【9 才の部】
106

とってもやさしい、さんたさんへ さんたさん、わたしはさんたさんがとってもだいすきです！さんたさんはとってもやさ
しいので、さんたさんの絵も、きらきらののりでかいてあげました。このえきにいりました？きにいってくれたなら、わたし、
とってもうれしいなぁ。さんたさんからお手紙をもらったこともとってもうれしかったです。さんたさんどうもありがとうご
ざいました。いつまでもわたしをみまもっていてくださいね！
（福島県 遠藤 なみ）

107

Dear.Santa Claus I’m Shuto Ebara. I’m from Japan, and 9 years old. I want to be a scientist in the future.
Please come back to Japan. See you!
（群馬県 江原 秀門）

108

サンタさんへ、プレゼントありがとうございました。すごくうれしかったです。もうすぐおしょう月です。サンタさんも、
おもちやおせちを食べるのですか？おへんじまってます
（埼玉県 大迫 柚月）

109

フィンランドのサンタさんへ。フィンランドでは、こんなにいっぱい雪がふってるんですか？トントやプオルッカのようせ
いたちもいるんだなと思いました。トントが書いたように色はつかえないけどサンタさんの絵を書きました。そしてりこの町
にも雪がふってほしいです。
（埼玉県 岩本 梨瑚）

110

メリークリスマス！北極けんフィンランドでは、もう雪はふりましたか。トントたちがお手伝いするならゆうにもちょうだ
いね！（佑奈より）
サンタクロースへ。ハロー！はっぴんですー。君はほんとうのサンタクロースですか？ママがサンタクロースは、ご飯がた
べられない子とかに行くといってたけど、初たちのこともわすれずに。
（はつな）
（埼玉県 石井 初奈・佑奈）

111

フィンランドのサンタさんへ サンタさんは今年元気でしたか?わたしは来年で 4 年生になります。サンタさんは来年で何
才になりますか？サンタさんって兄弟がいるんですか？もっとききたいことがありますがとてもきききれません。日本にもし
プオルッカ・トントがいたらいっしょに絵をかいてサンタさんにプレゼントしたいです。サンタさんもかぜをひかないで、フ
ィンランドで元気にしていてください。
（栃木県 吹井 愛美花）

112
113

114

今年、いばらき県に雪をふらして下さい。ゆきだるまやかまくらを作りたいです。

（茨城県

佐々木

涼伍）

わざわざたいへんなクリスマスのちかいときにエヤメールなどの物をおくってくれてありがとうございます。ぼくたちは今
年や球をならいはじめました。それでコーチに和おまえファーストのさいのうがあるなとゆわれて、元がサードのさいのうが
あるなとゆわれてて、や球びなかまもぜったいファーストできるよサードできるよとゆわれているので、クリスマスはファー
ストミットをください。
（千葉県 杉木 元陽・和陽）
サンタさんへ

いつもプレゼントありがとう！しつもん

プレゼントは本当にモミの木になるの？（千葉県

荒木

はなり）

115

サンタさんは、どうして子供たちのほしい物が分かるんですか？私はふしぎでなりません。私は「サンタのひみつ」という
本をもっていますが、サンタさんの赤いコートは世界で一番細いクモの糸でおってあるそうですが本当ですか?どうしてカギが
しまっているへやに入れるんですか?もうしつもんがいっぱいです。サンタさんまずしい国や、かなしい国にプレゼントをあげ
ましたか？
（東京都 北野 真菜）

116

お手紙をくれてありがとう。サンタさんは、クリスマスイブのときにとってもいそがしいんだんあと思いました。サンタさ
ん！ともだちになってください。またプレゼントをください。おとなになってからは、ぜったいプレゼントがこないのざんね
んだけど、プレゼントを子どものときにくれてありがとう。大すきです。
（東京都 西川 小鞠）

117

サンタさんはなぜフィンランドにすんでいるんですか？ぼくはことしでサンタさんからプレゼントをもらうのをやめようと
けっしんしました。いままでありがとうございました。これからもみんなのためにがんばってください。
（東京都 渋谷 卓馬）

