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【9 才の部】 

230 さんたさんへ プレゼントありがとう♡うれしかったです♡今年は、サンタさんにもいいことあり

ますように！ 

今年のプレゼントもよろしくおねがいします。                     (北海道 尾田  奈津子  9 才) 

231 サンタさんへ サンタさんお手紙ありがとう！わたしはサンタさんに「サンタさんがくれる物で

いいよ」と言ったら、わたしがほしいなとママに言ったダンボのぬいぐるみとリュックを２つも

くれましたね。これからもクリスマスの日 はいたつをがんばってください！！ 原谷侑梨奈よ

り                                                             (北海道 原谷 侑梨奈  9 才) 

232 フィンランドのサンタサンへ  

ことしも１年がすぎました。お元気ですか？わたしは、げんきです。サンタサンなんていないと

思っていましたが、やっぱりいたんですね。プレゼントシルバニアの家のおふろとトイレをつけ

てくれてありがとうございました。いまたのしくあそんでいます。なぜサッカーやっているとわ

かったんですか？やっぱりそらからみていてくれたんだと思いました。 

                                                                            (北海道 千葉 七海  9 才) 

 

233 プレゼントありがとうございました。 

そろばんをがんばるので、またプレゼントをお願いします。 

世界が平和になりますように。                                    (青森県 佐々木 海希  9 才) 

234 メリークリスマス！！サンタさん！わたしのたん生日は 12 月 21 日でしたよ！！ 

クリスマスが近づきましたね。クリスマスがすぎると、大みそか、そしてしん年をむかえますね。

クリスマスがすぎてからも元気でいて下さいね。そして、つぎのクリスマスまでずーっと元気で

いて下さいね。お手紙ありがとうございます！ 希美より             (岩手県 泉澤  希美  9 才) 

235 サンタさんへ サンタさん、元気ですか サンタさん大すきで、サンタさんを見たいんですけど、

見たらサンタさんがこなくなると言ううわさをきいていて見るゆうきがありません。おれいをし

たいけど、できないので、てがみでおれいをします。毎年ありがとうございます。ののかより。

大すきサンタさん♡                                              (宮城県 新井 野乃佳  9 才) 



236 サンタさんこんにちは。 

ぼくの住んでいる日本はまださむいです。 

今は冬のオリンピックをやっているのでテレビで見ています。ぼくも、カナダやアフリカに行っ

てみたいです。サンタさんは、夏はどうしているんですか？サンタさんは、かぜをひくんですか？ 

へんじを楽しみに待っています。 駿哉より 2010.2.20          （宮城県 大友 駿哉  9 才) 

 

237 サンタさんへ！元気が出ました。 

お手紙ありがとう♡おともだちいっぱいつくるネ！！クリスマスプレゼントは、スティッチの「か

せっと」がいいんだけど、おもたかったら、いりません。みんなにプレゼントくばるのがんばっ

てください。 

クリスマスにできたら、おかし、おいときます。まいかより♡       (千葉県 小比類巻 舞香  9 才) 

 

238 サンタさん ハッピーメリークリスマス！！ 

サンタさんへ わたしは、サンタさんから手紙が来たからびっくりしました。だって遠い国から

だからです。サンタさんは、世界じゅうの人にプレゼントをわたすなんてすごいと思いました。

サンタさんって本当にすごい。                                    (千葉県 内藤  亜美  9 才) 

239 平成 21 年 12 月 17 日 サンタさんへぼくは、お元気です。これから作ります。ぼくも、九才

になりました。成長も、しました。メリークリスマス。 野口慧大より 

(千葉県 野口  慧大  9 才) 

240 サンタさんへ サンタさんからもらった４つのぬいぐるみちょーかわユイです。その中でも１番

わたしがきにいっているのは、アルパカです。１番大きくてだきやすい！去年は手紙だせなくて

ごめんなさい。今年はぜったい手紙だします。おかしもたのしみにしていてください。今年で４

年生！ るみ                                                     (千葉県 松田 琉海  9 才) 

241 サンタさんへ 元気にしていますか？私は元気です。 

きょねんは、ありがとうございます。また、寒い日に遊びに来て下さい。まってます。私のお母

さんが、「会いたい」っていってました。私のおうちに、とまって下さい。 こうのみれいより 

                                                                           (茨城県 河野  美伶  9 才) 



242 サンタさんへ お手紙読みました！さんたさんは秋から冬にかけてたいへんなんですね。トント

たちの作ったすてきなリースってきになります。一度見てみたいです。もうクリスマスが近いか

ら毎日ドキドキしています。さんたさんがかいた手紙、家族の前で読みました。メリークリスマ

スも言いました。いままでで、一ばん楽しいクリスマスにしたいです。 さよより 

                                                                            (埼玉県 梶山 沙世  9 才) 

243 サンタさんへ フィンランドは、今でも寒いですか？ 

サンタさんは、春休み何をやっているのですか！ 

フィンランドのラップランドの夏は、暑いのですか。 

わたしは、一度フィンランドのラップランドに行ってみたいです。 

あとオーロラをみてみたいです。 

サンタさんのお母さんとお父さんは、だれなのですか。 

また来年クリスマスイブに来て下さい。９才 佐藤由梨より             (埼玉県 佐藤 由梨  9 才) 

 

