【11 才の部】
312

プレゼントありがとう！今年でサンタさんからプレゼントをもらうことができないのは残念だけど、サンタさんのことは
絶対に忘れないよ！
（秋田県 佐藤 龍）

313

一年に一回しかないクリスマスの日をまっていました。サンタおじさんは、くうそうの人物だと思ったけれど、テレビを
見て、いたんだとおもいました。世界中の子供達にわたすのがんばってください。
（福島県 上遠野 雄喜）

314

お手紙ありがとうございます。家のポストから、うけとった時、とってもびっくりしたし、すごく、うれしかったです。
お母さんが、サンタメールの申しこみしょ、おくった？と聞いても「なかったよ、おりこうにしていれば、来るよ」と言わ
れて、もしやおくったのかな？と思いました。でもまさか、来るなんてびっくりしました。お母さんは、申しこみしてない。
と何度も言われて、本当？って思ったけど、あらためて、お母さんではないと思いました。もし、そうだったのだったら、
なぜ、お手紙をわたしにくれたのかと、不思議に思っています。もらって、とてもうれしいけど、理由をわたしは知りたい
です。わたしの姉は、サンタではなく親だと思っているみたいだけど、私は本当にサンタクロースさんがいるとおもいます。
これからもがんばってください。
（岩手県 川邉 貴子）

315

プレゼントどうもありがとうございました。とってもうれしかったです。わたしにはいつまでプレゼントをもってきてく
れるのかな?と思いました。もしよければ、ずっと持ってきてほしいと思いました。でも、わたし一人のサンタさんじゃな
いのでガマンします。
（福島県 岡本 野乃花）

316

サンタさんちょっとおそくなった…でも言う“メリークリスマス”

（千葉県

四十物谷

咲）

317

プレゼントありがとう！すごくおもしろくてはまってます。ありがとう！ピアノがんばって、ひけるようになったらきか
せてあげる！
（千葉県 田中 遥）

318

毎年 12 月 24 日にプレゼントくれてありがとう！毎年の手紙にいろいろかいて、一番ウレシカッタのは、オーロラをサ
ンタさんのソリ？で見ることでした。私はオーロラをサンタさんたちとみることが夢です。私が作ったプレゼント見ました？
毎年アリガトウ！今年もがんばって作ります。私いつかサンタさんを見ます！おくさんとコビト？トントたちとがんばって
ね！かぜをひかないように！！心をこめてメリークリスマス。いつもさぁんきゅっ。
（栃木県 水沼 紫）

319

私は来年、中学受験をひかえています！第一志望校に合格！できるようにがんばります。私はサンタさんを応援していま
す！なのでサンタさんも私のこと応援してください。世界の子供達が笑ってすごせますように…
（千葉県 本田 紗彩）

320

サンタさんは紅葉の風景を見た事がありますか?私は紅葉などの日本の風景が好きです。ぜひ外国の風景をかいて送って
ください！私は初めてサンタさんへの手紙を書きました。サンタさんからの返事を楽しみにしています。
（埼玉県 日木 あゆみ）

321

私はクリスマスプレゼントはじてんしゃがほしいです。来年中学生になります。自転車は昨年ももらったけど、それはむ
だにしないで四年生の子にあげようと思っています。毎年、毎年プレゼントをありがとう。そして 2008 年も、みんなが「し
あわせ」で「楽しく」て「健康」な年になりますように・・・プレゼントは、一つじゃなきゃだけだったら、自転車はいら
ないからみんながしあわせで楽しく健康に、すごせますように。自転車だったら 26 インチの自転車がほしいです。
（埼玉県 長岡 侑実）

322

サンタさんがとどけてくれたプレゼントはいつも使っていると、ついニコニコしちゃいます。サンタさんは一ばんで世界
中を回ってつかれないんですか？クリスマスの夜はプレゼントが気になってねむれません！
（東京都 田島 彩）

323

お手紙をありがとう。ポストの中に手紙が入っていてびっくりしました。あ!!そういえば…聞きたい事があったんだけど、
手紙の字ってパソコンだったよね～、パソコンもってるの？て!!その前にず～と前にほしかったプレゼントありがとう。いつ
までもわすれないよ。
（東京都 橋本 佳奈）

324

プオルッカ・トントは絵もじょうずで優しくていいですね。私はトントみたいに絵あまりすきではありません！だから文
で書きました！私はほしい物がきました。とってもよかったです!!!北極圏は雪が降ってるけど、日本はぜんぜんふりません！
ふってほしいよ～。サンタさん、これからも世界を周ってプレゼントをわたすのがんばって下さい!!サウナに入るのも楽しみ
ですね。
（東京都 荒井 詩乃）

325

こんにちは。私は小池夏子です。2004・05・06 と来てくれなくてとても残念です。今年は来てくれることを楽しみに
まってます。（夏子）
お手紙ありがとうございます。12/23 にサンタさんのアニメを見ました。それでサンタさんはゆかいだな～と思いまし
た。わたしのりそうのサンタさんをえにかくので見てください（冬華）
生まれてはじめてのＸmas！ぼく、上手に歩けるようになったよ。今ね、いろんなことに興味があって、毎日あっという
間に過ぎちゃいます。元気で大きくなるからねー♪Ｘmas はごちそうをたくさんたべるぞー（佑京 代筆）
（東京都 小池 夏子・冬華・佑京）

326

お手紙とプレゼントありがとう！サンタさんはどこの国に住んでいるんですか？教えて下さい。奥さんのムオリのごちそ
うを食べてみたいなと思いました！また今度のクリスマスもよろしくおねがいします。
（東京都 佐藤 未来）