118

こんにちは！日本の東京に住んでいる田中琴美です。毎年、私は 12 月２５日のクリスマスの日を楽しみにまっています。
本当のことをいうと、まず年の中でいちばん楽しみにしている行事はクリスマスです。いつもクリスマスはあと何日したらか
ん！などのことを考えています。私は生まれてから一度もサンタさんにあったことがありません。あいたいな・・・と思って
いても、サンタさんの家まではとってもとおくていけません。でも私はかみさまもゆうれいも（とくに）サンタさんもしんじ
ています。みんなは「サンタさんなんかいないよ！」などというけど、私はそれでもしんじています。今年も来年もさ来年も
どうか私の家へきてください。
（東京都 田中 琴美）

119

お手紙ありがとう！なみはいい子にしてウィーをもらうんだ。サンタさんはいつも赤い服をきてるわけじゃないんだね。今
度サンタさんを見てみたいな。本物のサンタ。そりにものってみたい。ふくろがのるくらい大きいんでしょ？あとなみもトン
トより絵はうまいよ！そんなに本物っぽくかけないけど。サンタさんがくるのまってるよ！
（東京都 冨澤 奈未）

120

おてがみありがとうございました。とってもうれしかったです。きょねんはお手紙わたせなくてすみませんでした。サンタ
サンは子どもとおとなどちらがすきですか？わたしはおとなです。なぜかというと、子どももすきだけど、一番すきなのは、
おとなの中でもお母さんとお父さんなのでおとなです。またお手紙ください。
（東京都 村中 小春）

121

お手紙ありがとうございます。おくさんのごちそうわたしも食べたいな。けれどサンタさんの家はフィンランドはすごくさ
むいし、遠いからいけないね。けれど東京はふつうのさむさ。フィンランド行ったらこごえちゃうね。ようせいトントたちそ
してサンタさん、おくさんにもあってみたいな。今年はおか山と言う場所へ行くよ。じゃあね。
（東京都 長田 香子）

122

メリークリスマス！すてきなお手紙どうもありがとうございました。さむくなったけど、ちゃんと学校にちこくしないよう
に行っています！サンタさんはすごいですね！だって毎年クリスマスイブの夜に世界じゅうの子供たちにさむい中、プレゼン
トをわたしにいってるんでしょ？私は、クリスマスの朝に、毎年プレゼントがあるのでと～ってもうれしいです！今年もさむ
さにまけず、日本までプレゼントを持ってきてください。楽しみに待ってます。
（東京都 上杉 明日香）

123

お手紙ありがとうございました。わたしはクリスマスの日がまちどうしくてたまりませんでした。なぜならサンタさんから
プレゼントをもらえるからです。私はサンタさんが大大大大大大大大すきです！
（東京都 渡部 みなか）

124

やさしいサンタさんへ 毎年プレゼントをくれてありがとうございます！わたしはそんなやさしいサンタさんが大すきです。
トントさんたちもお手伝いをしてえらい！心をこめてメリークリスマス
（東京都 西郷 由子）

125

プレゼントありがとう。来年は弟もプレゼントほしいと思うからください。よろしくおねがいします。元気でかぜもひかな
いようにきをつけてください。
（東京都 安藤 愛憂舞）

126

プレゼントありがとうございます。サンタさんにしつ問があります。サンタさんはフィンランドからきたのですか？それと
もアイスランドからきたのですか？いつか答えをおしえてください。また手紙を書きます。今年のクリスマスもよろしくおね
がいします。
（東京都 佐藤 勇太）

127

12 月にはお手紙ありがとうございます。こっちは雪がふりませんでした。がっかりしました。でも、お手紙をもらったら、
元気がでました。
（神奈川県 古橋 一輝・美咲）

128

お手紙ありがとうございました。ぼくは今野球をがんばっています。せばんごうは３番でサードをまもっています。中学に
いってもつづけます。りくじょうもやってみたいです。ぼくのゆめはオリンピックにでることです。だからがんばります。
（神奈川県 平良 信伍）

