2009「サンタさんへの手紙」手紙文作品集
【7 才の部】
076

サンタさんへ りきは、すこししかやくそくをまもれませんが、サンタさんはいっぱいやくそく
をまもってるとおもいますか？ぼくはサンタさんがぜったいにいると思っています。これからわ
るい子じゃなくていい子になります。サンタさんはかぜをぜったいにひかないでくださいね！
りきより

077

(北海道 北岡 力

7 才)

サンタさんへ プレゼントどうもありがとう。たのしくあそんでいます。
サンタさんは、なつにはなにをしていますか？
プールでおよいでいますか？
サーフィンしていますか？
かぜをひかないようにげんきでね おわりゆかより

078

(北海道 尾張 友香 7 才)

サンタさんへ かなこより 下も見てね↓
お手紙ありがとう。サンタさんは、とても大好きだよ。これからもよろしくおねがいします！
らい年もクリスマスをまってるよ。
わたしは、らい年三年生になります。これからもわたしがんばるから、サンタさんもがんばって
ね！

079

サンタさんへ まいとしとおいところからありがとうございます。ことしはチョコレートケーキ
をおいとくのでたべてください。

080

(岩手県 山影 佳成子 7 才)

(山形県 後藤 彩那 7 才)

さんたさんへ さんたさんもうすぐでクリスマスですね。がんばってください。さんたさんは、
きょうはなにを、していたんですか。さんたさんは、いっぱいの子びとといっしょにプレゼンと
つくっているんですか。さんたさんて、ともだちなんにんいるの。さんたさんは、どうやってプ
レゼンとをわたしてるの。さんたさんは、なんびきとなかいをかっているんですか。ママもしり
ませんでした。由渚より

081

(宮城県 橋本 ゆいな

7 才)

このあいだは、おてがみありがとうございました。なんでれいかにお手がみをくれたんですか？
ぜひたのしいクリスマスをすごしてください！！

(福島県 坂路

麗香 7 才)

082

サンタさんへ プレゼントありがとう♡
とてもきにいったよ☆
いまでも、サンタさんからもらったもので、あそんでいるよ！
わたしも、そうたも、とてもきにいっています。また 12 月にプレゼントをください。まってま
す。

083

(千葉県 大林 りんか・そうた

7,3 才)

サンタさんへ まい年、12 月 24 日のよるプレゼントをくれてありがとうございます。ゆいと
おとうとのれいは、まい年クリスマスいぶの日を楽しみにまっています。ゆいは、女の子ようの
サンタエプロンをもっています。まい年プレゼントをもらったら、「バンザーイ、やったー。」
といいます。

084

(千葉県 川田 結

7 才)

サンタさんへ のぞみのものは、こなかったけどちがったものもよかったです。
またげんかんにケーキをおいておきますのでぜひたべてください。
こんどはトナカイくんの水もおいておきますので、あげてください。
(千葉県 星名 優歩・耕気

085

7,6 才)

サンタクロースへ サンタさんはどうやってプレゼントをつくったりかったりしているの？かね
もちなの？ところで…うどんやさんにはリースにサンプルをかざっているの。それじゃあことし
もハッピークリスマス！

086

(茨城県 太田 海斗 7 才)

さんたさんへ いつも 12/25 にプレゼントをもってきてくれてありがとう。どうしてさんたさ
んは、となかいさんとさんたさんとプレゼントはそらをとべるの？
空はきもちいいの？日本では、ふゆにゆきまつりってゆうのもたまにやっているんだよ！！
(埼玉県 長田 愛理 7 才)

087

サンタさんへ メリークリスマス サンタさんまたつぎのとき みんなのプレゼントのよういが
んばってください。みんなサンタさんのプレゼントをたのしみにまっています。おしごとがんば
ってください。つぎくるときもさむいのでおからだにきょうつけてあったかいかっこうできてく
ださい。いざわゆうなより

088

(栃木県 井澤 優菜 7 才)

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。さんたさんからお手紙をもらった日は、かけ算
九九がごうかくした日でした。かん字コンテストもごうかくしました。うれしかったです。あえ
るひを、たのしみにしてるよ。にいちゃんと、キャッチボールしてるよ。

ななより

(群馬県 西山 奈菜 7 才)

089

サンタクロースへ サンタクロースは、なん年なん月にうまれたんですか。サンタクロースは、
子どものころに、プレゼントは、もらいましたか、よかったらへんじをください。こころをこめ
て 坂本めるより♡！！

090

(神奈川県 坂本 愛瑠 7 才)

サンタクロースさんへ すてきなおてがみありがとう！！サンタさんってにほんごしゃべれる
の？フィンランドはさむい？♡よるおきて、サンタさんとあってみたいな♪でも、なかなかおきれ
ない。だけど毎としはいたつがんばってね いわぶちひいろより

091

岩淵 ひいろ 7 才)

お手紙をくれて、ありがとう！すごくうれしいです。弟とは中よしです。学校ではべんきょうが
んばっています。萌より

092

(神奈川県

(神奈川県

内藤 萌 7 才)

サンタサンへ きょねんも、おととしも、プレゼント、ありがとう。ドーナッツ、よういしたか
らね。さむいけど、かぜ、ひかないように、がんばってね。よい、クリスマスをむかえてね。め
いとより

093

(神奈川県 吉浜

芽生人 7 才)

サンタさんへ すてきなてぶくろをありがとうございます。とてもかっこいいです。ありがと
う！！
サンタさんなんもんかしつもんにこたえていただきありがとうございます。サンタさんはホット
チョコレートがすきなんですね！！
ぼくが、サンタさんにプレゼントした「みかんクッキー」はおいしかったですか？ぼくの、おと
うさんがかってきてくれました。
たのしいクリスマスになりました！！

094

(神奈川県

小島 佑輝 7 才)

サンタさんへ 毎年プレゼントありがとう ゆめは、ぼくはサンタときねん写しんをとることで
す
今年は、50ｃｍのすいそうにけいこうとうでめだかオス５ひきメス５ひきと金魚５ひきです。コ
ーヒーを用いするのでゆっくりしてください。おねがいします。あと、ラジコンのせんすいかん
１台をおねがいします。

095

(神奈川県 早川 央元 7 才)

サンタさんへ お手がみありがとうございます。サンタさんには子どもがいますか。なんさいで
すか。そらをとんで、まにあうんですか。

(神奈川県 山根

萌々子 7 才)