327

手紙をどうもありがとうございました。逗子市に観光に来てください。またプレゼントをもってきてください。
（神奈川県 河村

尚己）

328

今年もお手紙をありがとうございます。ぼくは、サンタさんがくるのをまっています。ぼくの家はおなじような、どあが
あるのでまちがえないでください。くるのをたのしみにまっています。
（静岡県 大川 純輝）

329

毎年プレゼントを届けてださってありがとうございます。友達はこのごろあなたのことを信じてくれませんがぼくは毎日
信じています。そちらは寒いと思うので体に気をつけてください。2008 年はオリンピックもあるのでとても盛り上がると
思います。それではよいお年を メリークリスマス。
（静岡県 岡村 拓弥）

330

みんながほしい物を光より速いはやさでプレゼントするなんてすごい。今年も来年もさ来年もずうっと、ぼくたちがほし
い物をプレゼントしてね。信じているよ！！サンタさん。
（兵庫県 伊勢 渉）

331

DEAR サンタさん お手紙ありがとう！すっごくうれしくて宝物です。でもときどき思います。サンタさんはどうして自
分のほしいものがわかるのか。どうして家に入れるのか。いつもビックリします。いつもプレゼントをくれるのにおれいも
なくてごめんね。手紙とカレンダーは一生宝物です。
（大阪府 笹山 茜）

332

ことしもプレゼントおくってくれてありがおう。サンタさんはいつもどれくらいのトナカイをつれてプレゼントをくばっ
ているのですか？らいねんもよろしくおねがいします。あとプレゼントくばるのがんばれ！
（大阪府 登 恭麻）

333

Hello Sari です。サンタさんから手紙がとどいた事をすごく嬉しく思います。私の一生の「たから」になります。センキ
ューベリマッチ！ 絵は下手ですが、サンタさんからなので勇気を持って、かかせていただきます。クリスマスは楽しいで
すね。
（奈良県 前田 紗里）

334

Santaclaus おてがみありがとう！とってもうれしかったです。さんたさんのてがみをみると、元気がでます。ありが
とう。きょねんはおてがみおくれなくてごめんなさいね。さんたさんもこのおてがみをみて、元気をだしてほしいです。お
てがみのへんじまってます。
（香川県 高橋 咲希）

335

お手紙とプレゼントありがとうございました。初めてサンタさんから手紙が来てサンタさんは、本当にいるんだなと思い
ました。今までは、サンタさんは、パパとママと思っていたけど、ちがいました。サンタさんからの手紙は一生大切にしま
す！プレゼントもほしかったものをくれて本当にありがとうございました。
（れなより）お手がみとプレゼントありがとうご
ざいました。はじめてなのでびっくりしました！さんたさんは親だとおもっていました。でもあのてがみでわかりました。
ありがとうございました（なお樹より）
（広島県 圓満 れな・直樹）

336

あけましておめでとうございます！日本には「正月」といって、一年の年始をいわう行事があります。フィンランドにも
ありますか？あったらきっと楽しいですね！外国風門松にしてみました。わかりますか？今年はもう６年生なのでリーダー
としてがんばりたいと思います。今年もどうぞよろしくおねがいします！プレゼントありがとうございました。うれしかっ
たです！
（長崎県 田中 結依）

337

ぼくに手紙を送ってくれてありがとう。サンタさんこの手紙見てね。サンタさんフィンランドはさむいでしょ～ブルブル！
マフラーを使わないとかぜひくよ。だからマフラーしてね。お願いだよ～。これから家族と仲良くしてねぇ～。ぼく、家族
と仲良くするからねぇ～
（福岡県 三田尻 稀粋）

338

私は、サンタさんから手紙が来ると思っていませんでした！ってゆうか、サンタさんからの手紙は初めて来ました。私は
クリスマスが大好きです。プレゼントをもらうのを楽しみにしています。今年もプレゼントがほしいです!!サンタさん下さい。
あと、聞きたいことがあるんですけど・・・。プレゼントは大人になっても、もらえるんですか？私は大人になってもプレ
ゼントがほしいです。サンタさんは２００７年のクリスマスに何人もの人にプレゼントをあげたんですか？とくに気になり
ます。今年もがんばってくださいネ。
（福岡県 重藤 裕奈）

【12 才の部】
339

次のクリスマスまでゆっくり休んでくださいね。

（宮城県

一條

園美）

340

いつもありがとう！幸せをくれる Santa さん、今年もいろいろな国に幸せを届けにいってきたのですか？私の住んでる日
本には、たくさんの幸せ（プレゼント）が届きました。本当にありがとうございました。だから私もいつかフィンランドの
サンタ村にいってしゅ行して、みんなに幸せを届けるサンタさんになりたいです。なぜかというと・・・私はいろいろな国
に住んでいる人、１人でもいいから、プレゼントが届いて喜び、笑顔になっている人を見たいからです。いつかフィンラン
ドに、サンタさんに会いに行きます。だからいつまでも、元気で明るくステキなＳａｎｔa さんでいてください！
（千葉県 安川 知江)

341

いままでいろんなプレゼントをありがとうございます。私もこれから卒業して 4 月から中学生になります。もうプレゼン
トはいいのでみまもっていてください。よろしくおねがいします。
（千葉県 江沢 昌美）

342

来年は有り金全部落いていって下さい（じょうだんです）今年もプレゼントをくれてありがとう来年もよろしくお願いし
ます。
（東京都 宮田 一毅）

343

また今度の冬も来て下さい。クッキーも用意しておきます。
（たいち）
Ｑ．サンタさんは何人家族ですか？ （なおうみ）
僕たちは、野球が好きです。今度サンタさんと一緒にやきゅうをやりたいです。（なお＆たい）いつもプレゼントをあり
がとうございます（カホ）
（東京都 國田 佳穂)