244 サンタさんへ 24・25 日はありがとうございました。 

私は前から、サンタさんにしつもんしたい事が２つありました。 

１つ目は、とどける時間はどれくらいですか？ 

２つ目は、えんとつがない家はどうするんですか？ 

私も、サンタさんみたいにみんなのやくにたてる人になりたいです。よこてまやより  ありが

とう！ 

 

サンタさんへ 毎年フィンランドから日本へ来てぼくたちにプレゼントをくれてありがとうござ

いました。ぼくは、きょ年は Wii フィットで今年は Wii スポーツリゾートをもらってうれしかっ

たです。らい年は、何がくるか楽しみです。横手壮太より ハッピーニューイヤー 

                                                                      (埼玉県 横手 真弥・壮太  9,8 才) 

 

245 サンタさん、お手紙ありがとうございました！！わたしはいつもさんたさんからのお手紙をもら

ってうれしいです。来年も、お手紙下さい。お願いします。さんたさん大好き♡ 

                                                                           (神奈川県  牧 朋花  9 才) 

246 サンタさんお手紙ありがとう。サマーカード楽しみに待っているね。今、ウッズと仲良くするた

めにがんばっているよ。サンタさん今年もプレゼントくばるのがんばってね。コルバトゥントゥ

リ山から、サンタさんくるのたいへんそうだね。コルバトゥントゥリ山もいそがしいけど、プレ

ゼントくばるのもいそがしそうだね。でもがんばってね。すずか 

(神奈川県  矢野  珠々香  9 才) 



247 サンタさんへ サンタさんいつもプレゼントをありがとうございます。 

サンタさんは遠くからきているのに世界中にプレゼントをとどけててすごいなぁと思いました。

今年もぼくの家にきてください。サンタさんまっています。12/22（月）あらいりゅうと ARAI  

RYUTO                                                      (神奈川県  荒井  龍斗   9 才) 

 

248 サンタさんへ 毎年プレゼントをもってきてくれて、どうもありがとうございます！ 

サンタさんにしつもんがあります。どうして、ひげをきらないんですか？きになります。あと、

サンタさんにおくさんがいたんですね♡♡♡… 今井ひとみより          (神奈川県  今井 瞳  9 才) 

249 サンタさんへ お手がみありがとう！！ 

お手がみ来た時は、本当にびっくりしたよ！会ったことは、ないけど、きっとやさしそうな人だ

と思っています 今年も、サンタさんからのお手がみほしいです。 (神奈川県  佐々木 彩夏  9 才) 

250 サンタさんへ 夜、どうやって、えんとつのない家に入っているんですか？何さいまでプレゼン

トはもらえるんですか。どうして、だれにも気づかれないんですか？サンタクロースは、なぞば

かりです。なるべく、いつまでもプレゼントください！！           (神奈川県  寺見 勇輝  9 才) 

251 サンタさんへ プレゼントをどうもありがとうございました。 

ママは、いらないなんて紙をはっていましたね。それでももって来てくれてうれしいです。来年

もまってま～す。 

来年成績が悪かったり、勉強しなかったらいらないですョ プレゼントは成果で宜しくです（母） 

                                                                         (神奈川県  安藤 沙貴  9 才) 

 

252 サンタさんへ 今年はトラどしですね！！ 

フィンランドサンタさんは何どしですか？？わたしはたつどしです。 

サンタさん大すき！！サンタさんにたくさんの幸せがとどきますように。ふうかより 

                                                                       (神奈川県  大河原 颯花  9 才) 

253 サンタさんとトナカイさんへ♡ ♡かないのぞみ♡ 

いつもクリスマスになると、すてきなプレゼントをとどけてくれてありがとう。わざわざフィン

ランドからきてくれてありがとう 。２月は、すぎるけど、12 月になったらつくえにバレンタ

インデーのチョコと、あたたかいココアをよういしとくね。となかいさんのぶんもね。12 月に

またくるのをまっています。♡サンタさん大好き♡ ♡トナカイさん大好き♡ 

                                                                          (神奈川県  金井 望美  9 才) 



254 サンタクロース様へ こがらしがふき、たくさんの家に灯りがともるような気持ちになる季節が

やってきました。日本から今日は。ぼくは、今九才です。今年はとくべつ本がたくさん読めるよ

うな気がします。気候のせいでしょうか？ぼくは大きくなったからだと思います。６才のころ、

とし上の人を見て大きいなと思うことがしょっちゅうだったのに、今はあまりそういうことがあ

りません。フィンランドは、寒そうですね。こちらも少しずつ手袋がこいしくなります。おわか

れの前に１つ言っておくことがあります。この手紙は、12 月に書いたものですが、サンタさん

も忙しいと思い少しずらしてだすことになります。お仕事おつかれさま 12 月 17 日 日本の

横浜 藤村敦                                                     (神奈川県  藤村 敦  9 才) 

 

255 Hyvaa  joulua  ja  onnellista  uutaa  vuotta! 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

フィンランドのサンタクロースさんから、すてきなプレゼントをいただき家族揃って楽しいお正

月を迎えました。 

今年もよろしくお願い申し上げます。 平成二十二年元旦 

（俳句）湯けむりに 輪飾かすみ 初明かり                       (神奈川県  中山 優樹  9 才) 

