【０才～３才の部（保護者代筆含む）】
001 サンタさん、娘に手紙を届けてくれてありがとうございました。生まれてはじめてのクリスマスの良い記念になりました。
娘も、サンタさんに負けないくらい、私達家族にハッピーを届けてくれました！サンタさんも身体に気をつけて、これからも
世界中で活躍してください！
（岩手県 安原掬乃 ０才代筆）
002 はじめまして natsuki―那月―です。サンタさんお手紙ありがとう。とってもうれしかったです。那月は、今入院中だけど、
夏のサンタさんからおてがみ届く時は、きっとおうちに帰ってきてると思うから、サンタさんのおてがみ楽しみにまってるね。
（岩手県 長澤那月 ０才代筆）
003 １才になった息子の初めてのお絵かきです。これからたくさんの絵を書いてくれるのが楽しみです。サンタさんのお手紙を
うれしそうに見ていました。お魚大好き息子より
（宮城県 佐藤禅介 １才代筆）
004 生まれてから２回目のクリスマスをこの前迎えました。物心が付いてから初めてになります。家の近くに☆キラキラ☆を飾
っている所が大好きで、サンタさんも居ました。それからというものサンタさんがとつてもだいすき！！になりました。また
来年、いいえ今年会えるのを楽しみにしています。
（岩手県 照井凛 ２才代筆）
005 今年もまたサンタさんへお手紙を書きました。２才なった息子の絵も昨年よりだいぶ上手になったでしょ？「サンタさん
は？」と息子に言ったら赤いクレヨンで書き始めました。今年も息子が元気に過ごせるよう見守ってくださいね！！
（秋田県 水沼優斗 ２才代筆）
006 フィンランドのふゆはさむいでしょ？かぜひかないでね。わたしは、サンタさんの手紙をママに読んでもらうと、なきやむ
の。ママはふしぎなちからがあるねっていうの。わたし、サンタさんだいすき。だから、ずっといいこでいるよ。サンタむら
のかわいいおともだちにもよろしくつたえてね。
（千葉県 増田千恵 ０才代筆）
007 もうすぐ、ぼくの初めての誕生日が来ます。生まれてから１年が経とうとしています。ぼくのママが言ってました。
「ママは
今でもサンタさんがどこかにいるって信じてるのよっ」と。ぼくも同じ気持ちです。サンタさんの手紙まっています。
（千葉県 野村颯太 １才代筆）
008

毎日、たくさんのことを吸収していく茉里。自我も目覚めてうれしいような。でも、大変なような・・・時々、ケンカ（？！）
してしまうけど、一緒に成長していこうね。いつか、サンタさん会える日を楽しみにしています。
（茨城県 青柳茉里 １才代筆）

009 サンタさん、お手紙どうもありがとう。２才の息子はサンタさんからの手紙に目をキラキラ輝かせながら、とても嬉しそう
に大喜びです。子供の夢をいつまでも大切にしていきたいと・・そんな気持ちになりました。
（千葉県 高橋陽祐 ２才代筆）
010 お手紙ありがとう！！クリスマスは、アイスクリームお願いします。娘が２才になり、サンタさんの存在がわかるようにな
ってきて、最近は「サンタさんが好き」が口ぐせになってきました。
（群馬県 梁瀬こころ ２才代筆）
011