344

毎年プレゼントありがとう。手紙もこのまえとどいたよ。今年から中学生なので勉強がんばります。ぼくの事を見守って
いてください。また手紙送ってください。英語の手紙読めなかったからお母さんといっしょに読みました。来年度から一人
で読めるようにしたいです。
（神奈川県 太田 健介）

345

エルフたちは元気ですか？クリスマスは楽しかったです。しつもんです。さんたさんに、だいがわりはありますか？つぎ
のクリスマスもがんばってください。
（和歌山県 平田 弦・光）

346

お手紙ありがとうございました。サンタさんから手紙が届くなんて夢のように思っています。
（恋より）サンタさん、プレ
ゼントありがとうございます。まよなかにきてくれてたいへんだとおもいますが、きてくれてありがとうございます。
（勇よ
り）
（広島県 田辺 恋・勇）

347

私の家では、もうサンタが来ちゃった。なぜだろうと考えるといそがしいのかな！でも友達はまだきてないよと言います。
なぜですか？
（徳島県 美馬 未早希）

【13～19 才の部】
393 お手紙ありがとうございました！フィンランドはどんな国ですか?日本はとてもいい国です。毎日楽しいです。私はサンタさ
んのことを必ずいるって信じています。会える日を楽しみにしています。
（福島県 山中 なつみ 13 才）
394 フィンランドの切手はきれいなものとかがあって、すごいと思いました。僕も１度行ってみたいです。でもフィンランドは
今は寒いんじゃないですか？フィンランドは自然が残っているとか聞きましたけど、すごいですね！それでは元気でも風邪に
気をつけてくださいね。
（埼玉県 町田 凌也 13 才）
395 Dear サンタさん 私は今、中学１年生です！バドミントン部とピアノを頑張っています!でも、あまり好きではない勉強も
しないといけませんよね!? だから頑張ります！2008 年は苦手なものを克服したいです！ （東京都 永井 梨奈 13 才）
396 今年もプレゼントありがとうございました。もう中学生になったから、もしかしたらこないかもなぁ…と思ってたけど、来
てくれてうれしかったです。もらった手袋とマフラーすごく気に入りました。私の友達はほとんどサンタさんを信じていませ
ん。信じていても、今年プレゼントが来なかったところが多いです。ちょっと悲しいです。また３学期に英語の授業でサンタ
さんに手紙を送るので楽しみに待っていて下さい。今年のサンタさんの手紙が英語でびっくりしました。中学生だからですか？
また辞書でじみちに調べていきます。来年もまた来て下さいね。
（兵庫県 蔵所 のぞみ 13 才）
397 I feel happy.Because the wind is warm,and cherry trees started to bloom. I will be the 8th grader. My class will
change. I’m looking forward to it. In Japan,we call the period of students “ blue spring” .So I enjoy two springs.
（新潟県 砂塚 眞子 13 才)

398

サンタさん、すいませんでした。せっかく英語でかいていただいたですけど、読めませんでした。来年もしもらえるのな
ら英語をおぼえてちゃんと読めるようにします。サンタさんの国は寒いのですか?いつかサンタさんの国フィンランドにい
きたいと思っています。
（広島県 岡田 和馬 13 才）

399

サンタさんへ！ありがとう。大好き。いつももらってばっかりだから、今度は私からサンタさんへのプレゼント。サンタ
さんにたくさんの「ありがとう」が届きますように…！
（佐賀県 田邉 茉由 13 才）

400

今までプレゼントありがとうございました。今年からは、もう会えませんが、これからもお仕事がんばって下さい。応援
しています！いつまでも子供たちに夢と希望をあたえ続けて下さい。いつまでも元気で・・・。わたしもこれからも元気で
いろいろとがんばっていきます。
（福岡県 長崎 美咲 13 才）

401

Dear サンタさんへ お手紙ありがとうございました！クリスマスは家族と楽しく過ごす事ができました。毎年ｘ２クリ
スマスを過ごすたびに、やっぱり私はいくつになっても、クリスマスが大好きなんだなぁと思っています。今年のクリスマ
スも、家族みんなで楽しいクリスマスを過ごしたいです。
（大分県 細川 唯 14 才）

402

Dear Ｍｒ.Santa. Thank you for you gave present for me. I didn’t believe in you of late. But I watched your
town in Finland on TV on 24th December 2007. There is the “Santa’s post office” there! I was very surprised.
I knowed my letter arrive from there. I study English in my junior high school. To become I can speak a lot of
language and to go to Finland and to see you some day is my dream. I wish I can myself understood in English.
I’m sorry if I wrote impolite things. Please take care yourself
（福岡県 平尾 泰子 14 才)

403

Dear Santa Claus てがみありがとうございました。英語でかいてあったので、よむのが大変でした。でも本やじしょ
をつかって頑張りました。2007 ねんのクリスマスは私にとってとてもたのしかったです。なぜならこのてがみが届いたか
らです。今年も楽しみにまっています。お元気で
（神奈川県 溝部 梓 14 才）

404

Dear SANTA CLAUS サンタさんのことが私は小さい頃から大好きです！だってどんな子供でもプレゼントをくれるや
さしい、だれよりもやさしい人だから。でも貧しい子はもらえてないって友達から聞きました。いつかきっとどんなに貧し
い子でもみんながプレゼントをもらえるようになったら本当の幸せがくると思います。早いうちにこの本当の幸せが来ます
ように☆
（愛知県 二村 成美 14 才）

405

Dear Santa Claus,Thank you very much for your long and nice letter. As it is cold,I am having a hard time
getting up early in the morning. I have three cats. In winter, they sleep almost all day long. I like snow, but we
have been longing for warm and sunny spring to come. I am looking forward to hearing from you. P.S. My family
enjoyed Christmas in 2007.
（兵庫県 井上 眞穂 15 才）

