
【7 才の部】 
 

099 サンタさんげんきですか？きょ年のふゆはさむかったですから、ことしのふゆはあったかくしてください。そして子どもた

ちのゆめかなえてください。まえきてくれて、ありがとう。ことしもね。             （北海道 矢富 巴里) 

 

100 毎年プレゼントをありがとう！よなかにおきている人とあったことはあるんですか？かなめが「ずーっと家にいてほしい」

といっていました。                                      （秋田県 高橋 葵） 

 

101 ようせいのトントたちはえがじょうずなんだね！かなはフィンランドにいって見たいです。ことしからスキーをはじめて、

だんだんできるようになったらたのしくなったよ。                    （岩手県 菊地 夏奈・康太） 

 

102 さんたさんだいすき。サンタさんきらりのかせっとありがとう。ふゆになるとプレゼントた 

のしみになるのだからふゆだいすきなの                            （秋田県 瀬田川 和） 

 

103 わたしのことを見ていていい子だったら、らいねんもプレゼントください。           （北海道 根上 小夏） 

 

104  ふゆにプレゼントありがとう。りおなはうれしいよ。とうきょうは、たのしかったよ。またプレゼントまってるよ。またふ

ゆのクリスマスにあおうね！サンタさん大すき。エレクトーンきいてましたか？またことしもコンクールがあるからきいてて

ね。                                           （北海道 轉石 里緒奈） 

 

105 おもちゃありがとうございます。だいがは、サンタになれますか。おてがみありがとうございます。（北海道 大坪 帝雅） 

 

106  サンタサンおしごとだいじょうぶですか。サンタサンきうは、にっぽんだけじゃないしアメリ  カやちゅうごくもだよ。だ

から、がんばってね。ちなみにかぜをひかないでね。みなみもかぜひかないようにがんばる。だからサンタサンもね、つぎの

クリスマスもね。またね。                                （北海道 長谷川 美波） 

 

107  さんたさんがくれたおてがみのえがじょうずで、おもしろくてぶんにあったえが、かいてあってようすがわかるね。フィン

ランドはいいね。ゆきがふってゆきあそびができて。だけどサンタさんはおとなだからゆきがふっても、ゆきあそびしないよ

ね。もしおとなでゆきあそびするんでも、ことしはゆきがふるのおそいから、またなくちゃだめだね。たのしいクリスマスを

すごします。                                               （埼玉県 植木 彰一） 

 

108  えいごじゃなくてごめんなさい。サンタさんのかおがみたいです。たのしみにしています。あ、ごめんなさい。それは、サ

ンタさんのせりふですよね。あははははは。                          （茨城県 田中 葉月） 

 

109  みんなはしんじていないけど、はるはしんじてるよ。ことしのはるの家に来てね。一りん車がほしいよ～。 

  （千葉県 白井 陽） 

 

110  ふゆがおわったらなにしてるんですか？あとたのしいえありがとう。トントたちは、いっぱいおしごとをするのでえらいで

すね。                                           （千葉県 永井 美樹） 

 

111  もうすぐでクリスマスですね。いいこにちゃんとしてました。まだことしは、ゆきがふていません。わたしたちもトントと

いっしょで雪をまちながらあそびをかんがえていました。わたしたちはゆきだるまをつくろうかな？ゆきがっせんをしようか

な？ゆきでつくったうさぎやかまくらをつくろうか、まようからぜんぶやることにしました。そうわたしたちもえをかいたし、

かいたゆきのちょうこくをかざりつけしていたの。サンタサンわたしね、おととしもきょ年もずっとサンタサンがだいすき。

サンタさんがいるってしんじてたよ。                            （茨城県 松本 瑞稀） 

 

112  サンタさんまえは手がみをありがとうございます。サンタさんぼくは学校でいちばんすきなじきょうは、たいいくです。ぼ

くはじきゅうそうたいかいで 1 いになりました。じきゅうそうたいかいとゆうのは、1 ねんせいのだんしとじょしにわかれて、

ながいきょりをはしるきょうそうです。ぼくはだんしですが、ながいきょりをはしって、1 いになりました。しょうじょうも

もらいました。うれしかったです。                              （茨城県 早水 裕貴） 

 

113  サンタサンおてがみありがとう。あいかはすずめかわいいし、なかまっておもいます。ほかのとりもそうおもいます。 

（埼玉県 小林 愛果） 

 

114  プレゼントをもらうとしたらサンタさんはなにがほしいの？                  （埼玉県 鹿間 珠乃） 

 

115  もうお正月になったけどサンタサンのプレゼントをあげたかたけどわたすのをわすれてしまいました。だけどことしはわた

したいです。                                        （東京都 苗村 朋実） 

 

116  またおてがみたのしみにしてます。サンタさんはなんにんかぞくですか？おしえてください。   （東京都 市川 汀斗） 

 

117  2007 ねんよりもまえのクリスマスのときに、いつもおもちゃをくれてありがとう。クリスマスのときにおぼえてたらおて

がみあげるね。サンタさんにあえたらりょうなはあいたいな。                  （東京都 荒木 涼那） 

 