さんたさんげんき、ぼくはげんき。でんしゃにのってさんたさんにあいにいきたいな～

（千葉県

渡辺晴磨

３才代筆）

012 おてがみありがとうごさいました。わたしはぶどうがすきです。ぶどうのえをかきました。サンタさんはぶどう、すきです
か?
（千葉県 土屋まどか ３才代筆）
013 サンタさん、お手紙ありがとうございます。娘が少しずつ字がかけるようになって頑張って書きました。わかりますか？お
手紙まっています。
（群馬県 見供ゆりあ ３才代筆）
014 僕ハルキ。2007.10 月 3 日に産まれたよ!! はじめてのクリスマスは、サンタさんからお手紙がきてうれしかったよ。ハル
ちゃんがこれからも元気な男の子に育つよう、サンタさんも見守ってくださいね。
（東京都 神谷悠貴 ０才代筆）
015 あやなは毎日保育園で元気に頑張ってます。これからも良い子になりますので、おじいちゃんの分までおばあちゃんが元気
で長生きして、あやなと遊んでくれる様に見守って下さい。
（東京都 重原採奈 １才代筆）
016 サンタさん、キレイなお手紙ありがとう！！ママに読んでもらったよ。僕はこれから心臓の手術をするけど、そしたら元気
になって、遊べるようになるんだ。サンタさんにも、いっぱいお願いするよ。また僕のところにサンタさん来てね。
（神奈川県 高瀬龍希 ０才代筆）
017 ０才なので何にもかけないけど、頑張ってペンを持ってかきました。足や手にもいっぱいインクついたけど楽しかったです。
サンタさん、今年のクリスマスにも来てください。まってます。３月１６日で１才です。 （神奈川県 水井大和 ０才代筆）
018 誕生して２回目のサンタさんからのお手紙。ありがとうございます。毎年、サンタさんからのお手紙を楽しみにしています。
まだ、私は字が書けないから、ママに書いてもらっているけど、今年の冬は絵が書るようになりたいナ・・・。いつも良い子
にしてるから、またお手紙くださいね。
（神奈川県 魚井優希 １才代筆）
019 クリスマスのおてがみありがとう。わたしは、８かげつのおんなのこです。
「おすわり」ができるようになったよ。まいにち、
ゆきがふっているよ。フィンランドもさむいですか。はるになったら、そとへおさんぽにつれていってもらうんだよ。たのし
み。サンタさんにもあいにいきたいな。おへんじください。まっています。
（福井県 安原日彩 ０才代筆）

020 服部実桜です。１月１９日生まれで、お父さんは消防士さん。１１９!! マイブームは、何たってアンパンマンです！ サン
タさんからサマーカードが届く頃にはお姉ちゃんになっています。弟が出来るの・・かわいがろーっと。では、お便りまって
ます！
（静岡県 服部実桜 １才代筆）
021 クリスマスのおてがみ、どうもありがとう。とってもたのしいクリスマスだったよ。わたしは、おんがくにあわせて、おど
るのがだいすきです。いつか、サンタさんや、ようせいのトントたちといっしょに、ダンスしたいな。
（兵庫県 髙橋佳音 １才代筆）
022 お手紙どうもありがとうございます。まだ字も読めない１才の息子ですが、封筒から出してはしまって・・・と何度も喜ん
で眺めておりました。きっと心で読んでいるのですね。ありがとうございます。
（大阪府 竹田陽樹 １才代筆）
023 僕はまだ１０ヶ月の男の子です。やっとつたい歩きが出来る様になりました。サンタさんはいつも何して過ごしていますか？
僕のパパはお茶屋さんだから毎日お店に行って、お店の人達と遊んでもらったりしています。来年は歩いてお店にいける様に
歩く練習をがんばります。サンタさんも体に気を付けて毎日過ごしてください。おハガキが届くのを楽しみに待っています。
（長崎県 小川獅文 ０才代筆）
024 お手紙ありがとうございました。一歳になる娘も喜んでいます。サンタさんのように、多くの人に幸せを分けることのでき
る人に育ってほしいです。
（福岡県 渡辺美紀 １才代筆）

【４才の部】
025

おしごとおつかれさまでした

（宮城県

026

いつもみんなにぷれぜんとありがとう。さんたさんかぜひかないでね。

027

あめがふっていないので

028
029

土屋優香）

（山形県 小林陽菜・洸翔）

おはなさんはげんきがありません

（埼玉県

渡部由菜）

ママはサンタさんがだいすきなの❤

（東京都

横山彩輝）

よしのより

（東京都

榎本愛乃）

さんたさんへ

いつもおりこうにしています

030 サンタさんは えんとつからはいって プレゼントをとどけにくるといってるけど えんとつのないおうちには どうやっ
てはいってくるのですか？いつも あかとしろのふくをきているけど ほかのいろのふくももっていますか？
（東京都 畠祐希 代筆）
031

平和な世界がやってきますように!!