256 さんたクロースさんへ ことしも、いそがしそうですね！わたしも、サンタクロースさんの家（→

フィンランド）に、行ってみたいな！ 

ことしも、ゆきが、ふってくれるといいです。「ゆきが！パラパラ」「パラパラ」メリークリス

マス！ すずか・はるか・ふうせいより                             (東京都 岩間  涼香  9 才) 

257 大好きなサンタさん こんにちは。 

わたしは、詩をかくのがとくいです。 

こんど詩をあげます。 

わたしの詩をずっとのこしておいてください。 

そうすると、詩集がつくれます。 鎌田莉穂                         (東京都 鎌田 莉穂  9 才) 

258 メリークリスマス！！ 

サンタさんへ わたしは、12 月 24 日にサンタさんがくるのをすごく楽しみにしています。 

げんかんの所にわたしからサンタさんにプレゼントをよういしています。だからとっていってく

ださい。サンタさんもげんかんの所にプレゼントをおいてください。みれいより 

24 日のよる７時にきてください                                  (長野県  大坪  美麗  9 才) 



259 サンタサンへ お手紙ありがとう。 

ゆうびん局から、手紙がとどいたのは、はじめてです。とってもうれしかったです。 

サンタサンからまた手紙がくるのを楽しみにまっています♡ 三村菜桜より 

                                                                           (長野県  三村  菜桜  9 才) 

260 サンタさんへ 毎年プレゼントありがとう。 

12 月 23 日は、お母さんのたん生日でクッキーを作りました。 

チョコペンでかざりつけをしたりして楽しかったです。味もおいしかったです。 

弟とはケンカは、しょっちゅうしてるけどすぐになかなおり いつも楽しい一日をすごしていま

す。 

最後に一言 メリ～クリスマス！！                                  (富山県  原  千乃  9 才) 

 

261 サンタさんへ、日本は、今新がたインフルエンザが流行しています。フィンランドは、寒いので、

ウイルスはいないんですか。あと、もう一つのしつもんに答えてください。フィンランドにこわ

い話はありますか。ここに時間があれば、かいだんをかいてください。中りゃくしてもいいです。

かいだんをおねがいね。だい名と話→                                (富山県  紺谷 睦  9 才) 

262 サンタさんへ。 なぜ、わたしのすきなキャラクターや、わたしの、ほしい物が、わかるんです

か？ 

トナカイのそりに乗って、空を、毎日とんでいるんですか。それだったら、わたしのキャラクタ

ーや、ほしい物がわかるけど、夏や、昼間、空を見上げても、トナカイのそりは、見えません。

そのひみつを、教えて下さい。上田みなみ                         (福井県  上田 みなみ  9 才) 

 

263 サンタクロースさんへ お手紙ありがとうございました。うれしいです！今年のプレゼントは、

とくべつでした。 

来年のプレゼントもよろしくおねがいします！家でまってます！ありがとうございました。政村

冴夏より 

来年もがんばってね。                                             (愛知県  政村 冴夏  9 才) 

264 サンタさんへ クリスマスプレゼントありがとうございました。来年のプレゼントを楽しみにま

っています。 

フィンランドにサンタさんがいるなんてわかりませんでした。ほんとうに、ありがとうございま

した。ずっとえ顔でいてください。 みゆより☆                  (静岡県  和久田 実柚  9 才) 



265 DEAR→サンタさんへ 毎年プレゼントをとどけてくれてありがとう 何才になるまでプレゼ

ントをとどけてくれるんですか？？？ 

サンタさんに会いたい！ FROM→ゆめとけんしんより                (奈良県  中 優芽  9 才) 

266 ○サンタさんへ 手紙ありがとうございました。 

わたしの家のれいぞうこに、マドレーヌをおいてあるからよかったら食べていってください。 

サンタさんがくるのまってます。あやより                            (奈良県  浦瀬 絢  9 才) 

267 サンタさんありがとう サンタさん手紙ありがとう！！手紙のおかげでとっても元気になった

よ。いつもみまもってね！ほんとうにありがとう。                    (奈良県  東阪 京  9 才) 

268 サンタさんへ お手紙ありがとう。お手紙をよく読んで、ぼくの方からも、サンタさんにお手紙

あげるよ。ぼくも読んだからサンタさんも読んでね。ぼくは、フィンランドのことを、よく知ら

ないけど、少しだけ知っているところもあるよ。ぼくは、プレゼントをくれるサンタさんのこと

が大すきだよ。来年もプレゼントをくれるように、友だちにいじわるをしたりしないよ。メリー

クリスマス！ 涼太郎より                                         (大阪府  薮 涼太郎  9 才) 

 

269 サンタサンヘ♡ 手紙ありがとう♡。そのもサンタサンに何をもらうかたのしみ～。ピアノがうま

いっていってくれてありがとう。プレゼントおねがいします。またへんじくいださいね！

SONOKA より                                                   (大阪府  品川  苑花  9 才) 

270 サンタさんへ お手紙ありがとう。サンタさんからお手紙がきたときびっくりしました。サンタ

さんってすごいよね～！！ 

なんでかっていうと、世界中の子どもたちにプレゼントを送っているんだよね！やさしくってす

ごいっていいよね！ももより                                       (大阪府  東尾 萌々  9 才) 

271 冬にいつもすごく遠くからプレゼントありがとうございます。 

メリークリスマス 友永隼音より                                   (大阪府  友永 隼音  9 才) 