118  サンタさんはまい年プレゼントくれてありがとう。これからもプレゼントをくださいね。なんで北きょくなのに、日本ごひ

ょうきをわかるんですか？                                  （東京都 中尾 拓夢） 

 

119  わたしはよなかめがさめてそうしたらすずのねがきこえました。だからはやくねました。これからもおしごとがんばってく

ださいね。                                         （東京都 飯島 彩花） 

 

120  あきはもみじがさくけどフィンランドはもみじさく？                    （神奈川県 宮本 滉大） 



 

121  だいすきなさんたさんへ いつもみててくれてありがとう。となかいさんとあそんです。ゆきがっせんやゆきだるまをつく

ってあそんでる？ぼくはゆきがふったらゆきだるまもいいけど、さんたさんととなかいさんをつくりたいな 

（神奈川県 藤浪 皓也） 

 

122  ことしわくりすますぷれぜんとまちがえないでね！さんたさんことしもがんばってね！いつもありがとう 

   （神奈川県 大八木 碧） 

 

123  あしたからふゆ休みだよ！わたしは 7 さいです。わたしのえは、ひいらぎについているベルです。わたしはサンタさんがお

手がみかいてくれてうれしいわ。                               （神奈川県 髙橋 香菜） 

 

124  おてがみありがとう。サンタさんはペンギンとおともだちですか？わたしはサンタさんとペンギンとおともだちになりたい

です。                                          （神奈川県 巻田 安寿） 

 

125  さんたさんはなわとびができますか？わたしはできますよ。ことしほしいぷれぜんとをくださいね。まってますよ。 

  （神奈川県 長瀬 和） 

 

126  サンタさんおてがみありがとう、またおてがみたのしみにしています。まいとしサンタさんとおてがみのこうかんができた

らうれしとおもいます。                                  （神奈川県 関本 至響） 

 

127  いえの中でのあそびをおしえます。おえかき、つみき、かるた、トランプ、ねんど、ピアノおままごとなどです。ルスカは

ふだんなにをしていますか？よかったらおしえてください。                   （長野県 峯丸 彩花） 

  

128  すてきなおてがみどうもありがとう。とってもうれしかったです。サンタさんからてがみがくるなんてしらなかったです。 

 （富山県 近藤 未歩） 

 

129  わたしはまい年クリスマスが大すきです。いろいろなごちそうがでたり、ケーキをたべたりして、でも一番たのしみなのが

プレゼントです。わたしのちゅうもんどうりにきてうれしいです！サンタさんまい年ごくろうさま！ （長野県 山口 果子） 

 

130  どうしてプレゼントをまちがえたの？                            （岐阜県 田村 真鈴） 

 

131  １２月２４日にクリスマスプレゼントをくれてありがとう。らい年もよろしくね、でもサンタさんはフィンランドから来て、

冬の雪の中でせかいじゅうのところ１しゅうまわるなんてさむくないのかな?プレゼントをくれありがとう。 

（岐阜県 早水 律希） 

 

132  わたしは、今年学校のクラスのせいせきが一番になりました。べん強したど力がみのったと思います。 

        （愛知県 川出 有紗） 

 

133  プレゼントのおかしがかいだんやろうかやふくのうえや、へやにおちていたのでびっくりしました。またらいねんもきてく

ださい。                                          （愛知県 加藤 瑠菜） 

 

134  あのねサンタさん、サンタさんがおしごとばから出たのを三にんでテレビで見たよ。そりが三つか二つくらいあったね。サ

ンタさんたねをもっていってくれてありがとう！プレゼントもおやつといっしょにもってきてくれてありがとう！ 

    （愛知県 水野 遥） 

 

135  こんにちは。お元気ですか？今、日本では、さむい冬がもうすぐ終わり、だんだんあたたかくなって、もうすぐ春になりま

す。春のつぎは、あつい夏になり、その後すずしい秋がきます。秋の終わりにはもっとさむくなって、また冬がきます。冬は、

雪あそびや、スキーができるから、大スキです。フィンランドには、四きはありますか？雪がいっぱいふるフィンランドに一

どいってみたいです。                                  （三重県 間瀬 侑弥・陽祐） 

 

136  なんでさんたさんにてがみをだしたかというとね、こなつちゃんってうおともだちが、さんたさんにてがみをかいたらおへ

んじがきたっていったからだよ。こなつちゃんとはなかがいいからきたんだ。いつもおいかけっこをしてあそんでるから。 

 （愛知県 堂満 真奈美） 

 

137  フィンランドのサンタさんへ すてきなプレゼントありがとう。いろえんぴつのあかがみじかくて、つかえなかったところ

があたらしいいろえんぴつをもらったからつかえるようになりました。プレゼントの手がみは２４日にかいたから、はやくか

かないと、とおもったけどやっぱりサンタさんはやさしいからとってきてくれたとおもいました。ほんとうにありがとうござ

いました。しゅうぎょうしきのまえの日も、しゅうぎょうしきの日も学校は休んだけど三がっきはがんばります。 

                   （大阪府 曽我 奈瑠美） 

 