032

おてがみありがとう

033

おげんきですか？

夢をありがとう。

ぼくのすきなものはぶどうです
りょうまはげんきです

034 お手紙ありがとう
たです

（新潟県
さんたさんはなにがすきですか？

プールがんばってごうかくしました

とてもうれしかったです

寺崎雄晴

（滋賀県

かぜひかないでね
（大阪府

代筆）

押谷功大）

佐々木稜馬）

おおさかの方もめずらしく雪が積もって雪だるまがたくさん作れて楽しかっ
（大阪府 高橋大雅 代筆）

035 サンタさんおてがみをおくってくれてありがとう
マスにまたきてね

あゆみもげんきにしているから

サンタさんもげきにしててね クリス
（長崎県 斧澤歩美）

【５才の部】
036

さんたさん

かいちゅぅでんとう２こください

さんたさんおきているときにきてね

037

あまねのおうちへきてね。そりにのってきてね。ほいくえんにもきてね。

038

サンタさんおてがみありがとう。あやのほうはゆきがふって、ゆきだるまつくるよ。サンタさんはゆきだるまつくった？
（千葉県 鹿島綾乃）

039

ぷれぜんとくれてありがとう

040

さんたさんは

041

サンタさん、今度はケータイ電話で沢山お話しましょう。

さんたさんはなんにんいるの

またけーきたべにきてね

なんで８００さいまでいきてる？

（北海道

大岡真紘）

（千葉県

（東京都
（東京都
（東京都

大崎周）

山本玲斗）

森戸奏匡・奏羽）

本郷さはら

代筆）

042 くりすますたのしみにしています。さんたさんはプレゼントたいへんですね。となかいは、そりひきがんばってますか？ く
りすますをまっています。
（東京都 長谷川彩香）
043

フィンランドは

ゆきはふってませんですか？とうきょうは

ゆきはふっていません。

（東京都 酒井蔵人・結人）

044

24 日はたいへんな日でしたね。サンタさん、なつ、おてがみおくるとき、おもしろいのつくってね。
（神奈川県

早川央元）

045 このあいだは、おてがみありがとうございました。みんなにプレゼントを配ってつかれたしょう。フィンランドにかえって、
ゆっくりやすんでくださいね。
（神奈川県 井桁哲平 代筆）
046 ぷれぜんとありがとう。いまあそんでいるよ。となかいはにんじんがすきなんでしょ。まだ、にっぽんはゆきがふってない
よ。
（神奈川県 猪俣琴美）
047

おてがみありがとう。ようせいたちとなかよくね。

（新潟県

048

サンタさん。ぼくは、サンタさんとそらをとびたいです。

栗林ちさと・なおまさ・ともせい）
（長野県 松川駿・巧）

049 さんたさん、いつもさむいひにぷれぜんとありがとう。せっかくま□□□□たのまれたのに、ままにあげちゃった。そのか
わりこのぷれぜんとあげるからいいでしょ
（石川県 望月蒼生）
050

さんたさん

ぷれぜんとありがとう

あいたかったけど

あえなくてさみしかったよ！

051 さんたさん。まえはぷれぜんとありがとうね。ほんとのさんたさんにあいたいな❤
きにしてる❤

らいねんはぜったいあおうね！
（愛知県 田添小百合）

いまは２がつだけどさんたさんはげん
（愛知県 櫛田悠衣）

052

くりすますぷれぜんとをもってきてくれてありがとう

かぜひきさんにならないようにきをつけてね。 （静岡県

津崎諒）

053

おてがみありがとうございました。うれしかったです。これから、ちゃんということききます。

（大阪府

054

サンタさん、おてがみありがとう。とんとってようせいなの？あいたいな。

（愛媛県 横山絵琉）

055

おてがみありがとう。とてもうれしかったです。いつか、さんたさんちへいきます。いつか、さんたさんになりたい
（広島市 こばやしゆか・かな）

056

さんたさん、ことしはいえをおしえますからきてください。おねがいします。

近藤彩七）

（香川県 白川誠生）

057 らいねんまたあおうね。またようちえんにきてね。おりがみをくれてありがとう。いろんなもようとか、いろんないろをく
れてありがとう。
（徳島県 岸野亜未）
058 にほんは、しんかんせんととっきゅぅれっしゃがはしってるよ。とか、とらっくもはしっていよ。ぼくが一番すきなのりも
のはしよべるかーだよ。サンタクロースさんありがとう。
（熊本県 城正人）
059

サンタさんも、しなないようにがんばってくださいね。さんたさん、ぷれぜんとありがとうございました。
（福岡県

大谷優雅）

060 ありがとう。さんたさんげんきですか。しんぱいでしんぱいでたまりません。なのでてがみをかきました。そこでかいてみ
ました。こんなのができました。よんでくださいね。おねがいします。おねがいよんでください。さんたさんもがんばってね。
（福岡県 山嵜華）