129

こんにちは、サンタさん元気ですか？ぼくは元気です。フィンランドはどうゆうところなんですか？冬はクリスマスではる
は、なにをしてるのですか？夏はなにをしているのですか？秋はなにをしているのですか？きになります。うちの友だちがい
ってたんですけど、悪いことをするとへんな物がくるときいたんですが本とうですか？おしえてください。サンタさんって何
さいなんですか？ていねんってあるんですか？サンタさんは、いつからあるんですか。またはがき送ります。
（神奈川県 桑名 駿）

130

わたしはもうそろそろで、４年生になります。４年生では、今より意見を言えるようになるのがもくひょうです。ぜひがん
ばりたいと思います。
（神奈川県 石橋 怜奈）

131

サンタさんへそしてトナカイさんへ 元気ですか?わたしは元気です!! わたしはサンタさんにききたいことがたくさんあり
ます！１つ目は、サンタさんはほかにもいっぱいいるんですか？そして２つ目は、サンタさんの「かお」がしりたいです！そ
して３つ目、これはほしいとかじゃありません！じつはお母さんが赤ちゃんをうみました！！名前はひよりデス！
（神奈川県 小林 明日香）

132

クリスマスカードありがとうございます。わたしは半分サンタさんはいないんじゃないかとおもっていました。ところでお
しろのとしおりトントは元気ですか？サンタさんも元気にしていてください。サマーカードまってます。
（神奈川県 蓮沼 香央里）

133

サンタさんはみんなにプレゼントをくばるけど、サンタさんはプレゼントをもらっているんですか？プレゼントをくばって
いる時、どんな気もちですか?いろいろな事がふしぎです。メリークリスマスよいお年を
（神奈川県 玉田 一紗）

134

Merry Christmas! さんたさん、毎年プレゼントをどうもありがとう。思った物がきちんと、とどいて、とてもうれしいで
す。さんたさんは、いま元気ですか?私は学校では、もんだいがあるけれど、とても元気です。らいねんは、ねずみどしですね。
ねずみはすきですか？わたしはすきです。だけどわたしは、うさぎどしです。さんたさんはなにどしですか？ではまたらいね
ん・・・
（神奈川県 工藤 ゆうか）

135

すてきなお手紙をどうもありがとうございます。お手紙ありがとうございました。サンタさんもさむいふゆきをつけておす
ごしください。せかいじゅうのこどもたちにプレゼントくばるのがたいへんでしょうががんばってください。夜プレゼントく
ばるおしごとがんばってください。
（神奈川県 山口 みなみ・隆一）

136

お元気ですか。クリスマスイブのプレゼントありがとうございます。そのつぎの、クリスマスの日、おくさんのムオリさん
のごちそうはおいしかったですか？手紙読みましたよ。手紙もありがとうございます。トナカイさんへ 毎年サンタさんとき
てくれてありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。これからも手紙かきますね！
（神奈川県 大西 彩花）

137

はじめましてサンタさん！プレゼントありがとう！ななほ、はじめて２つもらっちゃった。こんどお手紙ちょうだいね。そ
の時は」日本語でじゅうしょおしえてね！こ年も２つプレゼントちょうだいよ～！これからはお友だちだよ！
（愛知県 坂田 ななほ・優雅）

138

冬休みにはプレゼントありがとう！あとお手紙もありがとう！サンタさんは世界中の子どもたちにプレゼントをくばりおわ
ってからとんとたちが作ってくれたサウナに入りましたか?あとおくさんが作ってくれたごちそうはおいしかったですか？わ
たしもフィンランドへ行ってサンタさんにあってトントたちといっしょにあそんだり、おくさんのムオリさんのごちをうが食
べてみたいです。サンタさんの家はどこですか？よかったらおしえてください。おねがいします。またつぎのクリスマスも来
て下さい。
（愛知県 加藤 さやか）

139

メリークリスマス。サンタさんの家フィンランドだったんだね。トナカイはほんとうに、とぶのかな？と思っているけど、
サンタがいるなら、いるのかなと思いました。
（静岡県 矢野 颯太郎・さくら）

140

お元気ですか?ぼくは元気です。サンタさんは楽しい毎日をすごしていますか？サンタさんクリスマスにプレゼントを一日で
くばるのがむずかしいかな？といつもおもっています。サンタさんもクリスマスを楽しみにしているとぼくは思っています。
（静岡県 小山 晃太朗）