138  こんなかわいい いちりんしゃをありがとうございます。学校にもいちりんしゃがあるので、みんないっしょにのっていま

す。なごみちゃんは、いえにいちりんしゃがないから、「なごちゃんもって」といったら、手をもってくれます。でもわたしは、

四ぽくらいてをもたずにこげるようになりました。わたしのクラスにとっても上手なくるみちゃんは、うんどうじょうのはん

ぶんちかいところまでいけるのです。わたしはもっとこげるようになりたいです。          （大阪府 北川 葵） 

 

139  おてがみありがとう。わたしの先生もフィンランドのサンタワールドからてがみがとどいて見せてくれたんだ。そのサンタ

さんは、なんとオオカミに出あったんだって。サンタさんってどんなおうちにすんでるの？まいとしありがとう。 

 （大阪府 三木 杏樹・知樹） 

 

140  おにいちゃんもりかこもようせいトントになりたいな～。サンタさんおねがいがあるの。りかこもおにいちゃんもおばあち

ゃんもきみちゃんにあいたいな～。                            （大阪府 山下 利佳子） 



 

141  こうもりありがとうございました。ちょこおいしかったですか？ももかのへやにきたのはいつですか？つぎのふゆもおしご

とがんばってください。ももかはぷれぜんとがすきです。もらうまえどきどきします。      （大阪府 中村 百花） 

 

142  おてがみありがとう。ゆううれしいです。ゆうが大人になってさんたさんにあう日がたのしみです。フィンランドのたべも

のなんですか。                                      （大阪府 三尾 悠子） 

 

143  いそがしい中手紙ありがとう。サンタさんに会ってみたいな。サンタさんはどうやってプレゼントをふやしているの？前お

父さんはフィンランドに行ったよ。サンタさんがぼくの家に行って、プレゼントがくるのが楽しみだよ。 

  （滋賀県 紀國 開） 

 

144  プレゼントとおてがみをありがとう。クッキーとミルクをたべてくれた？でもおきたら、ミルクがなくなっていて、クッキ

ーもなかったし、ちいさなてがみのうらにおへんじがかいてあってびっくりしたよ！えいがのチケットとかおかしをくれてあ

りがとう。おへんじまってるよ～                              （滋賀県 樋口 あかり） 

   

145  この手紙をくれてありがとう。「やきゅうがんばれ」とかいてあったからがんばります。サンタさんもクリスマスで子どもに

がんばってプレゼントをくばってくださいね。                         （京都府 築山 大輝） 

 

146  ぼくのおたんじょう日です。クリスマスはぼくのおたんじょう日でした。だからクリスマスがだいすきです。 

  （大阪府 喜多 有馬・龍馬） 

 

147  ラジコンカーおくれてありがとう。サンタさんがすきなものもとどいたかな。ぼくはとどきましたよ。ぼくもたのしいふゆ

休みをすごすからサンタさんもたのしいふゆ休みをすごしてください。             （京都府 髙田 哲弥） 

 

148  サンタさんはプレゼントを何こくらい作っているんですか？サンタさんは何人かいるんですか？何でみんなの家がわかるん

ですか？いつもありがとうございます。今年もがんばってください。プレゼントをありがとうございます。   

                                               （大阪府 松尾 隆志） 

 

149  サンタさん いつかわたしの家にきてください。そしてわたしたちといっしょにあそんでください。サンタさん春でもいい

からおじいちゃんのびょうきをなおしてあげてください。もしなおせなかったら、たいいんだけでもさしてあげてください。

もしそれもできなかったら、元気になったゆめを見させてあげてください。わたしはどうなってもいいから、そうさしてあげ

てください。わたしはサンタさんが大すきです。                       （兵庫県 古川 初花） 

 

150  てがみありがとう。フィンランドはどうですか。日本にきたことはありますか          （岡山県 森内 麻央） 

 

151  本をもってきてくれてありがとう。まえの手紙に「おもちゃをかたづけるとその時におもちゃをプレゼントするよ」と書い

てあったので、かたづけた日があったら、その夜に「レゴガイコツのとう」をかならずもってきて下さい 

  （広島県 池広 晋英） 

 

152  メリークリスマス。サンタさん おげんきですか。ぼくもべんきょうがんばっています。サンタさんはフィンランドのどこ

らへんのいえですか。さんたさんのえじょうずですね。                      （愛媛県 岡本 颯） 

 

153  まいとしプレゼントをくれてありがとうございます。ちょっと休んでもいいですよ。    （広島県 小林 夕莉・万紗） 

 

154  サンタさんは、なんでサンタになったんですか？                       （広島県 村上 航大） 

 

155  おてがみありがとうございます。いつもおせわになります。なんじにくるの？わたしはねるのは 9 じにねますよ。サンタさ

んはなんじにねるの？きかせてくださいね。2007 ねんですね。サンタさんしょうがっこうでサンタのおはなしをしてるんだ

よ。みんなはサンタさんがいないとおもってるんです。                   （岡山県 小見山 のぞみ） 

 

156  さんたさんちょうしはどう？おてがみありがとう。                      （長崎県 児玉 幸多） 

 

157  メリークリスマス！お手がみありがとう。すごく文しょうがながかったね。すごくおもしろいことや、いっぱいおはなしし

てくれてありがとう。ことしもいいとしをむかえてね、プレゼントはもうよういしてくれた？プレゼントたのしみにしている

よ。サンタさんかぜひかないでね。                              （宮崎県 し水 なな） 

 