【６才の部】
061 こんにちは！サンタさんてがみありがとうね。サンタさん、あのね、わたしサンタさんのおうちに１かいでもあそびにいき
たいんだよね。でも、サンタさんのおうちは、遠いところだからあそびに行けないけど、サンタさんのかおをみたいから、サ
ンタさんのにこにこえがおをまっています。
（北海道 本間あいら）
062 ぼくは、サンタさんがくるのがとてもたのしみにしています。ぼくが□□□をたのんだとき、いまくれたみたいにてがみが
ありました。おりこうにしてね。とかいてあったけど、わすれちゃっていいこでいなかったから、もうこないとおもいました。
でも、サンタさんはやさしいからくれるよね。
（山形県 高橋佑典）
063 さんたさん、こんばんは。げんきてすか？わたしはげんきです。おねえちゃんにてがみをかいてくれてありがとうございま
した。さんたさん。あの、おねがいがあります。おとうさんにも、おもちゃじゃなくてもいいから、ぷれぜんとをください。
おねがいします。
（秋田県 中沢まどか）
064 れながすんでいるさっぽろは、まだゆきはちょっとしかないけれど、さんたさんのあしあとは、ちゃんとつくかもしれない
よ。さんたさん、プレゼントまってるよ。
（北海道 東海林怜奈・楼李）
065 ２４日はプレゼントたのしみにまっています。いいこにしているので、プレゼントをもってきてください。おねえちゃんも、
いいものがほしいな。１月になると、ゆきがいっぱいになるよ。そりもよーくはしるよ。
（秋田県 後藤美紀子）
066 あてがみありがとう。ぼくのうちのみんなやぼくは、よいこです。げんきいっぱいのみんなです。ことしのふゆもかぜをひ
かづげんきにすごせそうです。
（山形県 さいとうたくま）

067 クリスマスプレゼントありがとう!!
ほしいです。

ことししょうがっこうにはいるから、はやおきがんばるよ。だからことしもプレゼント
（千葉県 鈴木美羽）

068 ひなは、もうすぐしょうがく１ねんせいです。さんたさん、なんのたべものがすきですか。そりからおちないようにしてく
ださいね。
（千葉県 中村陽南）
069

かぜひかないでがんばって。わかなのおうちまちがえないようにして。まってるからね。

（茨城県

柏若那）

070 しつもんするね。まほうはつかえるの。どうやって、こどもがほしがっているのがわかるの。どうやって、えんとつがない
いえからはいるの。
（埼玉県 中山未悠）
071 ことしのプレゼント、はいたつがんばってください。たのしみにしています。サンタさんだいすきだよ。サンタさんにしつ
もんです。あかいたべものはなにがすきですか？たまきは、さくらんぼといちごがすきです。いもうとのしずくは、りんごと
いちごとさくらんぼがすきだそうです。
（埼玉県 菅原瑞稀・寧紅）
072

こんど 4 がつになたらしょぅがっこうです。きょうは、がっこうをようちえんのゆりぐみでいってたのしかったです。
（東京都 近藤理子）

073

てがみありがとう。ぼくもがんばるね。さんたさんもがんばってね。もし、あったらいっしょにあそぼうね。
（東京都

遠藤滉大）

074

まいとしありがとうございます。サンタさんとあくしゅしたいです。

（東京都

佐藤梨央）

075

さんたさんだいすきだよ。フィンランドはとおいから、むりしないできてください。

（東京都 細谷美月）

076 いつも１２がつになったら、さんたさんきてね。まあ、くるとおもうけどきてね。うちのおうちは、どうしてしってるの。
かがみでみてるの。それともまほうでみてるの。どっち。こんどてがみかいてね。おねがいね。まってるよ。
（東京都 吉田菜々花）
077 サンタクロースさんげんき。かぞくぜんいんげんきだよ。１２月２１日、ほっかいどうにいったの。スケート、そり、やっ
たんだ。だから、サンタさんもほっかいどういけばいいんじゃない。たのしいよ。
（東京都 大宮彩花）
078