272 サンタさんへ いつも、やさしいサンタさん、また、楽しいプレゼントを、12 月に、ください。 

その日を、とっても楽しみに、しています。 

わたしの、いもうとにも、プレゼントをあげてください。そのときの、いもうとの、としは、１

才 11 カ月です。また、大きくなっているので、プレゼントを、あげてください。１才なので、

とても、よろこぶと、思います。わたしも、プレゼントを、ください。そのときは、わたしは、

９才です。なのでおねがいします。 

とっても、プレゼントをくれたら、うれしいです。                    (兵庫県  梶 朔良  9 才) 

 

273 サンタさんへ 毎年プレゼントありがとうございます。サンタさんもたまには、ここ（日本）に

遊びに来て下さい。そして幸せでいて下さいね。待ってま～す！！かりんより 

                                                                           (兵庫県  竹村 香凜  9 才) 

274 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。 

サンタさんのお手紙を見て、びっくりしたこと、いっぱいありました。いちばんびっくりしたこ

とは、サンタさんにおくさんがいたことです。 

サンタさんお仕事がんばってください。私もべんきょうがんばります！プレゼント楽しみです。

私より心をこめてサンタさんに メリークリスマス！                 (兵庫県  鶴来  香穂  9 才) 

275 サンタさんへ☆家には、リコと言う犬がいます。いつもわたしのひざの上にあごを乗せています。

とても、重いです。犬のしゅるいは、ミニチュアダックスフンドです。たん生日は、2005 年５

月 21 日です。５才です。夏海より 

しあわせ いっぱい 四葉のクローバー                             (兵庫県  行縄 夏海  9 才) 

276 サンタさんへ お手紙ありがとう♡ トナカイの大好物ってコケなんだね。 

ゆいのいとこのみゆちゃんにも お手紙あげてね♡ 

ゆいは心の中のねがいごとがありま～す。 

サンタさんのかおがみた～い 

「かわいい」っていってくれてありがとう。 

ムオリさんとなかよくしてね♡大～好きだよ♡♡♡(藤原有唯）より        (兵庫県  藤原 有唯  9 才) 

 

277 サンタさんへ 手紙をくれてありがとう。 

フィンランドはさむくないですか。こっちはまだ雪がふってないけどさむいです。 

サンタさんのトナカイは赤いはななんですか。 

わたしはもうすぐ４年生になります。べん強がむずかしくなるそうです。がんばらなきゃっ あ

やのより メリークリスマス                                     (兵庫県  渡邊 あやの  9 才) 



 

278 さんたさんへ お手紙ありがとう。私の家にもまあるくて、かわいいリースがげんかんにかかっ

ているよ。もうちょっとで、クリスマスだから、ドキドキしてくるよ。後、もうちょっとで私の

たんじょう日 ドキドキが２つあるみたいでわくわくしてくるよ。「早くクリスマスになって、

プレゼントがとどくといいな」っと思っています。心をこめて、メリークリスマス！るみなより 

(兵庫県  国友 瑠美奈  9 才) 

279 サンタさんへ サンタさん、お手紙ありがとう！楽しいクリスマスがすごせたよ！ 

サンタさん、かぜひかないように気をつけてね！ところで、サンタさんのたん生日はいつですか？

教えてください！できればサンタさんの写真もほしいです！もう一つクエスチョンします。サン

タさんは、どうやって家の中に入っているのですか？できれば教えてください！ 

                                                                  (岡山県  今西 ふみか・ひろき  9,6 才) 

 

280 サンタさんへ おひさしぶりです！サンタさん 今、日本では、ゆきがいっぱいつもっています。

学校に行く時がたいへんです。でも、とても楽しいです。私が大人になったらお会いしましょう！

プレゼントおまちしています！ 

いもうとがうまれました！日本の、坂口さくらより！サンタさん…！大好キ！ 

                                                                          (鳥取県  坂口  さくら  9 才) 

 

281 サンタさんへ プレゼントくれてありがとうございます。 

ぼく、がんばりますから、見ていてください。べんきょうがんばります。 

そしてかっこいい礼のお兄ちゃんになってみせます。                 (愛媛県  小林 海斗  9 才) 

282 サンタさんへ サンタさん、手紙をくれてありがとう。 

サンタさんは、フィンランドにすんでいるんですね。赤鼻のトナカイ・ペッテリの角もどんどん

のびて、ようせいのウウラス・トントのせも伸びて、ズボンも短くなってたいへんですね！サン

タさんは、クリスマスにいつもプレゼントをみんなにわたしてるんですか。わたしは、ラップラ

ンドのサンタさんと赤鼻のトナカイのペッテリとようせいのトントと会って見たいです。サンタ

さん これからもがんばってください。                         (愛媛県  谷口  愛理  9 才) 

283 サンタさんへ まいとしまいとしプレゼントをくれてありがとう。これからはがんばってパパと

ママの言うことをききまーす。 も音より                          (徳島県  山田 萌音  9 才) 



284 「サンタさんへ」毎年、12.24 の真夜中に全国のみんなへプレゼントをとどけてくれて、ありが

とうございます。 

わたしは、今年、人生ゲームがほしいです。「サンタさんに会いたい！」と毎年思っています。 

弟、啓太は１才だから何がほしいのか、わかりません。でも、サンタサンなら分かってくれるよ

ね！それでは、「メリークリスマス」なつみ♡啓太より              (福岡県  山根 なつみ  9 才) 