141

サンタさん手紙をくれてありがとうございます。だれからが始めは？（ナゾ）だったけど開いてみたらびっくりしました。
サンタさんありがとうございます。プレゼントもよろしくおねがいします。
（静岡県 武田 奈津希）

142

お手紙ありがとうございました。毎年サンタさんからのお手紙をたのしみにしています。とくに、クリスマスが近づくと、
心がうきうきしてきて、たのしみにしています。まいとしお手紙の絵がかわるのでたのしみです。
（岐阜県 鬼武 真央）

143

おてがみありがとう。いつかテニスしようね。

144

わたしはサンタさんがいるのをしんじています。

（三重県

森島

（三重県 森

悠斗）
百花)

145

きょ年はお手紙ありがとう！さらにプレゼントが置いてあって、とてもうれしかったよ！五年生になっても、やさしく、お
りこうに、お父さん、お母さん、身の回りの人の言うことをちゃんと聞くのでプレゼントを持ってきてください!!お願いします。
（岐阜県 加藤 碧乃）

146

フィンランドのサンタさんへ 毎年真夜中にプレゼントをとどけてくれて、ありがとうございます。サンタさんは来年の夏
休み、どこに行くんですか?おしえてください。また来年もプレゼントを持ってきてください。
（愛知県 加藤 早葵）

147

プレゼントありがとう。クリスマスイブの時、サンタさんに会いたいと思っていましたが、ねてしまいました。でも夜中に
起きて少したったとき、ソリの音が「サー」ときこえてきて、まどの方を見たけど、いませんでした。でも、まどのカギだけ
があいていて、クッキーもなくなっていた。おいしかった？次のクリスマスイブ サンタさんにあいたいです。これがわたし
のプレゼントがいいです。
（愛知県 山本 さくら）

148

感謝をこめて いつもｘ２ ありがとう！元気かな？わたしは大変元気です！今年はいいことがい～っぱいありそう!! サ
ンタさんはいままででどのくらい いいことがあった？また来年もさらい年もプレゼントよろしくね!!お母さんが、今年は指輪
がほしいって！
（愛知県 船橋 穂乃佳）

149

サンタさんお手紙ありがとう。ところでサンタさんはパパやママやヒカルやわたしたちをどうやってしっているの？それか
らトントたちはどんな遊びを考えていたんだろうね。
（愛知県 丹羽 綾香）

150

お手紙ありがとうございました。ぼくの家では今年のクリスマスに初めてアイスケーキを食べます。今、日本ではインフル
エンザがはやっているので、サンタさんも気をつけてください。
（新潟県 岩井 晶太郎）

151

サンタさんプレゼントありがとうございます。ぼくはしょうらいおもちゃを作る仕事をしたいです。そして子どもたちをよ
ろこばせたいです。
（新潟県 小林 雄生）

152

サンタクロースさんからもらったカレンダーを見ると、８月ごろには木のみ、ブルーベリーをつんだりするんですね。わた
しは８月ごろは、海へいったりします。わたしは下にサンタクロースさんの絵をかいてみました。
（大阪府 樫原 未歩）

153

メリークリスマス！らい年もおくってね。サンタさんへ 今年は幸せな毎日をすごせましたか？ちょっとアドバイス！どん
なつらいことがあっても、あきらめず、それにむかって立ち進むこと！それができれば、毎日幸せになれますよ！それとなん
でサンタさんがわたしたちのすんでいる住所を知っているんですか?なんか 24 日になると１回でもいいからサンタさんに会
いたくなるんだな・・・。心からメリークリスマス！
（兵庫県 堀田 桃花）

154

クリスマスプレゼントありがとうございました！月を見てみたら、クレーターがよく見えてきれいでした！サンタさんとん
とさんお元気でいてください！
（兵庫県 平井 美宇）

155

サンタって本当にいるんですね。わたしのことみてくださっているんですね。ありがとうございます。これからもべん強と
か、がんばるのでみてください。
（兵庫県 岸本 柚鈴）