096

サンタクロースさんへ。毎年、世界の子供たちに、プレゼントを、あげるなんて、たいへんです
ね。サンタクロースさんは、風ぜを、ひかないんですか？いちどでもいいから、サンタクロース
さんに会いたいです。
わたしは、小学、２年生です。クラスのみんな、サンタさんのことを知りたがっていました。
クリスマスというものは、イエス・キリストのたんじょう日なんて、知りも、しませんでした。
またこんど、プレゼントをくばって下さい。小林ももか（MOMOKA）
(神奈川県

097

小林 萌々花 7 才)

サンタさんへ お手がみありがとう♡ うちはツリーにがっきやプレゼントとかかわいいかざり
がいっぱいついています。みなみともなみのへやは、２かいです。いつもあったかいコーヒーと
クッキーがありますが、こんかいは、お手がみもあります。みなみのほしいものは、ジュエル手
ちょうで もなみのほしいのは、ジュエルステッキです。まっています。
(山梨県

098

福島 未菜実・茂奈実

7,3 才)

サンタさんへ なつ休み楽しみにしています。おてがみどうもありがとう。一年にいっかいだけ
のとくべつなプレゼントになりました。
またいろんなことをがんばります。ふゆかより

099

(東京都 武原 冬香 7 才)

さんたさん プレゼント ありがとう。うれしかったです。とういい国でがんばってください。
らいねんもよろしくおねがいします。 しんぐうけんたより

100

(東京都 新宮 健太 7 才)

Hello Santa I would see you in February. See you very very soon! I really liked the
present that you gave me because it was the thing I wanted!
Santa? Do you have a signature? What is your favorite part of Christmas?
From Nicholas Raffone

101

(東京都 ラッフォーネ ニコラス

7 才)

サンタさんへ お手紙ありがとう ピアノのれんしゅうを、たくさんしたので、もみの木がりょ
う手でひけるようになりました。かぜをひかないようにしてください。いいのゆうな
(東京都 飯野

102

優奈 7 才)

サンタサンヘ サンタサン メリークリスマス
おてがみありがとう わたしもおてがみわたしたよ。これでてがみは、おわりますがサンタサン
おもちゃありがとう。また、きてね サンタサン メリークリスマス あさきより
(東京都 杉山 あさき・ゆりあ

7,3 才)

103

サンタさんへ

12 月にプレゼントありがとうございます！

サンタさんにしつもんです！いまサンタさんはなんさいなんですか？
(東京都 宗兼 芳佳 7 才)

104

さんたさんへ ぼくもさんたさんに、はやくあいたいけどなかなかあへないね。こんどあえたら
あそぼうね。
さんたさん どこにさんたさんのフィンラんどわどこにありますか
(東京都 中村 篤茉 7 才)

105

サンタさんへ サンタさんすきなものはなんですか？こんどの１２月２４日にわたしのまくらも
とにおいておくのでもっていってね。 さいとうじゅりより

106

(東京都 斎藤 朱莉 7 才)

サンタサンヘ 元気ですか？トントたちや森にいる生きものそして花などげんきはありますか？
わたしはあやとりがうまくなりました。犬のえもじょうずにかけます。トント・生きもの・トナ
カイ･花によろしくおねがいします。あかり

107

(東京都 篠原 あかり 7 才)

サンタクロウスさんへ RIRIKO みているんですよね。りりこは、いつもいいこにしているよね。
なのでくりすますぷれぜんとは、おえかきスプレーをください。サンタサンは、なんにんいるの
ですか。みんながいじんなのに にほんごをよめるってすごいね、はやくちことば ゆえますか！
なまごめなむぎなまたまご。こんどはさんたくろうすさんばん！おわらいをゆってみてね！
RIRIKO よ RI

108

(東京都 竹内

莉々子

7 才)

サンタさんへ てがみうちにとどきました。ぼくのうちには、ツリーが、２こあります。２こと
もきれいです。みていってください。うちでは、さんたさんへ手がみを、かきました。そのなか
みはおたのしみです。

109

(新潟県 清水 斗満武 7 才)

フィンランドのラップランドへ さんたくろうすさん てがみがながくてよむのがたいへんでし
たけどよめました ありがとうございました。 さかいあつきより
(新潟県

110

坂井 淳生 7 才)

サンタさんへ たのしいクリスマスを。
サンタさん げんきですか。ぼくは、げんきです。サンタさんは、ようせいですか。でもぼくと
おなじにんげんですか、サンタサンは、だれですか。公希より
(新潟県

柿﨑 公希 7 才)

111

サンタさんへ クリスマスに手紙をくれてありがとう。うれしかったよ。サンタさんは、どうし
て、フィンランドにすんでいるの？どうしてふくは、赤と白の色なの？教えて！サンタさん！
(長野県

112

山口 華子 7 才)

サンタさんへ サンタさんおげん気ですか。かぜはひいていないですか。とつぜんですがサンタ
さんは「12 月 24 にち」いがいはおうちでなにをされているんですか？おしえてください。
さてしつもんだい２もんです。
サンタさんにはおともだちがなん人いますか？おしえてください。
３もん目 サンタさんは、ひだりにあるえのようなようふくをきているんですか？
あとがき サンタさんへ サンタさんがくるよるにわたしのふとんの上にケーキがおいてありま
すから、たべて下さい。あと上にある、しつもんにこたえてください。あとおへんじを下さいね。
千かげより

113

(愛知県

黒田 千景 7 才)

サンタクロースさまへ お手紙をありがとうございました。サンタさまからお手紙がきたので、
びっくりしちゃってなみだがでちゃいました。
つぎのクリスマスには、ローラーぐつをください。おねがいします。
いまからペットの犬のみれのお話をします。今、みれは、ねています。いつも、わたしがみれの
えさをやっています。おいしそうにたべています。みうより♡

114

(愛知県

福嶋 美海 7 才)

サンタさんへ いつもみまもっていてね。
まいとしおてがみとプレゼントありがとう 大人になってもよろしく まやより
(愛知県

115

サンタさんへ クッキーありがとう 日よう日につくったよ かんたんで、いっぱいつくったよ。
ありがとう あすかより

116

山田 真椰 7 才)

(愛知県 小林

明日香 7 才)

サンタさんへ トナカイ トントへ プレゼントありがとう わたしは うれしいです。ことし
はさんたさんにあえるといいな、とおもいました。ことしもきてください。
(岐阜県

117

今井 春菜 7 才)

さんたさんへ ぼくは、はしめてお手紙が来ました、またおくるので、そのさきずっとお手紙を、
ください。

(岐阜県 とうげ かいと

7 才)