 

285 サンタさんへ 元気ですか？わたしは元気です。 

サンタさんは今、何才ですか。サンタさんは今は何をしていますか。わたしはサンタにあってみ

たいと思います。フィンランドのラップランドはたのしいですか。わたしに長い字でお手紙をか

くとき手がつかれるでしょうね。智子より                           (福岡県  髙田 智子  9 才) 

286 サンタさんへ サンタさんこんにちは。去年７月に、私は福岡に引っ越してきました。だから私

は前にいた長崎と、今いる福岡にたくさんの友だちがいます。サンタさんには、世界中に友だち

がいるのですか？？サンタさんは、いつもクリスマスに来てくれてプレゼントを持ってきてくれ

るので、みんなも私といっしょで、サンタさん大好きだと思います。いつもサンタさんありがと

う！！サンタさんが私はだ～いすきですよ♡ 境真由 サマーカード待っています♡ 

(福岡県  境 真由  9 才) 

 

287 サンタさんは、世界のみんなのことをどう思っているのですか。夏にとどくサマーカードにこの

しつ問の答えをできればのせてください。 

夏は夏休みがあるし、冬はクリスマス、お正月があったりして、とても楽しみです。 

サンタさんは、どのくらいの子どもたちと手紙を交わしているんだろう。なぞです。 

楽しい日々をすごしてください。                                  (長崎県  赤司 千夏  9 才) 

 

288 サンタサンへ ほくとに、手がみをくれてありがとうございます。 

でも、ぼくはあたまがわるいけどスポーツは大すきです。 

ぼくも、赤はなのとなかいがつかれた時はよんでください。いつでもいいからよんでください。

大すき ほくとより                                            (鹿児島県  大薄  北斗  9 才) 

 

289 サンタさんへ 手紙ありがとうございます。ぼくは、一年間でちょっとだけ大きくなりました。

クリスマスツリーのかざりつけは、トナカイやサンタさんすずつきリボンをかざりつけしました。

リースもかかっています。卓球は、家やクラブ、お兄ちゃんに教えてもらって、ちょっとだけう

まくなりました。 

ぼくもいつかサンタさんにあえるのを楽しみにしています。ぼくは、楽しいクリスマスをおくり

たいです。柊吾より こころをこめて、サンタさんにメリークリスマス！寒いので、体にきをつ

けてください。柊吾より                                         (鹿児島県  福田 柊吾  9 才) 



 

290 毎年プレゼントありがとうございます。世界中をとびまわっている気もちは、どうですか。お手

紙ありがとうございます。かぜにはきをつけてください。ぼくは、サッカーをがんばっています。

また、次も しあいで点をとりたいです。メリークリスマス         (沖縄県  渡久山 貴瑠  9 才) 

 
【10 才の部】 

291 サンタさんへ わざわざ、フィンランドから手紙を、くれて、ありがとう♡ 

２４日クリスマスイブだよ。サンタは、全こくの子どもたちのために、プレゼントを、はこぶん

だね！もちろん、るかにも。そんな、サンタは、そんな、ひまがあるの？それとも、１年じゅう、

クリスマスにむけて、子どもたちの、プレゼント、よういしてるの？ 

るか、からも、メリークリスマス♡るかより                        (北海道 小玉  瑠海  10 才) 

292 サンタさんへ サンタさん、毎年、ありがとうございます。やっぱりクリスマスの前は、いそが

しいんでしょう？ごくろうさまです。毎年、手紙をくれて、ありがとう♡来年も、たのしみにまっ

てます。田中彩夏より                                           (岩手県 田中  彩夏  10 才) 

293 サンタさんへ ぼくへの手紙ありがとうございました。ぼくとお母さんで、すてきなリースを作

りました。サンタさん、お家でお待ちしています。ぼくはサンタさんを信じています。願いのを

もらえたらうれしいです。 丈よりメリークリスマス！！           (宮城県 小野寺  丈  10 才) 

294 サンタさんこんにちは、ぼくは、今４年生です。この絵は、ぼくががんばってかいたサンタさん

とトナカイの絵です。サンタさんは今なにをしているんですか？ぼくはもう４年生のまとめをや

っています。夏にお手がみください まっています。 なおき        (千葉県 佐藤 直樹  10 才) 

295 サンタさんへ お手紙ありがとうございます、それと、プレゼントもありがとうございます！サ

ンタさんは、フィンランドのコルバトゥリ山に住んでいるんですね！ふうとうにはってあったき

っては、とてもかわいいですよ！ 

あやの家のげんかんにも、クリスマスリースがかざってあります。それじゃあ、来年もよろしく

お願いしま～す！つまのムオリさん、トント、トナカイにも！よろしくＡＹＡ 

                                                                            (千葉県 中牧 あや  10 才) 



296 フィンランドのさんたさんへ さんたさん 25 にちありがとう。さんたさんぷれぜんとありがと

う。さんたさんはぷれぜんとをつくってるの。それともかってんの。うきょうとなぎさより。 

さんたさんにほんにあそびにきてね。                        (茨城県 猪俣 優響・和沙  10,6 才) 