156

４年ぶりにサンタさんから手紙が来て、とてもうれしいです。それでしつ問します。1.「トント」って本当にいるんですか？
2 どうしてサンタさんは、ほしい物がわかるのですか？次はママのしつ問です。3 悪い子には、石炭をもっていくって本当で
すか?おしえてください。来年もよろしくおねがいします。
（大阪府 白井 さとほ・あきほ）

157

私は今、バレエとコーラスのりょうりつがすごくむずかしいです。でもどっちもがんばっているのでサンタさん、おうえん
してください。大きくなったら、かならずサンタさんの所に行ってショーを見せたいです。
（すばらしいショーを）うきうき・
わくわく、ゆきのすごいショーをきっと見せに行くからね。それまでまっててね。
（奈良県 松本 有貴）

158

日本は寒いです。はやくはるになってほしいです。はるになったら、さくらがさきます。山もピンクです。
（兵庫県 大塩

緋奈）

159

毎年ありがとう！ことしもがんばってくださいね。私はいろんなことにちょうせんしています。もうすぐなわとびのはやぶ
さができるようになります。（まなより）
サンタさんへ いつもプレゼントありがとう！いつもサンタを見たいんだ！いつもほんとにありがとう（たけるより）
（兵庫県 藤野 真菜・武・啓人）

160

とってもやさしくてしんせつのサンタさんへ こんにちは１２月 25 日クリスマスの日プレゼントどうもありがとうござい
ます。今年も来て下さい。まっています。また手がみをおいておくのでもってかえって下さい。おへんじちゃんと下さいネ。
わたしはサンタさんがすきです。ほしい物をたのんでそのほしいものだけのはずなのに、よぶんにほかにももってきてくれる
からです。それにサンタさんがプレゼントをくれるのは「やさしいからだ」とおもっています。また来て下さい。
（兵庫県 塩見 伊吹）

161

サンタさんとトナカイさんの絵です。気に入ってくれたらうれしいです。（かずは）
はづきは、トナカイさんを「クンクン」といってきにいっています。

（京都府

山本 和葉・葉月)

162

親愛なるサンタさんへ お手紙くれてありがとう。私はピアノを習っています。曲はモーツァルトのＫ545 ををひいていま
す。そしてくびかざりのしんじゅのような音がでるようにがんばっています。今度は私がサンタさんにこの曲をプレゼントし
ます。ぜひききにきてください。そのときは、夜じゃなくて昼間にきてください。
（兵庫県 澤田 真理子）

163

サンタさん＆トントへ プレゼントありがとう！おかしをよういできなくてごめんね。でも来年はちゃんとよういするね。
それと手紙の上の絵がとってもかわいかったよ！
（愛媛県 髙木 里歩)

164

今年もいいこにしていたよ！わたしもバレーをがんばっとるよ～！サンタさんのプレゼントまっとるけんおくってよ～。サ
ンタの手紙まくらもとの上においてあるけん！とってね～！
（島根県 佐々木 茜）

165

お元気ですか。ぼくは元気です。ぼくのすんでいる所は雪がいっぱいふりました。ぼくはテレビでフィンランドとサンタさ
んを見ました。ぼくは会いたいなぁと思いました。来年ぼくのところにぜひきてください。
（鳥取県 藤原 幸大）

166

フィンランドのサンタさんへ もうすぐクリスマス、サンタさんも寒いのにみんなにプレゼントをおくってたいへんですね。
トントたちは、どうしてますか。お手つだいはたいへんです。わたしはいま家のお手つだいかたづけをしています。サンタさ
ん、トントがんばってください。
（岡山県 須々木 はな）

167

クリスマスプレゼント、どうもありがとう！ ぼくはサンタが来るのがまちどうしいです。ぼくはサンタを一回見たいです。
サンタは、なぜぼくがソフトをしているのがわかったの？ぼくは、それがききたいです。サンタ大すき！
（山口県 堀 海斗）

168

ぼくへのおてがみありがとね。フィンランドはいまどう？ものすごい雪がふって雪で遊べるぐらいなんでしょ、いいな～。
日本にすんでて福山はぜんぜん雪はふらなくってすごくお昼になるとあついよ。たまには雪がふってほしかったなぁ。でもね、
小さいころおばあちゃんの家にとまった時は、ちょうどいっぱい雪がふっていてすぐそとにとびだして雪だるまとか雪がっせ
んをしておばあちゃんやおじいちゃんといっしょにたのしくあそんだよ。
（広島県 深見 天翔）