118

サンタさんへ 毎年プレゼントありがとう、ございます。こんど、げんかんに、プレゼントをお
くので、みてください ほのかより
さんたさんへ まい年プレゼントありがとう。おもちゃって、どうやってつくってるの。赤ちゃ
ん（はるのすけ）うまれました

119

(静岡県 隣 穂乃嘉・佑生輝・晴乃介

7,5,0 才)

サンタさんへ！わたしはサンタさんが大すきです。さむい中 12 月 24 日せかいじゅうのプレゼ
ントをおくってごくろうさんです。わたしは 12 月 18 日この手紙を書きました。毎日朝学校に
行く時さぶいです。
きょうは、とくにさむいです。お母さんは、とくにこたつに入ってさぶいといっていました。こ
んどは、どんなプレゼントですか？サンタさんクリスマスツリーの一ばん上のほし 24 日に家に
来てみてください。きょう１８日お母さんがかいました AMI より
(滋賀県

120

小寺 亜実 7 才)

サンタさんへ お手がみありがとう。千花は、ナースリーのときちょうちょのときも、サンタさ
んはこわいとおもっていたけど だんだんサンタさんてやさしいなー。とおもってきたよ。ツー
リにさがっている、手がみをよんでね。♡ち花より♡

121

松田 千花 7 才)

サンタクロースへ どうやってとんでるの？ぼくもとびたいな～。サンタさんはなんで子どもが
いるいえといないいえがわかるの～？また 12 月ね。 まさとより

122

(京都府

(京都府

荒木 将吏 7 才)

サンタさんへ ことしも、よろしく。またクリスマスにげんきいっぱいきてね。おへんじまって
まーす
１ねんかんのおもいでがクリスマスのときによみがえります。またがんばっていつものように学
校にいきます。サンタさんにてがみをかけてうれしいです。萌奈より メリークリスマス

123

坂本 萌奈 7 才)

(大阪府

坂本 壮梧 7 才)

さんたさんへ きゅうこんがおおきくなって さすがはさんたさん
これからも大きくしてね すごい。

124

(京都府

サンタさんへ☆☆☆サンタさんは めいのいえにえんとつがないのにどっからはいってるの？
12 月 25 日めいのだんじょうびだよ。めいより

(大阪府

小西 芽依 7 才)

125

フィンランドのサンタさんへ お手がみ、ありがとうございます。とってもうれしかったです。
とどいたときは、だれからきたのかわかりませんでした。中みの手がみがサンタさんだったから、
大こうふんしました。
サンタさんのひげはすごくながいんですか？
サンタさんに心をこめて、メリークリスマス☆あきこより

126

(大阪府

板垣 晶子 7 才)

めりくりすます。こんにちわ たくろうです。
よるのけしきわきれいでしたか そしていつもぷれぜんとありがとう。またふぃんらんどのみん
なによろしくね

127

(奈良県

徳永 拓朗 7 才)

サンタ・クロースさんへ さんたくろーすさんも、こ年たいへんなこともあっただろうけど、手
つだいようせいウゥラス・トントも、アマリリスをそだてたってすごくびっくりしました！赤は
なのトナカイのはなが、ランプがわりになって、いたでしょう。クリスマスにうまれたイエスさ
まも、めでたい年を、むかえる、そして、サンタ・クロースさんも、みんなの人きものになると
おもいます。

128

(兵庫県 荒牧 広奈子 7 才)

サンタさんへ お手がみありがとう！サンタさんも、いろいろなともだちがいるんだね。もうす
ぐくりすます。サンタさんもそのひがたのしみなんだね、わたしもそのひが、たのしみだよ。日
なより

129

(兵庫県

船原 日菜 7 才)

さんたさんへ さんたさんプレゼントありがとう♡いま けしゴムつくってるよ♡ いま２こめだ
よ♡ またあげるね。
さんたさんもまっててね。まりなもまってるよ♡まりなより
プレゼントありがと♡

130

東

満里奈 7 才)

こんどのくりすますは まどからはいるとき けがをしないように はいってください みやも
とよしたけ

131

(兵庫県

(兵庫県

宮本 祥壮 7 才)

サンタさんへ いつも 12 がつ 24 にち いっちゃんとあんなのいえへきて、プレゼントをもっ
てきて とてもうれしいよ。ことしもくるの たのしみにしてるよ。いっちゃんより
(岡山県 白神 衣智花 7 才)

132

12 月 24 日サンタサンへ。フィンランドで、トナカイと、なかよくしていますか。プレゼント
は、こうじょうでつくるんですか。トナカイはげんきですか。びょうきやぐわいがわるくなって
ないですか。
小さくて、ごめんなさい。らいねんは、大きくかくからね♡ケーキをおいてるからね。のせあやな・
しょうやより

133

(岡山県 能勢 采奈・翔陽

7,4 才)

さんたさんへ ことみ・なるみよりプレゼントくれるの？？？？ことみとなるみ プレゼントほ
しいな。ことみとなるみ さんたさんと となかいに、なりたいな。これからうたをうたうね。
♪はろうはろうはろう はわゆ あいふぁいん アイ ふぁいん アイふぉって とぅわとぅ♪
ことみとなるみより。メリークリスマス！

134

(広島県 渡部 寿海・成美

7,5 才)

お手がみ、ありがとうございます。
サンタサンから、手がみがきてうれしかったです。
またふゆになったら きょうとちがう手がみほしいです。

135

(広島県

萬

敬聖 7 才)

サンタさんへ まいとしおてがみとプレゼントをもってきてくれてありがとう。
12 がつ 23 にちにサンタさんのおてがみをよんだよ。
ことしもよろしくおねがいします。しまだたいようより。 (広島県 嶋田 太陽・叶太・ひまり 7,4,2 才)

136

さんたさん さんたさんのおてがみ じがとてもきれいでしたね またかいてください またい
えにきてね たけうちちなつ

137

(島根県

竹内 千夏 7 才)

サンタさんへ サンタさんは、まいとしまいとしプレゼントをはこんで よるくらいのに、プレ
ゼントをくばってたいへんですね！まっくらでだいじょうぶですか！こわくありませんか！サン
タさんはまいとしたいへんですね！プレゼントありがとうございます。コリラックマのにんぎょ
うすごくおきにいりのにんぎょうになりました！ほんとうにおんにんぎょうありがとうございま
す。サンタさんは、プレゼントは、はこぶとき おもくてじめんにおちませんか！よるは、はや
くかえって はやくねて はやくおきて あさごはんをいっぱいたべるといいですよ！きおこよ
り♡☆

138

(山口県 明徳

真愛子 7 才)