297 サンタさんへ お手紙ありがとうございました。史保はとっても元気です！クリスマスプレゼン

ト楽しみにしています。でまどにおかしを置いておきますので食べて下さい。あと、お手紙も置

いときますので読んで下さい。史保の家にもクリスマスツリー（小さいの）をかざっています。

そ・し・て・トントさん＆トナカイさん、サンタさんのお手伝いごくろうさまです。史保の身長

は 140ｃｍくらいにもなりました。トントたちはどのくらいのびたのかな？ 

（サンタさんへ）おかしはトントさんたちの分とサンタさんの分もふくろに入れておくので食べ

て下さい。おへんじまってます。サンタさんが大好きな SHIHO より 

                                                                           (栃木県 谷内 史保  10 才) 

 

298 サンタさんへ プレゼントありがとう。サンタさんは、いそがしい日のしめくくりは、おいしい

おかゆのじかんなんでしょ。えみりもおかゆたべてみたいな。そういえば、クッキーとぎゅうに

ゅうおいしかった？トントたちは、リースつくるのじょうずだね。牛小屋のドアには、ミルクか

んのかざり、ゆうびんきょくのドアには、きってのはられたふとうのかざりがついているんだね。

きっときれいなんだろうな。えみりの家にもリースがあるけど、おみせでかっちゃうなぁ。つぎ

はえみりもリースつくってみる。サンタさんかぜひかないでね。えみりもかぜひかないように、

ちゃんと手あらいうがいするね。メリークリスマス emiri          (埼玉県 横田 恵美里  10 才) 

299 さんたさんへ ぼくは、ほんとうは、プレゼントは、ほしいです。だけど、お母さんはもうはや

とのプレゼントは、もらったからまたらいねんの 12 月にしなさいといいました。ぼくもそうお

もいました、またらいねんプレゼントをおねがいします。くぼはやとより 

                                                                          (埼玉県 久保  勇人  10 才) 

300 Merry  Xmas and a Happy New Year. 

Wishing you a good year and a healthy life! 

When you come to my House, Please eat may hand made sweets♡ 

Thank you for every year.                                      (埼玉県 丸山  恭加  10 才) 

301 まいとしまいとしいちばんほしいものを いっぱいおいていってくれてありがとうございます。

古川いずみ 

まい年、まい年ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。古川正人 

(神奈川県  古川 正人・いずみ  10,8 才) 



302 サンタさんへ クリスマスの日に、「星空ナビ」と「宇宙のまんが」をありがとうございます！

まんがは、お正月になる前に、おもしろくて、全て、読みました！まんがと、星空ナビで分かっ

た事を、冬休みの自由研究にしました！ 

来年も、たのしみにしています！がんばってください！！のあより 

                                                                         (神奈川県  本橋  のあ  10 才) 

 

303 サンタさん  こんにちは！お元気ですか？ 

しつもんしたいことがあります。 

①サンタさんは、夏何をしていますか？ 

②サンタさんは、日本語、日本の字わかりますか？ 

③何で私のたん生日しっているんですか？です。 

では、トントさん、トナカイさんたちに元気ですかって言って下さい 毎年ありがとう 

                                                                        (神奈川県  檀上 しづき  10 才) 

 

304 サンタさんへ サッカーボールをくださってありがとうございました。サンタさんがくれたボー

ルでリーダーにほめられたり、リフティングのかいすうがふえたりしたのでうれしかったです。

サンタさんありがとうございました。ほんとうにほんとうにありがとうございました。谷内創一 

PS お手紙ありがとうございます。                              (神奈川県  谷内 創一  10 才) 

305 ぼくは学校で長野県の黒姫へ行って雪で遊んでいました。しかしそりに乗っていたけどと中で転

びほねにひびを入れてしまいました。その時とてもいたかったです。早く治したいです。 

来年のクリスマスも楽しみです。                                 (東京都 長野  貴大  10 才) 

306 サンタクロースさんへ メリークリスマス。毎年、世界中の人にプレゼントをおくってくれてど

うもありがとうございます。サンタクロースの仕組みはサンタクロースがみんなのほしいプレゼ

ントを聞いて、エルフがそのみんなのほしいプレゼントを作ってサンタクロースがみんなにくば

るという仕組みですか？ 

来年のクリスマスもプレゼントをくばる仕事を、がんばって下さい。    (東京都 阿保  澄  10 才) 

  

307 サンタさん手紙ありがとうございます。 

学校でぼくのクラスと妹のクラスで手紙をもらったのは、ぼくたちだけでした。うれしかったで

す。またプレゼントをください。悠月より 

プレゼントくばりがんばってください。                              (東京都 梅澤 悠月  10 才) 



308 サンタさんへ お手紙ありがとうございます。 

約束：来年はがんばって英語で書けるようにします！！本物のトナカイの写真おくってくださ

い！！ 

水泳はさ来年までに、４級か３級にしん級するようにがんばります！！はるかより 

                                                                             (東京都 亀谷 遥  10 才) 

 

309 ♡サンタさんへ♡毎年、クリスマスが近づいてくると、お手紙をくださってありがとうございます！

サンタさんからのお手紙、ちゃんと、残してあります。私は、クリスマスが大の大の大の大すき

だから、いつもクリスマスが近づいてくると、サンタさん、来るかな…？と、ワクワクします。

はやく、サンタさんに、あいたいです♡♡☆私がほしいのは、チョークと中くらいの、黒板です。

24 日、楽しみにしています！！もね                              (東京都 服部 百音  10 才) 

 