169

来年のクリスマスプレゼントは１００万円をください！！ぼく、わたしはお金をいっぱいためて、いっけんやと犬がほしい
です。日本のお金、温かい物をおいてまってます。
（沖縄県 大城 美咲・健太）

170

お手紙ありがとうございました。ここでしつもんですが、サンタさんは一人なんですか?一人だと世界じゅうの子どもにプレ
ゼントくばるのが大へんじゃないですか？おしえてください。クリスマスたのしみにまってます。
（沖縄県 安里 美紗）

171

手紙をくれてありがとう。ぼくはサンタさんを幸せをはこぶ人だと思います。今からポケモンの絵を書きます。ぼくもメリ
ークリスマス。
（大分県 上野 耕一郎）

172

お元気ですか?わたしはげんきです。プレゼントをわたすお仕事をてつだってあげたいです。できればさせてください。わた
しはサンタさんが大好きです。
（福岡県 田中 莉夏子）

173

手紙ありがとうございます。なんで？わたしには、手紙が来て、なんで？友だちにはこないんですか？また今年もきたらい
いなぁ～私はまっています。
（福岡県 田中 千夏）

174

サンタさんはどうやってまどから、おうちの中にはいっていくんですか？サンタさんは日本にもいるんですか？
（福岡県 坂西

優）

175

お手紙ありがとうございました。サンタさんってすごくていい人ですよね。わたしこの手紙を見たら、すごくてすごくてぜ
ったいに手紙を書くと言ってすごくわくわくしていました。かちゅうしゃ、それから本、ノートまでありがとうございました。
ピアノの発表会もがんばりまーす！わたしは、サンタさんが来るまでまっていましたが、だんだんねむくなって来て、ねむっ
てしまいました。プオルッカの「ルスカ」と言う絵とってもきれいかったですね。サンタさんってゆめのある人ですね。
（佐賀県 本下 つかさ）

176

お元気ですか?わたしはとても元気です。サンタさんはどこにすんでいますか？サンタさんのおしごとはたいへんですか？わ
たしの学校のべんきょうは、むずかしい時もあれば、かんたんの時もあります。サンタさんにもおしごとをがんばっているの
でわたしもがんばります。
（長崎県 川端 蒼海）

177

いつもプレゼントありがとう。ぐっすりねて、クリスマス元気にプレゼントくばりにきてね！（鹿児島県

はたなか

みく）

【10 才の部】
307 サンタさんはいるんですよね？私の友達はいないといっているけど、私はぜったいいるってしんじています。プレゼントあ
りがとうございます。サンタさん来年もよろしくおねがいします。
（福島県 西川 茜衣梨）
308 今年はプレゼントのかわりにピアノを買ってもらいました。来年はサンタさんにプレゼントをお願いしたいです。ピアノで
は、かんたんな曲をたくさんひけるようになって、むずかしい曲はすこしだけひけるようになりました。トナカイさんプレゼン
トをはこぶのがんばってね☆サンタさん、寒い中、みんなのプレゼントをもってきてくれてありがとうございます
（秋田県 小倉 優華）
309 クリスマスプレゼントありがとう！テニスの大会で一回戦でまけたけど、3 月のしあいでがんばります。サンタさんもおう
えんしてね。
（秋田県 畠山 桃佳）
310 私は冬休みの宿題が少しイヤです。でもサンタさんが来るのでがんばります。私は冬休みはスキーにいってすべってきます。
みんなとも遊びます。楽しみです！勉強もがんばって、安全に楽しく冬休みをすごしたいです。
（山形県 高橋 未久）
311 クリスマスにはお手紙、プレゼントありがとう。サンタさんの弟子のトントはすごいですね。ぼくはプレゼントをお願いし
てなかったけど、クリスマスの朝、まくらもとにおいてあったのでびっくりしました。登山に使えるヘッドライト。茶道に使う
ふくさ。乾電池の充電器。登山も茶道もエコにも頑張ります。そして、何よりサンタさんからのお手紙がうれしかったです。ス
キーも雪が降ったし、いいコーチと出会って楽しい日をすごせました。ぼくの母さんは「地球温暖化でサンタさんに雪を降らせ
るお願いなんてしたら困るでしょう」と言います。地球温暖化は人間のせいだから、ぼくたちで努力してこれ以上ひどくならな
いようにしなければなりません。サンタさんの住むフィンランドでも雪が降るのがおそかったと書いてありましたね。世界中の
子どもだちにプレゼントを送る仕事は大変だったでしょう。ゆっくり休んで今年も頑張ってください。いつかサンタさんに会い
たいんだけど…。オーロラも見にいきたいです。それじゃまたね。元気でね。
（福島県 古川 浩）