406

サンタさんの住んでいるフィンランドは寒いですか?日本の冬も寒いですが、比べものにならないくらい寒いのでしょう。
私が小学生のころ、学校で“サンタさんは利根川の橋の下にすんでる”と誰かが言いだし、いる・いないの話でもめた覚え
があります。でもこのようなサンタさんの企画があり、サンタさんはフィンランドに住んでいるということが確認でき非常
にうれしく思います。私はうまれてからずっと日本に住んでいるので、１度フィンランドに行きたいです。そしてオーロラ
を見るのが夢です。もし叶うのであれば、サンタさんに１度お会いしたいです。それではお元気で
（宮城県 小口 真奈 19 才）

【一般の部】
407

クリスマスカードありがとう。英語は少しむずかしかったけど辞典を使って調べました。みんなに夢をくれる仕事は大変
だと思うけど、それをつづけていけることは努力が必要ですよね。私も赤鼻のトナカイさんを生かしてくれたサンタさんを
さがして日々がんばります。よい休暇を過ごして下さい。
（大阪府 山東 久美 20 才）

408

素敵なお手紙ありがとう。今年はお月様にサンタさんの影が見えちゃいました。写メをとろうとしても、サンタさんは映
らなかったです。でもやっぱりサンタさんはいたんですね！たくさんの夢をありがとう。これからもずーっとがんばって下
さい。ありがとう！
（静岡県 佐藤 佳代乃 21 才）

409

日本は今年はいつもより２週間早く雪が降りました。私のところはまだ積もっていないので、名前に「ゆき」と入ってい
ることにより雪が大好きな私はたのしみです。サンタさんの周りには、色々な妖精がいるんですね。私も今度プオルッカの
ような元気な絵を描いてみようかなと思いました。それから鳥達は寒い冬も外で暮らしているのを思い出しました。クリス
マスには植物などにもあいさつをしてみようと思いました。ではサンタさんも良いクリスマス過ごして下さい。
（福島県 武田 美由紀 22 才）

410

初めまして！私は日本の横浜に住んでいます。サンタさんは、クリスマスで 1 番楽しみなことはなんですか？小さい頃、
私は何が貰えるかな？と、プレゼントが 1 番楽しみでした。今は、物ではなく“体が柔らかくなりたい”と思っているので、
自分で努力したいと思っています。小さい頃からあきっぽい私。。サンタさんどうかがんばれるように見守っていて下さい。
お願いします。小さな頃より、何かがんばるということが自分の責任でほめてもらえる事も少なくなったりしてきたなって
思います。だから、サンタさんからは応援してほしいなぁって思います。私もサンタさんの事応援したいと思います。ファ
イト！
（神奈川県 川村 理恵 23 才）

411

Dear Santa Claus はじめまして。日本語で失礼します。私は今、薬剤師を目指して勉強中です。日本では格差社会が
問題となっていて、医療を受けたくても十分に受けられない方がたくさんいます。そういう方も何とか医療を受けられるよ
うに自分ができることをやっていきたいです。どうかこの世界に悲しむ人が少しでもなくなりますように。
（長野県 市村 美緒 23 才）

412

お手紙ありがとうございます。エアメールをもらったのは初めてだったし、フィンランドの切手も素敵でした。特別な消
印も押してあって、すごく嬉しかったです。これがはるか遠くの国から、海を越えてきたのだと思うと、何よりの贈りもの
のようでした。フィンランドは日本とは比べものにならないほど寒そうですね。天候が悪いと私は、家にとじこもって気分
もどんより落ちこんでしまうけど、サンタさんのように明るく過ごしたいです。幼いころは友達やきょうだいと雪あそびし
たのに、今ではさっぱりしなくなりました。嬉しくて犬のように一人でも外ではしゃいでいた、そんな心を忘れずにいたい
です。失礼ながら、サンタさんのことを考えるのは、クリスマスだけでした。でもこれからはもう少し頻繁に思うでしょう。
トントたちと何をしているのか、みんなと楽しくお茶したり、働いているのか、ふと脳裏に浮かびそうです。お手紙をいた
だいて、ぐんと身近な存在になりました。あたたかくて大きなサンタさんは、こうして誰の心にも住まうのですね。これか
らも応援しています。
（富山県 野澤 香織 24 才）

413

サンタクロース殿 突然のお手紙びっくりしました。何が何やらわからず、詠んでいるうちに友人のサプライズだとわか
りました。昔大好きで、今も家に大事にとってある絵本のイラスト、心温まる色遣いに、顔がほころびました。私はもうす
ぐ自宅療養 3 年目を迎えます。少しづつ良くなっているのも嬉しいですが、友人からの励ましの便りが何よりの心の支えな
のです。そんな中でサンタさまからのお手紙本当に嬉しかったです。何より友人の心配りをありがたく思いました。ありが
とうございました。
（奈良県 阪口 晴子 24 才）

414
415

まだ見ぬ My Baby へ 春になったら会えるね。ときどき、辛くなるときもあるけど、あなたの胎動を感じると、すごく
幸せです。元気に産まれてきてね。パパ＆ママ
（愛知県 山本 彩也香 24 才）
To:Santa

Claus サンタさんは温泉好きですか?私は大好きです。今年は日本で温まって帰ってね！
（神奈川県 丹羽 未佳 25 才）

416

クリスマスレターありがとうございました。いくつになっても私の心の中にサンタさんがいたらいいなと思います。夏の
レターも楽しみにしています。
（北海道 中田 泉 27 才）