310 サンタさんへ 毎年プレゼントありがとう。次のクリスマスが楽しみです。サンタさんのことは

大好きです。 

今年は、去年できなかったことをがんばりたいと思います。 

最近は、習い事の空手にむ中です。水泳にもむ中です。 

サンタさん元気でね                                              (東京都 山根 勝成  10 才) 

311 サンタさんへ お手紙、ありがとうございます。ぼくは、今年のクリスマス楽しみにしています。

サンタサン、プレゼントくばり、がんばってください。今年もがんばってください。横山翔大 

メリークリスマス サンタさん                                   (新潟県  横山  翔大  10 才) 

312 サンタさんへ お手紙ありがとう♡ 

フィンランドの様子がよくわかりました。わたしの家ではもうツリーを出しました。サンタさん

のかざりもつけたよ。 

かぜをひかないように気をつけてね。陽奈より 

早くサンタさんにあいたいなー                                   (新潟県  寺﨑 陽奈  10 才) 

 

313 サンタさんへ いつもプレゼントありがとうございます。サンタさんは、何才ですか？ 

サンタさんは、なんで、わたしたちがほしいプレゼントを分かるんですか？手紙？かんじて？サ

ンタさんの電話とゆうびん番ごうは、なんて言う電話とゆうびん番ごうなんですか？たん生日は

いつですか？教えてください！みほとまほより                     (富山県  浅岡 美穂  10 才) 



314 サンタさんへ いつもすてきなおてがみありがとう！とってもかわいくていっしょうけんめいに 

はたらいている小人さんたちのようすがすごくわかります。 

これからもがんばってください ゆかり 

小人さんたちへ いつも子どもたちみんなのためにプレゼントをいっしょうけんめいやすまずつ

くってくれてありがとう。とてもかんしゃしています。おかえしは↓にかいてあるえです。へた

でごめんなさい                                                 (愛知県  坂 侑香里  10 才) 

315 サンタさんの国、フィンランドの学校の授業はどんなことをしていますか？また、夏休みや冬休

みはありますか？ぼくの学校の授業では、体育や算数など、約 10 科目もあります。夏休みは 40

日間、冬休みは２週間あります。宿題はあるけれと外で元気に遊んでいます。 

間瀬侑弥・陽祐より                                         (三重県  間瀬  侑弥・陽祐  10 才) 

316 サンタさんへ 毎年プレゼントをくばってくれて、ありがとうございます。この前は、いそがし

いのにお手紙をくださってありがとうございました。うれしかったです。サンタさんに一度会っ

てみたいな。サンタさんに会えないのがとってもざんねんです。私たちにゆめときぼうとプレゼ

ントをくれて本当にありがとうございます♡                        (静岡県  牧田 すずか  10 才) 

 

317 サンタさんへ わたしは春休みにハワイにいくよ！サンタさんがいる所は、一年じゅうさむいと

思うけど、ハワイは、一年じゅうあたたかいよ！！ハワイは、海がきれいでおよぐときもちいい

よ！！サンタさんもハワイいってみてごらん さきより              (静岡県  吉澤 紗妃  10 才) 

318 サンタさんへ お手紙ありがとう。トナカイさんも元気にしているみたいだね！わたしの家まち

がえないようにしてね。えんとつないけどだいじょうぶ？楽しみにまってま～す ※サインくだ

さーい。雪もふらせてヨロシク                                   (静岡県  長岡  和奈  10 才) 

319 YONEX のサンバイザーをいただけてういれしいです。ぼくのほしい物分かってたかな？来年は

日本（ＪＡPAN）で活やく中のプロゴルファー石川遼プロ（RYO ISHIKAWA）の愛用品を下さ

い。サンバイザーはもらえたのでバイザー以外でお願いします。ぼくはプロゴルファーになりた

いです。 

JAPAN KAI KAWAGUCHI 

今は、下手だけど練習をかさね なりたいです。ゴルフ場へ行く時は、サンタクロースにもらっ

た、サンバイザーをかぶってラウンドをします 12/25 クリスマスの日楽しみにしてます！！

トナカイと一しょに来てね！！ 

うれしかったなぁ                                               (奈良県  川口 佳依  10 才) 



320 返事おそくなりましたがクリスマスプレゼントありがとうございました。今年の４月でぼくも５

年生になります。今年も勉強や遊びそして習い事をしっかりがんばります。 

好ききらいもあるけどだんだんへらしていきたいのでクリスマスに見に来てください。よろしく

お願いします。 2010 年 2 月 20 日鶴﨑雄大より                (京都府  鶴﨑 雄大  10 才) 

321 サンタさんへ サンタさんのところは雪がふっていると思いますが わたしのところは１月にな

って雪がやっとふりました。 

今年のプレゼントもおねがいします。去年は、プレゼントほしいものがとどいてよかったです。

わたしのところはもうすぐ春で桜がさきはじめます。サンタさんのところはどうですか？またお

へんじくださいね。                                               (京都府  大部 七海  10 才) 

322 サンタさんへ こんにちは！！すてきなお手紙ありがとうございます。♡昨年はお手紙かけなくて

残念でした。私が書いた手紙よんでくれましたよね？！変な事書いてました？今年私の家は片づ

けできなくて、クリスマスツリーがだせませんでした。サンタさんはきれいにできていると絶対

おもっています。 

クリスマスの時期はとってもとっても大変だと思いますが、無理のないようにがんばってくださ

い！！おうえんしてます！♡ See You♡                          (大阪府  薮中 あゆみ  10 才)  