サンタさん いままでいろんなうれしいものをくれてありがとう。ぼくは、それがすっごくうれ
しいのでかしこくします。
さんたさん ぷれぜんと ありがとう。

(香川県 秋山 大翔・ひなた 7,4 才)

139

サンタさんへ プレゼントいっぱいくれてありがとう。サンタさんのゆめみたよ。サンタさん、
どこから入ってきたの？名まえは？
サンタさんへひとことかいて。名まえ（

）はいってきたとこ（

り
140

）あおよ

(香川県

三谷 碧依 7 才)

サンタさんへ いつもおてがみありがとう。フィンランドは、まだゆきがふっていますか。わた
しのところは、あんまりゆきがふらないのでそんなにみたことがないです。なつのあいだは、な
にをしていますか。またおてがみまっています。

141

(高知県

猪野 汐音 7 才)

サンタさん、こんにちは。プレゼント、楽しみにしています。いつも手紙をありがとう。12 月
19 日、ぼくたちの家に冬が来ました。雲は暗く、朝やけで赤くそまり、見える山は雪でまっ白
でした。木々も寒さで氷のように止まって見えました。そして弟の発表会に行こうとして乗った
車の窓は雪の氷でがちがちで、ママとパパは一生けんめいとかして、やっと出発しました。フィ
ンランドの雪はもっとすごいのでしょうね…。From 健

142

(福岡県

松本 健 7 才)

サンタさんへ お手がみありがとうございました。
すごくうれしいです。ふうとうとびんせん えがかわいかったですね。サンタさん２かいテレビ
で見たよ。また手がみあげますね。 堀美早紀

143

堀 美早紀 7 才)

(福岡県

小川 瑛水 7 才)

サンタさんへ サンタさんはやさしいですね。だいすきです。
サンタさんのすきないろはなんですか。

144

(福岡県

サンタさんへ、サンタさんきょう、ゆきがふりました。ゆきで、ゆきがっせんをしようとおもっ
ていました。でも、つもってなかったので、ゆきがっせんは、できませんでした。これからもが
んばってください。まなみより

145

(大分県 木藪 真渚美 7 才)

さんたさんへ プレゼントありがとう。さんたさんがすんでるところって フィンランドのラブ
ランド？このまえさんたさんのかおととなかいをかいたよ。滉太より
(大分県

146

山口 滉太 7 才)

サンタさんへ おてがみありがとうございます。サンタさんのなかまの、プオルッカ・トントさ
んとかいっぱいなかまがいっぱい、いてたのしそうです。わたしは、よい子に、なるように、が
んばるので、「ぽんぽんかさねて、ケーキのおみせ」を、ください。
サンタさん大すきだよ。ずっと、ともだちです。トナカイさんとサンタさんがきてくれるのがた
のしみです。ふうか

(鹿児島県 平松 楓花 7 才)

【8 才の部】
147

サンタサンヘ こんどはかぞくぜえいんのプレゼントをください！ゆうきより
(北海道 戸田

148

優希 8 才)

サンタさんへ ありがとう
サンタさんがくれたスケッチブックで、いろいろな絵を書きたくなったよ。プレゼントありがと
う

149

(北海道 伊林 ちはる 8 才)

サンタサンヘ サンタサン メリークリスマス！！サンタサン、手紙ありがとうございます。プ
レゼントあげます。
2010 年もよろしくおねがいします。 あいかより

150

(北海道 桜原 愛香 8 才)

サンタさんは、どうやってプレゼントをくばっているの。あとサンタさんのおうちはどうなって
いるのかしりたいのてサンタさんとあいたいです。トナカイは、どこにいるの。
(北海道 岩澤 花果 8 才)

151

さんたさんへ さんたさんいつもありがとう♡かけ算がんばります。いま、学校で「わくわく九九
ランド」のべんきょうをしているよ！８Ｘ1＝8 みごとごうかくしたよ！それとちかくにいる人
はみんなげんきだよ！りんも大きくなったよ！となかいくんも つののびたなんて、びっくりし
たよ。となかいくんってすごいね！さんたさん♡よければこの下のおやつたべてね！いっしょうけ
んめいつくったよ！！あとじぶんの名前ぜんぶかんじでかけるようになってうれしいよ！さいき
んぴん子ってよばれてるよ！
さんたさん大大大大大大大大もっと大すき！

152

(岩手県 田中

夏織 8 才)

サンタさんへ お手紙ありがとう！わたしのところでは、わたしの友だちと、クリスマス会をや
ったよ♡
楽しい一日は早くおわるかんじに、かなしい一日は、おそく見えることを学びました。学校では
外で元気にあそんでいます。サンタさんのすんでいる「フィンランド」では「ハンター」という
あそびをやっていますか？「フィンランド」ではどうですか？クリスマス楽しみです！ かのん
より

(宮城県 木村

花音 8 才)

153

メリークリスマス、サンタサン！！お手紙ありがとう！こんなにはやく、サンタさんの手紙がく
るなんて、思っていなかったので、びっくりしました。わたしは、うちから出てはいけないとい
うルールがかぜはやりであって、一ども雪あそびをしていないのでとてもざんねんです。メリー
クリスマス！！あんりより

154

(山形県 阿部

安莉 8 才)

フィンランドにいるサンタさん
サンタさん サンタさんはどうやってサンタになれたんですか？はるなはとてもふしぎに思って
います。どうやってなったのかおしえてください。
はるなもなってみたーい。（ふつうのおじさんからサンタさんに）
どうやってなった？それともさいしょからサンタ！

155

(福島県 太原

遥菜 8 才)

サンタさんへ サンタさん冬はプレゼントありがとうございました。今、楽しくつかっています。
今は雪はとけましたか？サンタさんは春をどうやってすごすんですか？私のたん生日が春なので
ちょっと気になりました。妖せいのトントたちは今、元気ですか？夏のサマーカード楽しみにま
っています♡ 三瓶寧々

156

(福島県 三瓶 寧々

8 才)

サンタさんお手紙ありがとう。サンタさんもいろいろとたいへんそうだね。わたしもサンタさん
に早く会いたくてたまらないよ。サンタさんに会える日をたのしみにまってる。
(福島県 真壁 千晶 8 才)

157

Ｍerry Christmas サンタさんへ
世界じゅうの子供たちにお手紙を配るからたいへんだね。ガンバレ りんもがんばるよ。
なんか…まちどおしいな…そして……サンタさん ありがとう りんより
(福島県 佐藤 凜

158

8 才)