417

こんにちわ。サンタさんはいるって信じたいと思いますッ。そう考えると子供の頃のキモチに戻れるしわくわくしてくる
ッ。私はこれからも自分のえらんできたすべてものを信じてゆっくり生きていこうと思っていますッ。そして私を信じてく
れる人たちにとって私がサンタになれるように頑張る。
（茨城県 谷津 早苗 27 才）

418

サンタさん元気か。昨年のクリスマスは婚約指輪をくれてありがとう。実は今回もお願いがあるんやけど聞いてや。クリ
スマスに赤ちゃんが欲しいねん。頼むで！サンタさんガンバ！Ｐ.S.諦めへんからな！
（東京都 塩月 信吾 27 才）

419

Dear サンタさん 初めてサンタさんにお手紙を出します。毎年サンタさんから手紙が欲しいなぁ～って思ってはいたもの
の、期間がすぎてしまい、今回やっと出すことができました。しかも初めてが、今回は結婚して名前が変わって最初の 1 回
なんだ！
（神奈川県 山下 幸恵 29 才）

420

クリスマスカードとカレンダー有難う。私が良い子だからもらえたのでしょうか？それともかわいい彼女がいるから？で
もこれ以上私は幸せは要りません。世界の幸せでない子供達に幸せと感動を送って下さい。戦争が無くなるように。
（東京都 川村 葉三 29 才）

421

サンタさんからの手紙と一緒に大きなプレゼントやってきてくれました♪８月中旬には家族が一人増えます。サンタさん
から夏に手紙が来る頃には３人で楽しみにしいますね。サンタさん ありがとう～！
（千葉県 工藤 美奈子 30 才）

422

一年に 1 度、誰もが幸せな気持ちになる一日！子供だけでなく大人も…。一年のうちで 1 番待ち遠しい日かもしれない。
“サンタさんからの手紙が来る”というだけで、
“ワクワクする”のは私だけでしょうか。フィンランドの街は、一年中クリ
スマスのようにあたたかい赤のイメージとおだやかな日のイメージでつつまれているのでしょうね。きっといつか会いに行
きますね！
（兵庫県 木澤 弓子 30 才）

423

お手紙ありがとう。みんなにプレゼントをくれてありがとう。お疲れ様でした。今年の夏はどうやって過ごしますか?ハ
ワイで波乗りしますか？来年もまた頑張って下さいね。
（神奈川県 飯塚 智哉 32 才）

424
425

426

サンタさん、ありがとう。いくつになっても、サンタさんはいてほしいと思えました。 （愛知県

徳永

奈々

32 才）

私が小学生の頃、サンタさんからお手紙が届きました。すごくすごーくうれしかったのを今でも覚えていて、サンタさん
にお手紙書きます。いっぱいの愛と夢とあたたかさをありがとうございました。世界中の子供達をあなたの愛でみたしてあ
げて下さい。12 月はカゼひかないように体調に気をつけて下さいネ。
（沖縄県 石川 聖子 33 才）
今年は忙しかったのですか？僕の所には来てくれませんでしたね。来年は来て下さい

（大阪府

髙松

孝治

34 才）

427

クリスマスの手紙ありがとうございました。忙しい日々の中、心がほっこりしました。今年は去年以上にいろんな事に興
味をもって、アンテナをはりめぐらせて、毎日ワクワクするような充実した日々を過ごしたいです。サンタさんも充実した
楽しい一年がすごせますように…お体大切に
（滋賀県 小笹 麻貴子 34 才）

428

子どもがうまれた時から、字が読める様になったら、サンタさんの手紙を頼もうと考えていました。初めて頼んだ今年、
なんと、ママにも手紙が届きました!いくつになっても、サンタさんからのプレゼントってうれしいです。この世から戦争や
貧困がなくなり、どの国にうまれても、どこで生活してても、みんなが、クリスマスにサンタさんから手紙やプレゼントが
受け取れる・・・そんな日がいつの日かやってくることを祈ることを忘れず、一日一日を大切にすごしていこうと思います。
（福岡県 野田 実穂 34 才）

429

私は 36 歳ですが、幼い頃から 30 年以上、クリスマスがそしてサンタさんが大、大、大好きという人間です。私の心の
中は、いつも「366 日が Christmas!」なのです。毎年 11～12 月になると、赤い服、ズボン、ベルト、白い付けヒゲ、そ
してサンタ帽を着用してサンタに扮し、職場仲間や、親しい友人、知人たちの年末のパーティや忘年会などを盛り上げ、楽
しませています。そして 2003 年には姉が 12 月 25 日つまりクリスマスの日に娘を出産し、おかげで私は「クリスマスが
バースデーの姪」の叔父になれたのです。よく、プロ野球やスポーツの選手が、自分が着ていたユニホームをファンにプレ
ゼントするというサービスをしますが、私も、小さいお子さんがいる友人、知人に「お子さんに着せてあげて下さい」と子
供用のサンタ服をプレゼントしてあげて、とても喜ばれています。サンタさんが好きな人って、子供でも大人でも本当にみ
んな幸せな人ですよね。サンタさんて本当に素敵で、素晴らしいですね！
（千葉県 小沢 剛 36 才）

430

クリスマスのお手紙ありがとう。中学生以来サンタさんが来た事なかったのでうれしかったです。すごく夢のあるクリス
マスを過ごす事が出来ました。サンタさんも体に気をつけて下さいね。
（広島県 真田 英世 36 才）

431

今年はとても寒く、寒さがこたえます。サンタさんはお元気ですか？かぜなどひいてはおられませんか？ＢＳでサンタ村
のことがテレビで流れていてとても楽しくみました。私もいってみたいけれど、家庭があり、お金もすごくかかるので無理
みたい。テレビでしていたクッキー作ってみよう！私もお菓子作るのも好きなんですよ。では又良い年をお迎えくださいね。
さようなら
（広島県 須藤 智恵子 37 才）