 

323 サンタさんへ まんねんひつとイナズマイレブンのカードとまんねんひつのインクありがとう♡

まんねんひつで手帳にかきました。まえからずっとほしかったのんやったからめっちゃうれしか

ったよ☆気にいっています。 

カードであそんだり まんねんひつでいろいろ手帳で書いたりしているよ♡めっちゃうれしかっ

たよ！！MIU より 

クリスマスプレゼントありがとう                                  (兵庫県  北田 美羽  10 才) 

 

324 サンタさんへ お手紙ありがとうございます。私は、サンタに会いたいと思っているけどねてし

まいます。フィンランドのラップランドはたのしいですか。サンタの仕事はたのしいですか？来

年もプレゼントよろしくおねがいします。メリークリスマス          (広島県  上田 彩夏  10 才) 

325 サンタさんへ サンタさんおてがみありがと。わたしは、今年サンタさんのてがみがくるまでサ

ンタさんて本当にいるのかなと思っていたよ。 

でもサンタさんからのてがみをみたときに 本当にサンタさんっているんだなと思ったよ。いま

までサンタさんなんかお母さんとお父さんだよと思っていたけどちがうんだね。これからも毎年

あいにきてください。そしてプレゼントをおいといてください。光木成美より 

                                                                          (広島県  光木 成美  10 才) 



 

326 サンタさんへ サンタさん、プレゼントをありがとうございます。私は、スケッチブックと色え

ん筆をもらいました。だから、「学校へ持って行きたいな～」と思ったけど、いつか、スケッチ

ブックに、何かをスケッチするときに、もらった色えん筆でスケッチをすることにして、いつか

は分からないけど、その時までお楽しみにしておくことにしました。今度使うのが楽しみです！ 

                                                                           (広島県  石井 多喜  10 才) 

327 サンタさんへ いつもプレゼントを作っているんですか？それとも、ひまなときもあるんです

か？わたしは月曜日～金曜日まで、学校があります。その学校で、国語のとき、サンタさんがす

んでいるフィンランドのあそびで、「ハンター」がでていました。サンタさんは、したことがあ

るんですか？ 

またらい年のクリスマスまってます！♡さきより♡              (広島県  西山 直樹・早紀  10,8 才) 

328 サンタさんへ お手がみありがとうございました。わたしはいっかいでいいから、サンタさんか

らのお手がみをもらいたかったのです。おかげでたのしいクリスマスがむかえられました 公子

より 文子絵                                             (岡山県  小山  文子・公子  10,7 才) 

329 サンタさんへ まいとしおもちゃありがとう。トナカイのペスおぼえてます。こんかいペスとサ

ンタさんのプレゼントかんがえてます。りんより                     (香川県  古川  凜  10 才) 

330 ～サンタさんへ～毎年プレゼントありがとうございます。毎年サンタさんから手紙がほしいな～

と思っていました。すると今年はじめて手紙がとどいたのでびっくりしました。プレゼントはだ

いだいたのんだ物とちがうけど、どれもうれしいです！いつもはプレゼントがまくらもとにある

のに今年はかいだんにあったのでびっくりしました。いつかサンタさんにあってみたいなぁ～サ

ンタさん大すき よしもとしいな 

サンタクロースさんへ 12 月 24 日にプレゼント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！サンタクロースさんにもプレゼントあげたいけれど、あげられません。ざんねん

です。サンタさん大すき。えいの 

(香川県  吉本 詩奈・詠乃  10,7 才) 

 

331 サンタさんへ 毎年、毎年、子ども達にプレゼントをくばってくれて、ありがとう。かれんは、

サンタさんからの初めての手紙が、すごくうれしいよ。今年のクリスマスも、手紙とプレゼント

ちょうだいね。クリスマスを楽しみにしてるよ、お元気でね。あさのかれんより 

                                                                          (高知県  浅野  華恋  10 才) 



332 ☆サンタさんへ☆ クリスマスの日には、希望どおりのプレゼントをとどけてくれてありがとう

ございました。 

私の妹もとてもよろこんでいました。ポストに手紙が入っていたとき、妹がサンタさんから手紙

が来たと、すごく喜んでいました。 

サンタさんがフィンランドに住んでいることは知りませんでした。来年も世界中の子どもたちへ

喜ぶような、すてきなプレゼントを送ってあげて下さい。 

P.S.寒い季節ですが、がんばって下さい。                          (福岡県  吉田 紗也花  10 才) 

 

333 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。お手紙をもらってびっくりしまし

た。 

私は、自分がたのんでいたのと、たのんでなかったやつのすごくほしかった物がきてくれたので

すごくうれしかったです。 

私がいまがんばっていることは、字がきれいになるようにがんばっています！ 

５年生になってもサンタさんがきてくれるといいな…立石あやの     (福岡県  立石  彩乃  10 才) 

 

334 いつも、プレゼントありがとうございます、今年も、みんなのためにも、がんばってください。 

２月の 25 日では、なわとび大会があり、２じゅうとびを、104 回とびました。 

わたしは、目指していた２じゅうとびの 100 回をたっせいできて、うれしいです。 

                                                                        (鹿児島県  宮園 妃那  10 才) 

 