サンタさんお手紙ありがとう。うれしいよ。お手紙あげます。サンタさんメリークリスマスメリ
ークリスマス。サンタさんお顔書いてあげたよ。サンタさんごめんなさい
(福島県 菅野

159

志成 8 才)

サンタクロースさんへ もうすぐクリスマスですね。わたしはとっても元気です。わたしのせが
６mm のびました。
ツリーのオーナメントはこれから作ります。リースは、わたしの家にはかざってないけれど学校
にかざってあります。サンタさんはいつもわたしのことを見てるんですか。手紙で教えてくださ
い！！わたしもサンタさんに会える日を楽しみにしています。 しまだあやかより
(千葉県 島田

彩加 8 才)

160

サンタさんへ。 フィンランドの国は、どうしてさむいのかなぁ？このあいだ、ピザやさんがサ
ンタのかっこうをしていたよ♡まひろより

161

(千葉県 髙橋

茉央 8 才)

サンタクロースさんへ お手紙ありがとう。まさか手紙が来るとは思いませんでした。それから
ポッチャマのお人形ありがとう。朝からずっとあそんでいます。わたしのクリスマスイブのすご
し方は、家ぞくでパーティーをひらいて楽しくすごしています。ところでサンタさんは何でおひ
げをのばしているのですか。ツリーは、かざってはいないけどリースはかざってあります。今ど
来たら見て下さい。わたしの今年の一年は、インフルエンザで楽しいことがなくなってかなしか
った一年です。バザーがなくなったからです。一年で二ばん目に楽しみにしていたからがっかり
しました。トナカイさんやようせいさんやムオリさんにも言っといて下さい。お手紙とプレゼン
トありがとう 浜本晶子より

162

(千葉県 浜本

晶子 8 才)

サンタさんへ メリークリスマス サンタさんからの、手紙とってもうれしかったです。サンタ
さんからの手紙に、かいてあった、赤はなのトナカイ・ペッテリや手つだいのようせい、ウウラ
ス・トントは、いるってしんじますよ。
また、手紙くださいね。プレゼントまってます。 杏歩

163

(千葉県 斉藤 杏歩 8 才)

サンタさんへ プレゼントありがとう おくるのがおそくなっちゃったんだけどね♡だってもう
一りん車できるようになっちゃったもん♡でも一りん車の上についていたお花は金メダルにした
よ♡
また１２月にきてね♡それまでいいこでまっているよ♡ことねより

164

(千葉県 田中 琴音 8 才)

サンタさんへ おもちゃありがとうございます。お手紙ありがとうございます、サンタさんて、
コルバトゥントゥリ山にすんでたんですね。トナカイさんのはなは、ほんとに、赤いんですね。
コルバトゥントゥリ山ようせいがいるなんてびっくりしました。サンタさんがコルバトゥントゥ
リ山にすんでたことがわかってよかったです。サンタさんこれからもがんばってください。はや
むより

165

(栃木県 山﨑 勇武・登矢 8,4 才)

サンタさんへ よしの・みい・れいなより
お手紙ありがとうございます。わたしは、クリスマスの日、プレゼントのくるのを毎日楽しみに
しています。今かいは、「ハリーポッターとなぞのプリンス」をありがとう。らい年もきてくだ
さい。楽しみにくるのをまっています。あと、サマーカードのとき、サンタさんと赤鼻のトナカ
イペッテリくんと、つまのムオリさんと、トントくんの写真をみたいです。

クリスマスの夜中ねむっている間にこっそりときてね！！プレゼントまってまーす！！
(茨城県 丸山

166

よしの 8 才)

サンタさんへ サンタさんクリスマスのとき、手紙ありがとうございました。はじめて手紙をも
らったとき、「これが手紙なんだな」と思いました。そのときびっくりしました。
こんどくる手紙は、何がかいてあるか、たのしみにしています。
あと、サンタさん、わたしは、クリスマスのとき、いつも、「サンタさんの顔みたいな。あと、
サンタさんのソリに、のって、フィンランドで、いろいろな、ところが、みたいな」と、思って
います。
わたしは、どうぶつがすきなので、フィンランドのどうぶつもみんな大すきです。わたしは、サ
ンタさんを、とても、やさしい人だと思っています。
わたしは、まえの本と今の本もたいせつにしていて、まえの本はマルガリータと森のまもので、
今の本は、グラタンおばあさんと、まほうの、アヒルがすごく、きにいっていました。中山ゆか
より！

167

(埼玉県 中山 祐佳 8 才)

サンタさんへ 楽しいお手紙をありがとうございました。サンタさんが来るのがまちどおしいで
す。がんばって、プレゼントをみんなにくばってください。わたしもおうえんしています！トナ
カイさんも、がんばってください。ようせいさんもね。
サンタさんから、お手紙がもらえてすごくうれしいです。わたしは、楽しいクリスマスになると
いいなーと思っています。サンタさんや、トナカイさんや、ようせいさんも、楽しいクリスマス
になるといいですね。たわらりなより

168

(埼玉県 俵

里奈 8 才)

さんたさんへ ながいきしてください。いい１日をメリークリスマス。
お手がみどうもありがとう。サンタサンは、まほうつかいみたいで、すごいね。わたしは、サン
タサンをしんじていたら、あっとゆうまに、12 月が、きちゃって、サンタサンは、わたしのね
がいを、きいてください。わたしのねがいは、たまごっちあいでぃいをください。かなえより
(埼玉県 佐藤

169

香苗 8 才)

サンタさんへ サンタさん、私たちがほしかった、おもちゃをくれてほんとうにありがとう。
こんなことは、生まれてはじめてだよ。私たちは、サンタさんから、もらったプレゼントで楽し
くあそんでいます。
また来年もプレゼントを楽しみにしています。まってます。優音(美琳）より
(埼玉県 松本 優音・美琳

8,6 才)

170

サンタさんへ 2009 年 12 月 日本のさいたま県より 私の大好きな「サンタさん」へ
長い文章をありがとう♡とっても、うれしかったです！
今年のクリスマスはいいことが、ありそうだな。
サンタさんは、いそがしかった？今まで、プレゼントを、送ってくれて「ありがとう」
オルゴールや、木のツリー、木馬などいろいろくれました。
サンタさんは、一番に、しんじたい！！
サンタさんと、会えるのを、楽しみに、しています。
来年もがんばってください♡！♡！よしのより メリークリスマス

171

(埼玉県 伊藤 よしの 8 才)

サンタさん お手紙とプレゼントをありがとうございました。「キャッチボールがじょうずにな
りましたね」と書いてくれましたね。とてもうれしかったです。ぼくがいっしょうけんめいれん
しゅうしているのを見てくれていたんですね。これからもがんばります。くら本ひであきより
(神奈川県