158  クリスマスカードありがとうございました。サンタさんは、おてつだいをしてくれるプオルッカがいるんですね。わたしは

ふゆ休みにおふろそうじのてつだいをします。トントもてつだいをするんですか。からだをたいせつにして、ふゆ休みをすご

します。                                          （福岡県 岡田 優花） 

   

159  このまえのプレゼントありがとう。らいねんけいさんがとくいになれる本がほしいな。     （福岡県 古野 佳菜子） 

 

160  オスカってもりのきのはっぱがあかやきいろになること？オスカっていつなるの？それだったらにほんごで「こうよう」っ

ていうんだよ。にほんではあきにおきるよ。                         （沖縄県 片淵 日向子） 

 

161  どうしてわたしたちのいえをしっているんですか？どうしてぼくたちのいえは、かぎもしまっているのに、どうやってプレ

ゼントをおへやのなかにいれるんですか。サンタさんはどうしてわたしたちのいえのみちがわかるんですか  

   （福岡県 山本 美月） 

 

 



【8 才の部】 
 

162  おてがみありがとうございます。わたしはサンタさんがせかいじゅの子どもたちにプレゼントをくばってくからたいへんで

すよね。だからふくろにおかしをいれときます。もってかえってたべてください。まい年クリスマスプレゼントありがとうご

ざいます。                                        （北海道 戸田 まゆか） 

 

163  ぼくは元気です。ぼくは秋の絵と春の絵がうまいです。家にプレゼントをおいてくれたら、ストーブの近くにおいてありま

す。おいてあるのは、さめてるかもしれませんけど、ココアとおかしと???をプレゼントします。わすれないでもってってく

ださい。                                          （岩手県 鈴木 修平） 

 

164  いつもお手紙をくれてありがとう。また世界中の子どもたちのためにがんばってください。お手がみまってます。 

               （北海道 一色 響） 

 

165  お手紙ありがとうございました。わたしはおどろいて返事も書けないほどすごくうれしかったです。また手紙を書いてくだ

さい。おもちゃを持ってわたしの家に１番に来て下さい。                    （北海道 堀田 桃代） 

 

166  サンタさんお元気ですか?去年（クリスマス）の時、プレゼントありがとうございます。日本も少し雪がふり、さむいじょう

たいですが、ぼくは、げんきです。ぼくは、絵をかくのがとてもすきで、サンタサンにも見せてあげます。絵はふじ山で、サ

ンタさんもしずおか・やまなしに行ったら、ふじ山が見えます。サンタさん。かぜをひかずに、元気でいてください。 

                                               （福島県 国井 大輔） 

 

167  サンタさんお手がみありがとう。プレセントを中ごく、アメリカ、せかいじゅうにくばるなたいへんですね。プレゼントく

ばり、がんばってね。                                     （青森県 納谷 桃夏） 

 

168  今年のクリスマスプレゼントはまじょのおもちゃのほうきです。プレゼントは左のサンタのぼうしのところにおいてね。そ

れとサンタさんになるべくはやく会いたいな。ゆめで会うかもしれないからわたしに会うじゅんびをしておいてください。あ

えるのをたのしみにしいるよ！                                 （埼玉県 田島 千尋） 

 

169  サンタさん大好きだよ。ゆきとみきちゃんはとっても元気 100 パーセント！サンタさん手紙を書いてくれてありがとう。

まえは雪がふんなかったけど、ことしは雪がふると思うよ。わたしとみきちゃんはいい子にしているよ。いつもみきちゃんが

ないた時、わたしがめんどうを見ているからたいへんなんだよ。わたしも北きょくけんフィンランドに行って、サンタさんに

あいたいです。サンタさんとあったら、いっしょにあそびたいと思っているからね。かぜひかないでね。じゃあお元気で。  

               （埼玉県 平好 有紀） 

 

170  わたしはフィンランドの国が一ばん大すきです。なぜかと言うとさむいときていますが、サンタさんがいるからです。サン

タさんはクリスマスにせかいじゅうの子どもたちにあげないといけないのに、ゆりにもくれてありがとうござます。サンタさ

んにわたしは、ドラエモンのポケットをたのみました。でもげんかんのところに、はこがおいてあったんですけど、サンタさ

んがくれたんですか？ことしのクリスマスにわたしはたぶんサンタさんに手紙をだします。そのときいいか、だめか、かいて

ください。                                         （埼玉県 梶 百合子） 

 

171  わたしはサンタクロースは、いないとおもっていたんです。でもサンタクロースからの手紙を見てサンタクロースはいるん

だなと思いました。こんどはサンタクロースにあってみたいです。フィンランドはさむいと思いますが、がんばって下さい。 

（埼玉県 田中 有紀奈） 

 

172  さんたさんは、なんで顔を見せてくれないの。でもりなの方がこわがってもし顔をみせてくれると言っても、外にでないか

も～。いつもプレゼントをもてきてくれてありがとう。りなはいまこのさんたさんからの手紙とふうとうをだい事にのこして

います。                                          （埼玉県 横田 里菜） 

 