312

ぼくはいろいろな国に旅行しているので、こんどフィンランドに行って、サンタさんにあってオーロラを見たいです。
（茨城都 山﨑 弘翔）

313

わたしはクリスマスをまっています。ようちえんのころ友だちが「リンリンリン」という音をきいたといっていました。
わたしはサンタさんを見たことはないけどサンタさんはいると思ってます。
（埼玉県 須藤 久瑠実）

314

12 月はお手紙ありがとう。これから日本の様子を伝えるよ！今は、寒いけど春の風がふいているんだ。もうすぐ春だよ！
（日本）だから、ごはんはおでんだったよ！あったかい物を食べるとポカポカするね！フィンランドはどんな季節？返事楽
しみにまってまぁーす！
（埼玉県 嶋田 悠花・壮真）

315

あなたを信じない子にどうしても信じさせたいです。どうしたらいいですか。

（群馬県

加藤

稔理）

316

今年のクリスマスはありがとうございました。お母さんにもプレゼントをくれて本当にありがとうございました。去年の
クリスマスはとっても楽しかったです。今度はお父さんにもプレゼントをあげてあげてください。 （群馬県 斉藤 み友）

317

お手紙ありがとうございました。私たちは、なん回も手紙を読みました。手紙をもらってうれしかったです。絵もすごか
ったです。
（東京都 福島 未夢・航己）

318

クリスマスイブに私のほしがっていたのくれてどうもありがとうございました。来年もよろしくおねがいします！夏にま
た手紙をください。それから、サンタさんは夏あの赤いようふくじゃあついんじゃないんですか？夏はどのようなふくをき
ているのですか？おしえてください。
（東京都 苗村 実咲）

319

大好きなサンタクロース様へ。これは 2007 年 12 月 24 日のことです。私は「今年もサンタさん来てくれるかな？」と
ドキドキ、ワクワクしていました。ふとんに入ってもなかなかねむれませんでしたが「早くねないと、サンタさん来ないよ
な」と思ってねました。夜、私はねがえりをうち、自然にパッと目がひらきました。すると、つくえの上には、たくさんの
プレゼントが！その時はす～っごくビックリしましたが、朝起きてからよく見ようと思いました。ドアの方へ目をやると、
だれかが見ているのがわかりましたが、母だろうと思いました。しかし、朝 母に聞いてみると「ちがう」と言っていまし
た。暗くてよく分からなかったのですが、もしやあなたですか、サンタさん。もしそうであったらとてもうれしいです。朝、
めざまし時計がなり、プレゼントのことを思い出して、すぐに目覚めました。するとどうでしょう！？目の前に広がったの
は、合計７つものプレゼント！一度にこんなにたくさんもらったことがなかったので、こうふんしました。包みをあけると
どれもほしかったもので、すっごく気に入りました。言葉にはあらわせないくらいうれしかったのですが、
「できればたくさ
んください！」などとよくばりを言ってしまったことを反省しています。本当にスミマセン。でも、今までもらったもの７
つは全部私の日常生活の役にたっています。本当にありがとうございます。あっ知らないうちにもういっぱいになってしま
ったので、くわしいことは今年のクリスマスに。今年も待っています～！
（東京都 寺本 真依）