172

倉本 英亮 8 才)

フィンランドのサンタさんへ お元気ですか？わたしは、元気です。
フィンランドには、春や夏というあたたかいきせつは、やってきますか？わたしのところには、
やってきます。
トナカイさんの大好きな食べものは、なんですか？わたしはチーズが大好きです。わたしも、フ
ィンランドに行ってみたいな。いのうえちひろより

173

(神奈川県

井上 千尋 8 才)

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。ぼくは元気です。サンタサンはなんでそんなに
ひげが生えてるのかぼくはしりたいです。クリスマスまた来てください。田丸いつき
(神奈川県

174

田丸 樹 8 才)

サンタさんへ☆ プレゼントありがとうございます。お手紙もありがとう。
はじめて遠い国からのお手紙だったのでうれしかったです。
わたしもお手つだいとか、いろいろがんばるので、今年もサンタさんもプレゼントわたすの、が
んばってください。

175

(神奈川県

荒井 遥香 8 才)

サンタクロースさんへ きょうクッキーとお手紙とめがねをくれてありがとうございます。
(神奈川県

今井 舞 8 才)

176

わたしは、サンタさんといっしょにそりにのってせかいをいっしゅうしたいです。
サンタさんは、わたしのともだちです どうかともだちになってください。はるかより
(神奈川県

177

平戸 遥 8 才)

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す。おとうとのまさととけんかもする
けれど、たのしくあそんでいます。
ぼくはことしで８さいです。
たんじょうびはじつは 12 月 25 日つまりクリスマスです。
サンタさんは 25 日のよるはなにをしているんですか。ぼくはおかあさんのおばあちゃんのいえ
にいきます。たいきより

178

(神奈川県

小山 泰輝 8 才)

サンタさん、クリスマスのプレゼントをくれて、ありがとう！！
みゆとそらとゆうは、毎年プレゼントを楽しみにしています。これからも、しごとをがんばって
下さい！
サンタさん、ありがとう♡

179

(山梨県

龍澤 未侑 8 才)

サンタさんへ プレゼントをどうもありがとう。さっそく父と母と妹と一しょにあそびました。
とても楽しかったです。もうすぐ三年生になります。べんきょうがむずかしくなるのでドキドキ
しています。かぜをひいていないですか。わたしはとても元気です。来年もプレゼントをたのし
みにしています！！！！

180

(東京都 石川

珠希 8 才)

ぼくがすきなのりものは、でんしゃとバスとひこうきです。サンタさんのすきなのりものは、な
んですか。すきなたべものは、からあげです。
サンタさんは、なにか、すきなたべものは、ありますか。また、そりいがいに、なににのってい
るのですか。

181

(東京都 田中

悠安 8 才)

サンタさんへ♪ プレゼントありがとう。とってもきにいりました。さてピアノのことですが、
キーコンクール本せんだめでした。たけどじぶんなりのいいえんそうができてよかったです。こ
れからもつづけていきたいと思います。今どはショパンをひきます。はまりきゅうホールでひき
ます。れんしゅうがんばります。今年のプレゼントなににしようかなぁ。たのしみにしてて下さ
い。し村まあさより

(東京都 志村

真麻 8 才)

182

サンタさんへ 毎年クリスマスプレゼントありがとうございます。弟もとてもよろこんでいます。
おととしのつくえは、とても大へんなのに作ってくれてありがとうございます。
弟もビュンビュンサーキットは、まだあそんでいます。とても弟は電車、車にきょうみをもって
います。これからもプレゼント、おねがいします。まとい・こうしろうより
(東京都 髙木 まとい・凰之朗 8,3 才)

183

サンタさんへ サンタさんすてきなプレゼントありがとうございます。サンタさんからもらった
色えんぴつは、24 色で、わたしは金、銀、とかをもっていなかったのでうれしかったです、こ
れを使っていっぱい絵をかきます。♡みくより♡

184

(東京都 渡辺 未来 8 才)

サンタサンへ クリスマスのお手紙ありがとうございます。ぼくは、サッカーとピアノをがんば
ります。ぼくからも、せかいじゅうのみんながしあわせになりますように、サンタさんからつた
えてね。ぼくのサッカーボールです。青色です。遥輝より 24.12.2009
(東京都 長谷川

185

遥輝 8 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。サンタさんがいっていたとうりに、
しんちょうが 130ｃｍになりました。わたしは、本当に大好きです。美音より
(東京都 小林 美音 8 才)

186

サンタさんへ ぼくは、手紙を見た時びっくりしました。いつも、いつもおっちょこちょいで、
ごめんなさい。
あと 2010 年バンクーバオリンピクＤＳをください それとかん字がんばります。しごとがんば
って下さい
らいねんそのあともずーっと手紙ください

187

(東京都 佐藤 康陽 8 才)

サンタさんへ お元気ですか？小人たちも元気？わたしは、元気です。東京も冬で、さむくなっ
てきています。1/4 は、外の気おんが３どになるぐらいになってきました。雪がフィンランドに
つもっていますか？りんより

188

8 才)

さんたさん プレゼント ありがとうございました。さんたさんは空（そりで）をとべていいで
すね。ありがとうございます しゅうより

189

(東京都 本田 鈴

(東京都 藤森 柊羽 8 才)

さんたさんへ プレゼントありがとう。ひしょさんにもつたえといてね。またきてね。サンタさ
ん大すき チュー♡

(東京都 中原 綾菜 8 才)

190

サンタクロースへ お手紙ありがとうございます。
さんたさんのすきなくだものは、なんですか。わたしは、かきとゆうくだものです。わたしは、
サンタさんにききたいことがあります。どうして、おもちゃとかをいっぱい出せるんですか。こ
んど、おしえて、もらえませんか おねがいしま～す。

191

(新潟県

伊部 来実 8 才)

サンタさん♡ サンタさん もーちゃんは、ずっとお手紙がくるのをまっていたよー。お手紙がき
てくれてうれしいよ～・
トナカイさんへ♡いつもふくろをはこんでくれてトナカイさんありがとう♡赤いはな大すき♡大す
き
トントたちへ♡まいとしプレゼントのじゅんびをしてくれてありがとう♡これからもよろしくね。
ももなより

192

(新潟県 荻原 ももな

8 才)

サンタクロースさんへ ふじさん五ごう目ではうまにのったりレストランでふんかカレーなどい
ろいろとたのしいことがあります。フィンランドではどうですか。わたしもフィンランドのこと
がもっとしりたいです。サンタさんもよいおとしをおむかえください。ちかねより
(新潟県 こかい ちかね 8 才)