173  ブロックスありがとう！すごくうれしいです。こんどは三年生になります。たのしみです。おにいちゃんが中学生になって

もおにいちゃんにプレゼントをあげてください。おねがいします。                 （千葉県 赤澤 里菜） 

 

174  お手紙ありがとうございます。「ルスカ」とゆうのは、秋がふかまると、赤や黄色にそまるんですね！はじめてしりました。

これからもげんきにすごしてください。すごくお手紙がうれしかったです。絵もうまかったし、字もきれいでした。すごくう

れしかったです。せかい中にプレゼントはこぶの、がんばってください。（お母さんがほしいと言っていました。） 

                       （千葉県 西村 妃美香） 

 

175  さんたさんお元気ですか。わたしは元気です。わたしはサンタさんにお手紙を書くのははじめてです。ちょっときんちょう

しました。サンタさんはプレセントはせかいじゅうにあげるんですか。サンタさんはフィンランドにすんでいるなんてしりま

せんでした。フィンランドはいまはゆきはふっているんですか。千ばはふっていません。一年まえもふりませんでした。わた

しは、本もののサンタさんを見たいです。もし見れたらわたしはすごくうれしいと思います。 

                                             （千葉県 鈴木 美友） 

 

176  サンタさんは、はつ日の出を見にいったことはありますか？（わたしは見たことはい）     （千葉県 中谷 雅・匠） 

 

  

177 サンタさんお元気ですか?わたしは元気です。サンタさん毎年ごくろうさまです。プレゼントはどうやって、こんなにあげら

れるんですか。だって一日にぜんこくにプレゼントを一人でくばるなんてすごいじゃないですか。でもサンタさんはプレゼン

トをくれて、とてもやさしい人ですね。これからもさむさにまけず、元気にプレゼントをくばってください。わたしはサンタ

さんにあいたいです。                                     （茨城県 黒澤 麗奈） 

   

 



178 クッキーたべてくれてどうもありがとうございます。フィンランドはさむいですか？さむいのにみんなのためにプレゼント

をはこんでくれてありがとう。サンタさんわたしがほしかったものがはいっててうれしかったです。ふるえた字で「おいしか

ったよ」とかいてたから、よっぽどさむかったんだね！                     （群馬県 大塚 秀美） 

  

179 サンタさんへ お手紙ありがとうございます。とっても、うれしかったので書きました。サンタさんも、また書いて下さい。

ことしも、またきょうだい３人の家へ来て下さい。サンタさんおとうとのプレゼントわすれていましたよ。こんどはちゃんと

もって来て下さい。よろしくおねがいします。                             （栃木県 堀米 優葉） 

 

177  生きものをありがとうございました。名前は「りん」と名づけました。りんはたぶんオスだと思います。友だちに聞いてみ

たらたぶんオスだと言っていました。（文鳥をかっている）その木のは、メスなのでお見合いでけっこんしたら、ひな鳥の入っ

ているたまごをうんでどんどん、ふやしていきたいです。                    （埼玉県 中村 実来） 

 

178  サンタさんは、いつもなにをしているんですか。夕方になるとわたしは、まどから、ふじ山を見ます。それは、とてもふじ

山がキレイなのです。雲にすこしかくれて空はいろいろなオレンジ色でとてもキレイです。フィンランドではどんなところが

ステキですか。わたしは大きくなったら、ぜひフィンランドに行ってサンタさんに会いたいです。わたしの家にはえんとつが

ないんですが、プレゼントをどうやってとどけてくれるんですか。（まどか） 

サンタさんは、日本の文化にあこがれていますか？わたしはサンタさんに会いたいです。フィンランドはどんなところがいい

と思いますか。おしえてください。日本のいいところは、春にさくらがさいていてとてもキレイです。さくらがちる時もステ

キです。サンタさんに一回は見せたいです。（みずき）                 （千葉県 松﨑 まどか・みずき） 

  

179  サンタさんの写真ください。みんなには言わないけど、来年のクリスマスにまほうのつえください。 

              （千葉県 加藤 紀子） 

  

180  いつも１２月２４日にプレゼントをとどけに来てくれてありがとう。ことしもなにがとどくか楽しみにまっています。わた

しは、サンタさんが大すきです。いつもわたしは、サンタさんのそりにのって、プレゼントくばりをてつだいたいなあと思っ

ています。クリスマスもていへんだけど、ことしもがんばってくださいね。             （埼玉県 佐藤 海音） 

 

181  お手紙ありがとう。お手紙おくれなくてごめんね。これからはおくるね。こんどはしゃしんおくってね。サンタサンもくい

しんぼうだね。わたしもくいしんぼうだよ。                           （東京都 櫻井 彩那） 

 

182  クリスマスプレゼントはやくこないかすごくまちきれません。かぜひかないようにちゅういしてきて下さい。 

                              （東京都 布施 尭郁） 

 

183  フィンランドのサンタさんへ わたしたちはちゃんといいこにしています。わたしはさんたさんが来るのを１１月のはじめ

からずっと楽しみにしていました。プレゼントを待っています。                  （東京都 斉藤 美結） 

 