プレゼントありがとうございます。わたしは、さんたさんのおてつだいをしてみたいです。

（神奈川県

田中菜々美）

079 サンタさんプレゼントありがとうございました。わたしは、りっぱな一ねんせいになるようにがんばってます。でも、サン
タさんはたまには休んでもいいとおもいます。
（神奈川県 山本采花）
080 さんたさんプレゼントありがとうございました。またことしもぷれぜんとたのみますよ。たいへんだとおもうけど、がんば
って６じまでにとどけてくたさい。
（長野県 田中れん・りゅう・ろう）
081

サンタさんおてがみありがとう。よくわかった。はるな、かんどうした。さんたさんのかっこう、いちどしてみたかった。
（富山県 山東遼菜）

082 クリスマスもおわりましたね、サンタさんは、サンタののみかいでもやりましたか。さいきんいいことありましたか？わた
しはもうしょうがっこうにいきます。
（静岡県 深澤愛夏）
083 わたしは、いまとてもげんきです。サンタさんきょねんもきてくれなかったから、ことしはきてね。たのしみにしています。
わたしは、せいかつはっぴょうかいで、サンタさんのてがみをよんで、みているひとをかんどうさせることができました。
（愛知県 内藤知里）
084 すてきなお手紙ありがとう。私は、３月に保育園を卒園して、４月に小学校に入学するの。でも、うまく字が書けないから、
このおてがみ、ママに書いてもらってます。私、６月に６才になったの。でね、うまく歩くことができないの。生まれたとき
に、いろいろあって、今も、これから先も、いっぱい訓練して普通の子と同じように、いろんなことができるように、がんば
っているんだよ。サンタさんは世界中の子たちにプレゼントをくばっているから、私みたいな子のこともよく知っていると思
う。私が幸せだと、ママもパパも幸せなんだって。だから私はいっぱい笑って幸せになるんだよ。さんたさんも、いっぱい笑
って幸せになれますように！！
（愛知県 伊藤愛 代筆）
085

プレゼントありがとう。サンタさんのおてつだいさんは、なん人いるんですか？

（兵庫県 石井友梨）

086 サンタさん、ことしもよいこにしていました。サンタさんおしごとがんばってね。けいごもおうえんしてるよ。サンタさん
てがみくれてありがとう。
（兵庫県 大塩佳悟）
087 この前は、お手紙ありがとう。クリスマスプレゼントのお話ですが、くつ下は、１Ｆの入り口ちかくを左にまがればありま
す。クリスマスツリーは、右上のすみにあります。その中に、三、四足あります。
（滋賀県 菅澤直希）
088

ぷれぜんとありがと。おかあさんにもぷれぜんとあげてね。

（兵庫県 田中未空）

089

ぼくがすんでるおおさかは、たこやきがおいしいよ。サンタさんもたべにきてね。

（大阪府 辻村賢大）

090

なかないでがんばれることがおおくなりました。ぷれぜんとたのしみにしています。バレエがんばるのでみていてね。
（大阪府 西阪唯）

091 フィンランドでムーミンはいましたか。わたしはムーミンがだいすきです。おてがみおそくなってごめんなさい。おてがみ
ありがとう。
（兵庫県 黒田萌寧）
092 さんたさんおてがみありがとう。しつもんです。なんでサンタさんは、せかいじゅうのこどもにぷれぜんとをくばろうとし
たの。
（なぜ）ほっきょくにすんだの。いったいなぜなの。てがみをかいてね。
（奈良県 山本菜々子）
093

おてがみありがとう。またようちえんにきてね。ながいきしてね。げんきにね。おてがみありがとう。
（大阪府

094

さんたさんおてがみありがとう

095

サンタさんプレゼントたのしみにしています

フィンランドでは、おうちはどんなのかなきのおうちかな？

前田ひより）

（香川県

わたしのまくらのそばにてがみがあるのでみてね。

（香川県

内海風香）
高石心）

096 プレゼントありがとうね。うれしいよ。サンタサンがいてうれしいよ。わたしはせかいじゅうでいちばんすきなのはサンタ
サンだよ。すごくうれしいよ。だってプレゼントもってるもの。
（香川県 植松智子）
097 こんなにいそがしいなかプレゼントありがとうございます。くりすますがおわるとおしょうがつだからゆっくりやすんでく
ださいね。
（福岡県 石井穂乃香）
098

おてがみありかとう。もうすぐいちねんせいです。むずかしいじもあるけど、がんばります。（鹿児島県

坂元涼華・遥人）