193

サンタさん がんばってね サンタさんからのお手紙うれしかったよ。サンタさん クリスマス
プレゼントありがとう。
サンタさんは夏は何をしてますか？

194

(長野県

三井 優菜 8 才)

サンタさんへ プレゼントありがとう。よる、サンタさんがプレゼントをおいていくのを見たく
てたまりませんでした。サンタさんのくににいつか行きたくなりました。またくりすますにあい
ましょう。れみ・峻吾

195

(長野県

新家 玲海 8 才)

サンタさんへ お手がみありがとう。
ムオリさんや、トナカイ、トントさん、みんな元気ですか？わたしは元気です。
それと、プレゼントありがとう。げんかんの前に、あめがおいてあったのたべてくれてありがと
う。なごみより♡

196

(石川県

土井 和 8 才)

サンタさんへ、今年は、いい年でしたか？ぎもんですが、サンタさんは何さいですか？ぼくは、
８さいです。じゃあ、メリークリスマス。かずきより

(富山県

橋本 知樹 8 才)

197

サンタさんへ 毛糸帽子をサンタさんへいつもきれいな手紙をおくってくれてありがとうござい
ます。12 月 24 日に、サンタさんは、プレゼントをこどもべ屋においてくれました。でも私は
こどもべ屋のとなりでねていました。すいませんです。サンタさんからもらった本はきにいりま
した。ありがとうございました。つぎはデジタルカメラがほしい！

198

(愛知県

三田 千尋 8 才)

クリスマスにお手がみありがとうございました。なんでジャックのことしっていたんでしょう
か？
らいねんはなるべくサンタさんの字でかいてください。サンタさんのおなまえみょうじもおしえ
てください サンタさんは冬にクリスマスプレゼントをとどけて、冬がすぎ、はる、なつ、あき
はなにをやってるんですか？まいとしプレゼントをとどけてくれてありがとうございます。心か
らメリークリスマス

199

小山 詩織 8 才)

サンタクロースへ てがみありがとう。ちゃんと、べんきょうして、おてつだいも、するので、
またてがみをかいてね。ゆうや たくやより

200

(愛知県

(愛知県 山本 優弥・拓弥 8,6 才)

サンタさんへ プレゼントありがとう。 サンタさん おてがみありがとう くりスまス たく
まより
サンタさんへ サンタさんお手紙ありがとう！わたしはこのはがきをサンタさんにおくります。
サンタさんまい年いろんなプレゼントをありがとう！つぎのクリスマスはわたしからもプレゼン
トします
トナカイさんもがんばってメリークリスマス みすずより

201

(愛知県 高橋

美涼・拓麻 8 才)

♡わたしのゆめ♡わたしのゆめその１…わたしのゆめは、サンタさんとあって おはなししたり「あ
りがとう」ということです
しつもん…サンタさんはなぜ夜にくるんですか？
わたしのゆめその２ …もう一つのゆめは、ママのびょうきがなおって かぞくみんなでりょこ
うにいくことです
ママのびょうきがとんでくおまじない… ママのびょうきよ…とんでけーおそらのとおーくにと
んでけーなおっちゃえー

202

(愛知県 星野 有咲 8 才)

さんたさんへ おてがみをありがとうございました。
わたしは、さんたさんにはあえないけれど さんたさんはぜったいいます。わたしたちはクリス
マスがいちばんたのしみなひなんです。いつもプレゼントをありがとうございます。かぜをひか
ないでください。ことな・あやねより

(静岡県 佐野 琴菜・あやね 8,6 才)

203

サンタさんへ スイミングをならっています。
せおよぎがごうかくしました。つぎは、ひらおよぎをがんばります。さとうゆうかより
(静岡県

204

佐藤 優花 8 才)

サンタさんお手紙ありがとう あわてんぼうのサンタクロースのげき見てくれたんだね わたし
も心の中でサンタさんが見てくれているとおもっていました らいねんのクリスマスも手紙おく
ってね

205

(静岡県

向坂 彩乃 8 才)

サンタクロースさんへ サンタクロースさんは、みんなにプレゼントをあげるのはたいへんです
か？ちがう話です。わたしのゆめは、サンタさんにあうことです。わたしが大きくなってもおば
あさんでもぜったいサンタさんにあいたいです。ゆきなよりわたしは、えがへたですね。サンタ
さんのえをかくってむずかしいね

206

(滋賀県

尾本 雪菜 8 才)

サンタクロースへ お手がみありがとうございました。ラップランドってさむい？どこにある
の？
私は一度あって見たいです。サンタクロースさんだいすきです。これからもよろしくね。かぜや
インフルエンザいまは、しんがたインフルエンザもはやっているからきをつけてね。
(滋賀県

207

大江 優希 8 才)

サンタさんへ おひさしぶりですね！わたしは、元気です。サンタさんは、元気ですか？トント
たちも元気ですか？
いつかサンタさんと、いっしょにサンタさんのそりにのってみたいです。木下はるねより♡
(滋賀県

208

木下 晏寧 8 才)

まい年プレゼントありがとうございました。友だちがうでどけいをもっていたので ずっとほし
かったのでとってもうれしかったです。またこ年もプレゼントください よろしくおねがいしま
す。まってます。

209

(和歌山県 井口 杏咲羅 8 才)

お手紙ありがとうございます。サンタさんもいろいろと大へんですね。フィンランドは日本より
もさむいので、あたたかくしてください。ぼくは毎日こごえながらねています。
サンタさんはひげをそらないのですか。あんまりのばしすぎると、地面にひげがついてしまうの
で 気をつけてください。ぼくはまったくひげが はえていません。それではがんばってくださ
い。メリークリスマス！知也より
P.S.ぼくはがんばっているので、サンタさんもがんばってね。☆
(奈良県

松田 知也 8 才)

210

2009 年 12 月フィンランドのサンタさんへ お手紙ありがとう。
いつもプレゼントありがとう。
ドアにリースはないけど、サンタさんの顔をかざってあるよ。毎日なにしてるの。あわてんぼの
サンタさんと、まっ赤なトナカイの歌をしってるよ。家の中にクリスマスツリーをおいてるよ。
メリークリスマス！またおてがみちょうだいね、早穂より
サンタさんからのお手紙ですごく喜んでいます。
昨年の Xmas は主人が亡くなり、
悲しみの Xmas
でした。今年は楽しい Xmas にしたかったので、お手紙が届いただけで昨年とちがってすごい笑
顔でした。お手紙ありがとう。早穂ママより