184  お元気ですか？２００４年の 10 月に岳が生まれました。わたしのゆめはサンタさんの顔をみたいです。写真でもいいです。

岳は歌が上手です。陽はおとといなわとびが１９回とべるようになりました。サンタさんの家は一けんやですか？わたしの家

はマンションの二かいです。お手紙のおへんじまってます。                   （東京都 大谷 咲紀・陽・岳） 

 

185  お手紙をくれてありがとう！じつは、さんたさんがトナカイといっしょにとんでいるところを見てしまいました。すごくい

っぱいお手紙を書いてくれてありがとう。                          （東京都 川﨑 悠・希） 

 

186  おてがみありがとうございます。サンタさんはフィンランドにいるけどさむくないんですか？わたしは行ったことは、ない

んですけど、ままが「フィンランドってさむいところだよ」っていってたから、どんだけさむいのかしりたくて行ってみたい

です、サンタさんにもあいたいので行ってみたいです。                       （東京都 橋本 七海) 

 

187  わたしのクラスの人はほとんど「サンタさんは家のお父さんかお母さんだよ」って言ってるけど、わたしは本当にいると思

ってるよ。わたしは、サンタさんに会いたいな。サンタさんが来るスズの音聞きたいな。   （東京都 山城 遥香・暁仁） 

 

188  プレゼントをみんなにくばるのはたいへんですか。ぼくもべんきょうをするのはたいへんです。 （東京都 飯田 瀬里奈） 

 

189  サンタさんは何で日本のおもちゃを知っていてそれつくることができるんですか。何で子どもたちにオモチャをあげるんで

すか？                                           （神奈川県 横山 功顕） 

 

190  いきなりですがしつ問です。サンタさんはお正月などはどのようにすごしているんでうすか？私はそうじをしたりします。

私は一度もサンタさんの顔を見たことがないので、来年はぜひ見せてください。あと子どもつまり私はいつまで子どもなんで

すか？                                         （神奈川県 江口 加奈子） 

 

191  ふゆのプレゼントたのしみだよ！きのうはクリスマス＆うちのたん生日パーティがあったんだ！みんなプレゼントをいっぱ

いくれたんだ。手紙これで二回目なんだ！フィンランドのこといっぱいおしえてくれてありがとう!九九とかピアノやえいごや

スイミングやっているのを見てたんだ!きのうからふゆ休みになってしばらくお休みだよ。学どうのデイリーっていうクラブし

か行かないんだ。もう手紙こないかな？って思ってたけど、くれてありがとう。ふゆ休みは１７日間もお休みだよ。パパがサ

ンタさんのことなぐったって言ってるけど、本当？手紙で書いてね。                （神奈川県 長谷川 七瀬） 

 

192  お手紙ありがとうございます。夏になるとあつくてたまりません。冬をたのしみたいです。   （神奈川県 岩﨑 悦子） 

 

193  おてがみありがとう。まいとしフィンランドから厚木市やいろいろなところえトナカイさんといっしょにきてたいへんでつ

かれるでしょ。ムリオさんはげんき？いまもサウナはいってる？トントやサンタさんもムリオもげんきでいてね。 

             （神奈川県 岩瀬 百代） 

 



194  おてがみとプレゼントをありがとうございました。ことしもプレゼントよろしくおねがいします。こんどはしゅくだいをじ

ぶんからやりたいです。ことしもみんなと元気であそびます。サンタさんもお体に気をつけてください。 

    （神奈川県 村内 雄大） 

 

195  フィンランドからすてきなお手紙ありがとう。あやかもこうたもとっても元気だよ！サンタさん、あやか、あのお手紙とて

もかわいいなって思ったよ。夏にくるサンタさんからのお手紙楽しみにしているよ。あと今年のクリスマスもたのしみにして

いるよ。                                         （神奈川県 森﨑 絢香） 

 

196  プレゼントをありがとう。わたしはみんなにじまんしたい！と思うくらいうれしいです。らい年は何にしようかなともう思

っちゃっています。いもうとも「うれし～」なんて言ってとてもうれしそうな顔をしていました。お手がみを読むのもとても

楽しいです。らい年もよろしくおねがいします。                        （山梨県 渡部 めい・凜） 

 

197  サンタクロースさまへ 今なにをしていますか？わたしは今冬休みのしゅくだいをやっています。それをがんばっています。

サンタさんはフィンランドで楽しいことはなんですか？おしえてください。           （神奈川県 石井 絵菜） 

  

198  おてがみありがとうございます。毎としプレゼントありがとうございます。クリスマスをたのしみにしています。なんでサ

ンタさんはあかちゃんのほしいものがわかるんですか。すごくふしぎです．           （神奈川県 阿部 あみ） 

 

199  さんたさんへ クリスマスカードありがとうございます。わたしのことをしっていてすごくびっくりしました。わたしから

のしつもんをきいてください！クリスマスじゃないときわなにをしてるんですか？それとなんでわたしのことをしっているん

ですか？さんたさんなんでとべるんですか？わたしつもんにこたえてください。さんたさんいつもくりすますのときにプレゼ

ントをくれてありがとうございます。                               （山梨県 小尾 風歌） 

 

200  いつもたいへんなところがぼくにはわかっています。サンタさんありがとう。          （静岡県 山本 銀河） 

 