432

師走(日本での季語で１２月)の忙しい時に知人から送られたサンタメールに癒されました。私も子供の頃、サンタクロー
スの存在を信じていた一面もあり、サンタメールの文面が「本物のサンタさん」が書いてくれたような「メルヘンチック」
の点にすご～く感動した次第です。サマーカードは暑中見舞い(日本の夏に交わすあいさつ状)の代わりとして楽しみに待ち
たいものです！38 歳のオジサンの見解
（大阪府 大野 篤英 38 才）

433

クリスマスの季節になるとワクワクしてサンタクロースさんがすぐそばに来ていてみているなぁ～とうれしくなります。
街全体も好きですし、イルミネーションをみるのも好きです。何をするでもなく１２月が大好きです。きっとサンタクロー
スさんも世界中の人々が平和で争いもなくたった一つの願いを…みんなが幸せになります様に…と！
（大阪府 住野 安子 41 才）

434

私のいちばん大切な人がサンタさんに手紙を頼んでくれました。私はその人とずっと一緒に居たいと思います。今年のク
リスマスも一緒にね。
（東京都 長谷川 真美 41 才）

435

雪、クリスマス、サンタクロース、トナカイ、プレゼント…この時期になると、とっくに大人になっている私ですが、わ
くわくドキドキします。フィンランドは日本から１番近いヨーロッパ。そう考えると、小さい頃、夢見てあこがれたサンタ
クロースさんにもいつか会えそうな期待もしています。サンタランドとラップランド地方に必ず行ってみたいと思います!今
年も世界中のサンタクロースファンのために、夢いっぱいの幸せを届け下さい。
（北海道 斉藤 葉津美 43 才）

436

幼い頃、クリスマスの意味なんて分からずに、ただただサンタさんからのプレゼントを楽しみにしていました。どんなに
ドキドキしていたか。待ちきれずに寝てしまうのが残念で仕方なかった。家族とのクリスマス、恋人とのクリスマス、いろ
んなクリスマスがあるでしょうが、
“愛”をはぐくんでれるクリスマスに“ありがとう”を送ります。またサンタクロースに
出会えることを楽しみにしています！
（大阪府 岡田 修二 45 才）

437

サンタクロースさん、御手紙を有難う。小学３年生の時、あなたに御手紙を書いたけど、今お返事が来るってことは、き
っとサンタさんは、遠い世界で、私達を見守っていてくれるんですね。サンタクロースさん、夢は必ず叶うってことが、よ
く分かりました。私の今の夢は電工一種を取ること、それと、愛妻の全ての病気が治ることです。サンタさん、もし日本を
通過するなら、魔法をかけていってネ。
（千葉県 内村 拓司 45 才）

438

Love and Peace Thanksgiving．皆にやさしくできますように 人を許し、愛すことができますように 明るい心です
ごすことができますように 愛を与える事のできる人になりますように
（北海道 筧 牧子 46 才）

439

素敵な笑顔で世界中に幸せをふりまいてください。今年も楽しみに待っています。世界中に戦争のない時を与えてくださ
い。祈ります。今年もサンタさんの笑顔が広がりますように！！！
（京都府 板谷 隆子 50 才）

440

サンタさんお手紙ありがとうございます。おいそがしい毎日と思います。子供から大人までサンタさんはしあわせのバロ
メーターです。それこそみんなをしあわせにしてしまいます。私は主人と猫や犬に囲まれています。動物が大好きです。サ
ンタさんはトナカイの世話をかかせないでしょう。世界中をとびまわってしあわせをふりまいているんですもの、おからだ
に気をつけて。お手紙ありがとう。
（沖縄県 城間 淳子 50 才）

441

昨年は娘が婚約し、今年四月に結婚式をとりおこないます。娘から話を聞いた時は驚きと戸惑いがありましたが、お相手
の方はとても良い方のようで安心しています。これからは若い二人を見守っていこうと思っています。私たちはお手本にな
る家庭を作っていこうと思います。
（岐阜県 大橋 恵子 54 才）

442

生まれて初めてのサンタさんからの手紙・・・ワクワクドキドキで封をあけました。夢一杯のクリスマスプレゼントでし
た。絵を書くのがニガ手なので、お礼のお手紙にしました。2008 年のクリスマス・・・大好きで私の大切な妹にこんなス
テキなプレゼントができたらいいな～と思います。どうすればサンタさんに妹へのプレゼントをお願いできるのでしょう
か？教えてください。何十年ぶりかに子供の頃少しでも大きいくつ下を枕元においてねていた頃を思い出しました。サンタ
さん ありがとう！
（鹿児島県 森下 鈴子 56 才）

443

Dear SANTA, Summer,2007,I traveld with four friends in Finland. One of the friends at that time presented
a card of Santa. There is a Finnish embassy right in front of my workplace. In addition, a school of Minato-ku
gave a Finnish book to me from an embassy. Finnish splendid nature and life were introduced to the book. I
want to come this time in winter.
（東京都 山田 とし江 57 才)

444

初孫から届いたクリスマスプレゼント。12 月２４日の誕生日に届き、とてもとても嬉しいです。これからも健康でママ・
パパと元気で大きく育ってほしい事を心から祈っております。息子夫婦から軽井沢の温泉に招待されて、ホテル前につき次
の朝の食事の時、初雪が降ってきてのち、虹が出てとても嬉しい事が重なり、毎日感謝しています。絵が上手に書けないの
で、可愛い孫の笑顔と息子夫婦の写真にしました。すみません。おばあちゃん とてもとても幸せです。なっみちゃん心か
らありがとう。お幸せにね。
（神奈川県 庄司 照子 59 才）