211

(奈良県

嶋田 早穂 8 才)

サンタさんへ お手紙ありがとう それとプレゼントをまいとしありがとう。ほんとうは、はじ
めサンタさんいないよなとおもってたけど…この手紙がきて、ほんとにサンタさんがいるとしっ
たのでびっくりしました サンタさんにもんだいです さんたさんはおもちゃをつくってるんで
すか、それともどっかでかってるんですか

212

(京都府 竹内 里奈・実香

8,2 才)

サンタさんへ お元気ですか？わたしは元気です。わたしは毎日、小学校でがんばってべん強を
しています。もうすぐ３年生になるので３年生のべん強もしています。サンタさんはどうやって
わたしのことをみているのですか？サンタさんの国では小人たちはなんのしごとをしているので
すか？クリスマスがおわったので休けいですか？
今年のクリスマスもいい子でまっています。おかぜをひかないようにね。もえより♡
(京都府

213

牛嶋 萌恵 8 才)

サンタさんへ 「サンタさん大すき♡ メリークリスマス」サンタさんは、今げんきにしてますか？
みなは、とってもげんきです。みなは、サンタさんに二つだけ、ききたいことがあります。サン
タさんは、どこにすんでるんですか？あと、みなはほかのおもちゃがほしくなりました。サンタ
さんこれって「あり」ですか？しかどみなより

214

(大阪府

鹿戸 未奈 8 才)

ぼくの小学校では、 24 日にクリスマス会があって、おわらい、ビンゴ、てじななどの出しもの
があります。来てもいいですよ。みんなはサンタをしんじてないので、来て下さい。
(大阪府

215

岩渕 真大 8 才)

サンタさんへ お手紙ありがとう。さいしょは、びっくりしたけどとてもうれしかったです。あ
りがとう。
しつ問があるんですけど、なぜ人には、すがたを、見せてはいけないのですか？ぼくは、あえる
日をたのしみにしています。 坂本蓮より

(兵庫県

坂本 蓮 8 才)

216

サンタクロースさんへ

わたしのほしかったものをおぼえて、わたしにくださって ありがと

うございます。
すごいきにいって ときどき日曜日とかにすごいつかっています。
わたしも大きくなったらサンタさんになってみたいです。♡名前♡☆川岸小雪☆より♡
(兵庫県

217

川岸 小雪 8 才)

サンタさんへ 手紙ありがとう！うれしいよ。でもなんで「あーちゃん」ってあだ名を知ってい
るの？もしかして空から見てるのかな？
でもあーちゃんでいいよ 永井広美より

218

サンタさんへ

(兵庫県

永井 広美 8 才)

まい年プレゼントありがとう。さんたさんは、何人いるのですか。さんたさん

は、よる何時くらいにプレゼントをくばりはじめるのですか？おしえてください。みくより
サンタさん大すき！！サンタさん これからも、がんばってね

219

(兵庫県

田中 未空 8 才)

サンタさんへ まい年いいプレゼントをくれていつもありがとう。
いつもみんなにプレゼントあげてもお金なくならないのかな。今年もみんなのプレゼントくばっ
てね。こたろうより

220

(岡山県

鶴田 鼓太郎 8 才)

サンタへ てがみを、かいてくれてありがとう。
トナカイは、コケがすきなのがわかりました。
サンタさんは、何才ですか。サンタさんは、いちばん、すきなくだものは、なんですか。
サンタさんの友だちは何人ですか。
サンタさんの、家は、どんな、家ですか？
トナカイは、なんにんぐらい来るんですか？
どんな、動物が来るんですか？
メリークリスマス やまもとたくみより

221

(岡山県

山本 拓弥 8 才)

サンタさんへ 元気ですか。ぼくは、しゅじゅつをがんばっているのでサンタさんもおしごとが
んばって下さい。
メリークリスマス ゆうすけより

222

(広島県

瀧口 雄介 8 才)

サンタさんへ おてがみありがとう。おてがみのかみに、のっている、えが、カワイかったよ。
おてがみに、はってある、きってのえもカワイかったよ。これからも、おてがみ、おくってね。
かとうねなより

(広島県

加藤 音奈 8 才)

223

今お金をためています。お金がたまったらサンタさんに会いにきます。まっていてください。唐
木田乙華より。

224

(広島県 唐木田 乙華 8 才)

サンタさん、日本は梅の花が咲きはじめました。もうすこしあたたかくなると桜の花がさきます。
お花見に来てくださいね。れなより
桜もちおいしいよ。

225

(鳥取県

千秋 澪奈 8 才)

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。わたしは、そのときとってもう
れしかったです。
サンタさんは、元気ですか？わたしは元気です。サンタさんは、まだまだ、しごとがあると思い
ますが、がんばってください。わたしがおうえんします。
サンタさん、メリークリスマス！！わたしがおうえんしています。がんばれ！中ざわななみより
(佐賀県 中澤 奈々美 8 才)

226

サンタさんへ サンタさんまい年プレゼントありがとう。
サンタさんのすんでるところはどんなところですか。わたしのそうぞうをかいてみました。
(大分県

227

岡崎 ひな 8 才)

サンタクロースへ おてがみありがとう。わたしはげんきよ。げんかんにわたしがつくったリー
スがかざってあります。わたしもサンタクロースがプレゼントをあげるからワクワクしてくる。
いちねんにいっかいきてくれてありがとう。またこれからさきもよろしくね。もあより
(熊本県

228

伊藤 萌愛 8 才)

♡☆サンタさんへ！！☆♡クリスマスプレゼントありがとう！！
プレゼントをもらって弟もよろこんでいました。世界じゅうの人たちにプレゼントを運ぶのはた
いへんだけど、プレゼントくばりをがんばっているサンタさんは、大すきです！！これからもプ
レゼントをたくさんの人にとどけてください！！

229

(宮崎県

吉原 佳音 8 才)

サンタさん、へんじがおくれてごめんなさい。前いただいた夏の白夜の話はすごかったです。
ぼくも、白夜を見てみたいです。
あまみでは、かいき日食がありました。９時半ごろ、太ようがほんの少しかけはじめました。そ
の後は、くもっていったけど、くらくなるのが分かりました。
げんりは分かっていても、ふしぎだったです。見たあと、見られる時に、見られる所にいてよか
ったとお父さんとお母さんと話しました。
サンタさんにていしんパークで会えて、話せて、とてもうれしかったです。

ことしは、勉強をがんばりたいです。来年もお元気で日本に来て下さい。
(鹿児島県

岩 篤 8 才)