201  なんで、赤のふくなの？コーラこぼしたからっていううわさだよ！ほんと？いつもおてがみやプレゼントこのじきね、あり

がとう！わたしはサンタのマスコットやツリーにかざるサンタを、あみもの、しゅげいで作っています。わたしはサンタが好

きです                                         （愛知県 山口 華穂里） 

 

202  サンタさん、いつもありがとう。リサはいつもクリスマスプレゼントが一年にとって一番たのしみです。のあちゃが一番す

きな人形はワンワンとうさぎです。クリスマス近くなるちと毎日サンタさんの手紙が楽しみです。みんなが楽しみにしている

のはクリスマスだと思うよ                                  （愛知県 石井 梨紗） 

 

203  お手紙ありがとう。サンタさんのお手紙にもかいてあったけど、雪あそびでできるあそびはゆきがせんやかまくらとかでき

るよ。サンタさんはどこにいますか。もう一回だけよんだら、北きょくけんって書いてあったよ。こんなさむいところにすん

でるんだね。でもサンタさんはいつからクリスマスをじはじめたの？一回だけあくしゅしたいな～。サンタさん大すき！ 

（愛知県 高木 萌々子） 

 

204  クリスマスの手紙とクリスマスプレゼントのシールありがとう。二学期にがんばったこと・二重跳び・後ろ二十跳び・かけ

算の九九・クロール・学芸会の 5 つだよ。サンタさんも体に気をつけてがんばってね。２００８年は３年生になります。じゅ

ぎょうが６時間になるから、もと勉強がんばります。来年もプレゼントをください。よろしくお願いします。 

   （愛知県 山田 愛) 

 

205  元気ですか。わたしは元気です。わたしがすんでいるとよ田には、まだゆきがふっていません。だから、また、ゆきをおく

ってきてね。                                        （愛知県 尾崎 加奈） 

 

206  かっこいいプレゼントをありがとう。手作りのチーズケーキはおいしかったですか？おみやげのビールは、のみましたか。 

（静岡県 さわの ふうた） 

 

207  メリークリスマス。１２月２４日いつもプレゼントありがとう。わたしはサンタさんを一かいみたことあります。またよろ

しくおねがいします。                                  （静岡県 深井 和佳奈） 

 

208  サンタさんプレゼントありがとう。今その人形であそんでいます。トントがつくってくれたごはんは、おいしかったですか。

わたしもプオルッカトントのように絵がうまいです。今日はツリーの絵とわたしの絵を書きました。サンタさんも絵をかいて

おくってください。                                     （静岡県 内山 めい) 

 

209  こんにちは。サンタさんはいま元気ですか。ぼくは元気です。ぼくは前から気になってます。家とかにはエントツはありま

せん。サンタさんはいまどんなくふうでプレゼントをくばっているんですか。また手紙をおくっておしえてください。 

 （愛知県 大水 琉駆） 

 

210  手紙よみましたよ！サンタさんの家のまわりのふうけいがわかりました。ひかも一回でいいからサンタさんの家にいってみ

たいです。サンタさんはむこうにいてさむくないんですか？                      （大阪府 對馬 光梨） 

 

211  お手紙ありがとう。ぼくは手紙をもらって、うれしかったです。クリスマスのサンタさんのようすがよくわかりました。ぼ

くはがんばってべん強しています。                              （滋賀県 今井 章仁） 

 

212  ひさびさに２月９日（土）にゆきがいっぱいふって、かまくらを作りました。サンタさんはかまくらをしっていますか？か

まくらは雪で作ったへやだよ。                                （滋賀県 木村 亮太） 

 

 

 



213  フィンランドのサンタさんへ すてきな絵のついたお手紙ありがとう。わたしは、あんな絵かけないよ。あとちょっとでク

リスマスだね。クリスマスプレゼントもうきまったよ☆サンタさんにもらうの楽しみ～！みんな「さんたさんなんていない！」

って言ってるよ。なんだかサンタさんがかわいそう。サンタさん、夏のサマーカードまってるよ。これからもよろしくネ。 

                                  （兵庫県 えのき田 なお） 

 

214  サンタさんへ☆お手紙を届けてくれてありがとうございます。フィンランドはどんな国ですか。さむい国ですか。それとも

雪がふる国ですか。わたしは神戸の東灘区にすんでいます。楽しいよ。サンタさんもびょう気にならないようにしてください

ね。わたしも気をつけます。                                   （兵庫県 北添 桃花) 

 

215  ぼくドッジボールがんばっているよ。サンタさんげんき？しんどかったらやすんでね。      （兵庫県 余田 孝生） 

 

216  お元気ですか?メタボリックシンドロームにならないように気をつけてください。今年はバレエのグッズをください。  

         （兵庫県 眞野 菜摘） 

 

217  毎年プレゼントありがとう。いつか、サンタさんにあって、空とぶそりにのらせてね。やくそく！来年も、プレゼントもっ

てきてね。いつかかぞくで、フィンランドにいきたいな。ぜったいに、あおうね。もうすぐ３年生です。 

 （大阪府 渋谷 木香） 

 

218  前の時のたんけんたいはありがとう！ぼくは毎日野きゅうに行っています。プロ野きゅうせんしゅになったらぼくのし合を,

見に来てください。ぼくがしょうたいします。                         （大阪府 北口 豊史） 

 