445

サンタクロースに孫をプレゼントしてもらいました その孫に
「いい子 いい子 あなたはいい子 冬林檎」と一句詠みました

（宮城県

中鉢

陽子

60 才)

446

世界のみんなが幸せでありますように！フィンランドのサンタさんからメリークリスマス！のお便りが届き（娘がお願い
してくれたとか）とってもびっくり！外国へ旅行したことがありませんが、AIRMAIL の切手もステキで夢がふくらみます。
FINLAND からのお返事が待ちどおしいです。
（兵庫県 吉川 和治・純子 60・58 才）

447

いとしのサンタ様 ９月末にヘルシンキに行った時は、貴方にお目にかかれませんでしたが、なつかしい息子に会え、そ
して二年間も大切な息子を大事にお預かり頂いてありがとうございました。今、息子は日本の大学でお仕事をしています。
いつか又、今度は夫も一緒にフィンランドへ行きたいとおもっています。それではお元気でね。かしこ
（大阪府 中本 光子 62 才）

448

父がお空に行きました。寂しいなと思っていたら、父から今日我家にテーブルのプレゼントが届きました。テーブルを囲
んで腰掛けると皆の輪ができます。その中にお父さんのテーブルがニコニコして話を聞いています。私は生前の父の笑い声
を皆に聞かせてあげました。父も喜んで聞いてくれると思いましたよ!サンタさん、プレゼントって楽しいね。父はきっと、
世界旅行をしています。そちらのお空の上をとんでいたら、ありがとうって言って下さい。皆なニコニコ色んな話やお食事
をして楽しく過ごしていますと。それでは又お便りします。かしこ
（神奈川県 船橋 瑞枝 63 才）

449

Xmas card

ありがとう。今ごろ疲れて寝てるかな？霜やけや風邪を引かないように祈っています。
（東京都 高埜

功

67 才）

450

毎年サンタさんから届くお手紙が楽しみです。フィンランドには、６年前に遊びにいきましたが、残念なことにサンタさ
んはどこかに旅行にいって会えませんでした。この年（68 才）になってもまだ夢をもっていて、サンタさん、妖精のトン
トにも会いたいです。いつか会えますように。追伸、サマーカードがくるのを楽しみ、どんなカードがかしら。わくわく。
サンタさんもカゼをひかないように
（東京都 寺本 ヒロ子 68 才）

451

お手紙ありがとう。6 月に帰ることのできない国へ旅立っていった私のサンタさんからきたお手紙と信じることにしまし
た。何だか希望をもって生きられそうです。私の住む富山は、海の向こうに、雄大な山々がそびえ立って見える世界でも有
名な場所です。雪をいただいた立山連峰とても“ステキ”です。
（富山県 紫藤 春美 68 才）

452

サンタ様え お手紙ありがとうございました。私の本当の年齢は 69 才です。去年主人を亡くし、落ち込んでいる私を元
気になるように、娘がサンタさんの手紙をプレゼントしてくれました。人生で初めてのクリスマスのプレゼントです。私に
とって娘という大きな贈り物を主人が残してくれていました。 お礼まで
（岩手県 小野 節子 69 才）

453

クリスマスのお手紙ありがとう。かわいいカレンダーも飾ってたのしんでいます。森中が美しい色合いに染まったり、一
面、雪景色なんて、とても素敵なんでしょうね。都会では見られませんが、今は寒くて、少しは空気が澄んでいるので、星
がきれいに見えます。早朝はそんな星空を見るのがわずかな楽しみです。我が家にはころちゃんという、ナナイロメキシコ
インコ（中型）がいます。名前の通り、顔が黄、おでこ～頭がオレンジと黄、胸がオレンジ、背中が緑、青、羽がるり色、
しっぽが緑、るり色、ととてもカラフルです。絵は得意でないので、描けませんが「ルスカ」に似ているかなぁなんて思い
ます。サンタさんも体にきをつけてお過ごし下さい。
（千葉県 佐藤 公子 72 才）

454

見ず知らずの遠い国のサンタさんから突然の便りを届けられて、びっくりしておるのじゃ。言葉をまねてわるいのじゃが、
可愛い絵のサンタのカレンダーを頂き有難う。とっても楽しい絵でわしも子どもに返ったようじゃよ。わしの住んでいる所
は日本の国でも北の端に有り、北海道という所で、冬はフィンランドと同じように雪がたくさん降るもんで、おまけに凍り
つくので、本当に大へんなんじゃよ。だが、人々は、長い生活の中で、様々な智恵を得て、暖かく暮らす工夫をしているの
じゃよ。フィンランドのクリスマスを見習って、それはそれは楽しいもようしをこしらえて、皆が集まるのじゃよ。わしは
もう年寄りじゃが、こんなに愉快なカレンダーを貰って、嬉しいのじゃよ。さようなら。
（北海道 森 崇 73 才）

455

Dear Santa, Thank you so much for your wonderful letter and very nice calendar! We felt so great to get
them from you. And we are very happy that we can write you in Finland!! Now in Japan, it became rather warm
or rather cold this winter. How about your country? Much snow and very cold…? But we heard winter was so
beautiful in Finland. Some day , we would like to go to your country and be able to see you! We’re looking
forward to your letter. Please take care and enjoy your days.
（奈良県 千地 聢＆滋子 73・72 才）

456

フィンランドのサンタさんへ 昨暮に始めて、我が妻が送ったサンタさんからの手紙を読んで、彼女は大喜びでした。誠
に有難うございました。小生 オールドボーイですが、此々数年、１２月になると近くの児童館などからたのまれて、ボラ
ンティアでサンタクロース役を演じて、子供さん達から喜ばれています。これからも元気な限り続けていきたいと願ってい
ますが、何かアドバイスとか良きアイデアが有りましたら、ご指導をお願い致します。亦、日本国内でその様な団体等有り
ましたら、ご紹介なりおしえて頂ければ有難いのですが。フィンランドからの夏の便り楽しみにしています。有難うござい
ました。
（東京都 伊東 年久 74 才）

