました。
世界中で飢える人がいなくなり、戦争が無くなり、みんなニコニコと平和に暮らしたいですね。
私は老いて施設に入っていますが、みんなと仲良く楽しく毎日を送っています。
送っていただいたお手紙を見ながら、遠いフィンランドの森を思っています。
サンタさん お元気で 又、来年も来て下さいね。さようなら
(神奈川県 伊藤 輝子 81 才)

412

サンタさんへ サンタさん毎年おつかれさまです。
昨年は私のところへは遅れて来ましたね。
でも、すごいプレゼントでした。今年もずっと待ってます☆ かよポ (兵庫県 中森 博子 81 才)

413

毎朝 お日様にあいたいです
元気な体でいたいです
九十二才になりました

414

かしこ

(徳島県

黒田 ヨシヱ

92 才)

サンタさんへ 胸がいっぱいになり フシギな感じがして居ます。百才になる私が子供の心にか
えってとても楽しいです。ウレシイです。アリガトー！金子サト

(静岡県

金子 サト 100 才)

【年齢未記入の部】
415

フィンランド・ラップランドのサンタクロースさまへ
私は、このサプライズのプレゼントを、離れて暮らしている娘から受けとりおどろきと、うれし
さで感激しました。
かわいらしくて、夢があって、心のあたたまる、思いでいっぱいになりました。“ありがとう”
今年もまた、クリスマスにむけて、サンタクロースさまお忙しく、お手紙を書き続けるのでしょ
う！
お身体を大切になさり たくさんの子供たちにいつまでも夢を送り続けて下さい。ちょっと年を
とった夢多き母より

(栃木県 戸﨑

美智子

不明)

416

サンタさんへ モイ。キートス！
１才の息子に手紙をくれてありがとうございます。
とてもうれしかったです。私はフィンランドが大好き。いつか息子も連れてサンタクロース村へ
行きたいです。サンタさんもお元気で！！

417

(千葉県 仲村 海

不明)

Dear Santa Claus 2010 年２月日本の神奈川より
フィンランドのラップランドよりステキなお便りありがとうございました。深く感動致しました。
妖精トントたちがお花を育てている様子のお話しが素晴らしいと思います。
お礼に私の作りました日本の俳句を１句送ります。
山蔭の 風の白さや 梅香ほる 直美

418

(神奈川県

和田 直美 不明)

サンタさんへ ありがとうございました。サンタさんからのおてがみが届いた日は、外は「雪」
で寒い日でしたが、よんでいるうちに、きもちもココロもホカホカになり、元気勇気が出てきて、
ココロがホワイトになった様でイイ感じになりました。わたしもサンタさんのようにヒトになに
かを与えることのできるようになりたいです。わたしは、心をこめて、元気で未熟ながらも努め
ていきたいです。サンタさんも、おからだにお気をつけて、お元気でいて下さいね。さいごにも
ういちどホントにホントにありがとうございました。ココロをこめて。
(長野県

419

飯嶋 純子 不明)

Dear サンタさま 毎日寒いですがお元気ですか？ぼくの森はこの冬は雪が少なくてすごしや
すいです。でも雪だるまがつくれずがっかりです。
サンタさんのフィンランドはどうですか？
ままがあたたかいミルクティーとケーキをつくってくれました。
だからぼくは今日もゆうびんやさん がんばってお手紙とハートをとどけます。
ｂy Postman

420

bear ジュニア

(福井県

ジュニア

不明)

ごめん下さいませ。この間ね クリスマスにね おたよりありがとうございました。
フィンランドの町ね どんなところですか。伊丹の町も楽しいところですよ。
また楽しみに、おたよりをまっています。ごめん下さいませ。

(兵庫県

川井 笑子 不明)