219  お手紙ありがとう。右上の雪だるまこわれてたね。プオルッカはルスカの絵がうまいんだね。サンタより心をこめてメリー

クリスマスの下ってなんてかいてるの？手紙まってまーす。                     （大阪府 脇山 直緒) 

 

220  フィンランドのサンタさんへ いつもお手紙くれてありがとう！トントってほん当にいるの？あーちゃんの家にトントって

いないのに、どこで見たりお手つだいするの？またらい年の手紙まってるよ。大すき。サンタさん 

（大阪府 山本 亜加梨・青英） 

 

221  来年は赤ちゃんもいっしょだよ！だから来年からはプレゼントが二ついるよ・サンタさんはいつもたいへんだね。だって日

本・イタリア・ポーランド・スペイン・フランスやせかいじゅうの子どもにあげているからたいへんだね！ 

   （大阪府 曽根 晴香） 

  

222  サンタさん、ムオリさん、フィンランドのみなさんへ わたしはサンタさんのように子とりをあいしています。でも子とり

はちかよってきてくれません。どうしたらいいですか？                    （愛媛県 久枝 なな子） 

 

223  いつもプレゼントをもってきてくれてありがとう。サンタサンはなにがすきですか？よういできたらあげますよ。いつもあ

りがとう。                                           （広島県 水町 百花） 

 

224  サンタさんへいつもみているサンタさんへ サンタさんはいい人なんでしょ？がんばってね。   （広島県 斉藤 渉夏子） 

 

225  メリークリスマス。お手紙ありがとう。サンタさんのお手紙をおかあさんと美月で見ました。「美月ちゃん、おかあさんのお

手つだいもがんばってね」と書いてあるところを見て大わらいしました。              （広島県 下原 美月） 

  

226  サンタさんはお元気ですか。そういえば、サンタさんに聞きたいことがあります。ときどきプレゼントが二つおいてありま

すがなんでですか？                                      （広島県 髙石 ゆず） 

 

227  毎年プレゼントありがとうございます。すごくかんしゃをしています。これからもがんばってください。プレゼントまって

いますよ。 

トナカイさんへ トナカイさんは毎年走るの大へんですね。わたしはにんじんなどをおこうとしますが、なかなかできないの

で、心からパワーをあげています。これから先もプレゼントがなくても、トナカイさんにパワーをあげます。だからがんばっ

てください。                                       （岡山県 山足 美有） 

 

228  プレゼントをくれてありがとうございます。すごくうれしいです。ぼくはサンタさんがいてよかったです。サンタさんはや

さしくてすごいゆめをもっていますね。ぼくはサンタさんが好きです。ぼくはすごいものをくれてしあわせです。いいことを

してしあわせになってください。ぼくからもサンタさんにメリークリスマス。             （香川県 植松 光一） 

 

229  サンタさんお手紙ありがとう！ことしのクリスマスにもプレゼントもって来てね。サンタさんにしつもんです。フィンラン

ドは、雪がいっぱいつもっているのですか？とくしまはあまりつもりません。弟はサンタさんを見たと言ったので、ことしこ

そサンタさんを見たいです。                                （徳島県 新居 みずき） 

 

230  「ハロー」お手紙ありがとうございます。うれしかったです。えいごで書いてあるのわからなかったけど、えいごの先生に

よんでもらいました。                                    （福岡県 畠中 桜華） 

 

231  すてきなお手紙ありがとうございます。うれしいです。「サンタはいるのかな」と今までおもっていたけど、手紙がとどいた

ので少しビックリしました。本当にありがとうございます。                   （福岡県 高木 孝太朗） 

 

232  おてがみありがとうございました。サンタさんからのプレゼントは、食べ物のおおきくて、みがプリプリのタラバガニです。

3 つください。                                        （長崎県 荒木 琴音） 

 

 

 



233  お手紙ありがとうございました。わたしはプレゼントがたのしみです。きのうの夜、わたしとはるがサンタさんにかいた手

紙がないのにびっくりしました。わたしはサンタさんはもっていったと思いました。わたしはてっきんがほしいです。元気で

ね。プレゼント早くこないかな楽しみにまってるよ。(清加) 

サンタさんへ プレゼントありがとう。サンタさんわたしわサンタさんにおてがみをあげます。（はるか） 

     （福岡県 塚谷 清加・春香） 

 

234  サンタクロース様 わたしは「綾香」といいます。わたしは冬が大すきです。たん生日もあるし、なんといったって、クリ

スマスがあるからです。わたしももう三年生なので、プレゼントはほしい物がありません。でもわたしはクリスマスが大すき

です。なぜかというと、サンタさんが小さい子どもたちにプレゼントをあげるそのやさしい心がとてもうれしいからです。サ

ンタさんは「サンタクロースっているんでしょうか？」という本を読みましたか?わたしはサンタさんをしんじています。だけ

ど友だちから「アハハサンタクロースってお父さんとお母さんのことなんだよ！」といわれました。そしてこの本を見たので

ドッキンとしました。わたしは、サンタさんのことが大～すきです。                （福岡県 中馬 綾香） 
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