457

鈴木杏が訪れたサンタクロース郵便局のようすをテレビでみましたよ。７７年目のおてがみとてもうれしかったよ。フィ
ンランドのオーロラを 1 度みたいな。サンタさん、妖精トントさん お元気でね。
（兵庫県 眞木 清子 77 才）

458

サンタさん、お元気にお過ごしのことと思います。いつも私達にゆめをあたえてくださって、ありがとうございます。い
つまでもお元気で
（福島県 村越 良子 78 才）

459

今年も素敵なお手紙ありがとう！毎年私はお母さんにクリスマスカードを送っています。去年からサンタさんのカードを
お願いしています。絵がかわいくって気に入ってます。お母さんはエアメールで届くのが感動しているようです。私は 52
才、母は７８才 二人で暮らしています。３人でイブの夜に夢の中でおしゃべりしましょう！
（埼玉県 竹ノ内 冴子 78 才）

460

サンタ様 楽しいクリスマスカードどうも有難うございました。カレンダーも使っています。いつかフィンランドに行っ
て、シベリウスの家やオーロラを見たいと思っています。サンタさんも風邪ひかないでね。ありがとう。
（東京都 菅佐原 八重子 79 才）

461

私は今年 83 歳になるおばあちゃんです。去年は有難いことに、ひ孫も恵まれました。寝たきりで体を自由に動かせない
けど、頑張って生きています。サンタさんもどうぞお元気で
（北海道 池田 アキエ 83 才）

462

“でんでん虫虫

かたつむり

まけずに登れ

富士の山”

私も百才迄

頑張ります。
（東京都

大曽根

八重子

85 才）

463

キリスト教信者の家庭なのでクリスマスを大切に迎えます。遠いフィンランドからサンタさんのお手紙を頂き何よりの宝
物として大切に致します。心から感謝申しあげます。日本では、２４日がクリスマスイブ子供も大人も供に楽しみます。９
３才の老母より
（大阪府 猪股 ちよ 93 才）

464

2008 年 1 月 2 日 96 才の誕生日を迎えました。現在は老人ホームで車椅子の生活ながら、スタッフの助けをかり、元
気に暮らしています。2007 年のクリスマスはサンタさんからの手紙が届き、最高の日となり、ホームの、皆さんと幸せを
わかちあいました。手仕事が好きで、以前は羽子板（お正月の女の子の遊び道具）も沢山作りましたし、おひなさまもいろ
いろ作りました。写真はそのうちの一つです。３月３日は桃の節句、女の子のお祭りです。今は、力のいることは出来ませ
んが、ペーパーフラワーなどは作れますから楽しんでいます。100 才まであと 4 年。体に気をつけて頑張っていきます。
サンタさんは夏の間はどのような生活をしていらっしゃるのでしょうか。8 月のお手紙楽しみにしています
（兵庫県 鈴木 けい 96 才）

【年齢未記入の部】
465

サンタ様 トナカイの皆様 昨日はお仕事お疲れさまで御座いました。無事今年のお仕事も終わられて今後のご予定はや
はり常夏の地でのバカンスでしょうか。 日本はこれから歳神様が大忙しになる季節ですが、日本の神様もお正月が済んだ
ら きっとバカンスだと思われます。どこかで日本の神様にお会いになられましたら、お互い十分お疲れを休みをなされて、
来年もまた頑張って下さい。それでは 良いお年をお迎え下さい
（東京都 森山 あや子 ？才）

466

Dear サンタクロース様 ずっとあこがれていたサンタさんから今回初めてお手紙をもらって、ステキなクリスマスを過
ごすことが出来ました。２００７年はお腹に赤ちゃんがきてくれました！2008 年 2 月にこの世に産まれてきます。無事に
会える事を楽しみにしている毎日です。2008 年のクリスマスは、今お腹の中にいる赤ちゃん宛にサンタさんからお手紙を
もらいたいです。その時まで！お元気で
（東京都 吉沢 育子・雷太 ？才）

467

サンタさん 455 才ですってネ。すごいすごい！私もがんばってがんばって 120 才まで生きます。見守っていて下さいネ。
ありがとうございました。サンタさんも 700 才までげんきでげんきでネ。祈っています。 （東京都 清田 孝子 ？才）

468

469

サンタさん ありがとう。千夏のしつもん、トナカイの入学式ってあるの？あるってみんないってた。
（千夏）
（みさと）サンタさん！プレゼントありがとう。
（ひかり）
「このトナカイはおとなかい」
（長野県 飯森 千夏・ひかり・みさと
世界の子供達のサンタさんへ

おばさんになったら、プレゼントが来なくなっちゃった～。
（新潟県

タカオ

敬子

？才）

？才)

470

今までで最高のプレゼントだったわが子もスクスク大きくなりました。ありがとう。We wish you to be happy!
（埼玉県 鈴木 知美 ？才）

471

サンタクロースの由来ってなんですか？はずかしいけど私は大人なんです。でも「サンタ」のひびきって夢があっていい
ナ～と思ってます。なんかいい事ありそうだし…。夢があって可愛らしくてサンタを信じたい大人がいてもいいとおもいま
せんか？何十年たっても何百年たっても「サンタクロース」の存在が世界中に伝えられたらと思ってます。子供らしくない
子供ばっかりで、夢がないのはダメだと思います。サンタクロースは誰がどうやって世の中に広めたのか不思議です。サン
タを信じたいダメな大人なのかもしれないけど、いてほしいナ～サンタクロース！
（愛知県 伴野 圭子 ？才）