320

私は４年生です。４年生になるとみんなサンタさんを信じませんが、私はサンタさんをしんじています。いつもプレゼン
トをくれるサンタさん、ありがとう!!私はサンタさんをず～と信じます。手紙に「ピアノや勉強がんばってね」ってかいてあ
って本当にうれしかったです。
（東京都 石井こはく）

321

322

①お元気ですか?②昨年の 12 月は大変でしたか？③カゼはひいてませんか？④おもちゃはどこでしいれるのですか？⑤
すきなおかしはなんですか？⑥夏は半そでなんですか？⑦ひげをそったことがありますか？⑧サンタさんはプレゼントをも
らったことがありますか？この①～⑧までのしつもんの答えをおくってください。
（東京都 大髙 聡美)
今私は、スケートを習っています。もっとうまくなるようにがんばります。サンタさん元気でね！（山梨県

深澤

望那）

323

お手紙ありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。しつもん。サンタさんはこどものころはどうしてい
たんですか？
（神奈川県 大塚 帆高・龍青）

324

フィンランドではどうお過ごしですか?のんびりとした野原もクリスマスちかづくと雪がふりサンタさんもたいへんだし、
野原も、雪をつもってたいへんなことでしょう。ぼくはしつもんがいくつかあるのですが、一つだけききます。サンタさん
は、どこからプレゼントをくれているのですか？えんとつは家にはありませんし、まどだってカギをかけていますよ！どこ
からプレゼントをくれるんですか？教え下さい。
（神奈川県 鳥越 隆史）

325

私は毎年サンタさんからの手紙をまっています。今年も手紙が届いてうれしかったです。２００５年にはじめてサンタさ
んから手紙がきた時は、びっくりしました。もうお姉さんなのでおもちゃのかわりに手紙が届いたのですね。サンタさんは、
本当に私のことをしっかり見ていてくれてうれしいです。
（山梨県 馬場 瞳）

326

住所教えていただけますか？Ｓａｎｔa さんと友だちになりたい！一ヶ月に一回は手紙送るので。でもさんたさんは、何
才なんですか？ずっと長いきしているんですか？あとなぜそりにのってくるのですか？電車とかにのってきたら、らくだと
思うのにな。夏や春はどうするのですか？ほかの国にプレゼントわたすのですか？おへんじまってます。
（神奈川県 川島 未夢）

327

プレゼントありがとうございます。夏のサーフィンは、たのしかったですか？体にきをつけて夏をすごしてください。
（神奈川県 松尾 貴志・唯）

328

お手紙をどうもありがとう！わたしとてつ也はとっても元気でいました。たまにケンカをしたときもあったけど・・・ま
あいいこにしていました。わたしは“クリスマスがとっても楽しみ”でした。てつ也も同じです。ところで、サンタさんの
住んでいるところは雪がたくさんふってつもったんですね。わたしの住んでいる長野県上伊那郡宮田村は、まだ雪があまり
ふっていないし、つもってもいません・・・。サンタさんはいいですね！よう精トントさんたちは、元気でやっていますか？
いつもお手伝いをしていいですね。わたしはぜんぜんやっていません・・・でもたまあにやっています。まあ、でもまた今
年もよろしくお願いします。楽しみにしてまっています!!まだ早いですが、よいお年を！
（長野県 浅野 有紀・哲也）

329

サンタさん手紙をくださってありがとうございます。わたしたち日本の国でも雪がふらなかったです。なのでスキーがな
かなかできませんでした。そのかわりすごくさむかったです。体のこと気にしてくださってありがとうございます。わたし
はフィンランドにサンタさんがいるなんて知りませんでした。でも知った時、サンタさんにあいたいなぁと思いました。サ
ンタさんも体にきをつけてよいお年をおむかえください。
（長野県 遠藤 萌々香）

330

毎年お手紙ありがとうございます。去年に比べるとぜんぜん雪がありません。フィンランドも雪が少ないそうですね。ぼ
くも、そのルスカというのを見てみたいです。ぼくは小学４年生です。フィンランドでは４年生をなんと言うのですか?お
仕事がんばってください。
（新潟県 吉岡 知洋）

331

まい年プレゼントありがとう。さんたさん大好き。２０才大人になってもサンタさんをしんじるよ。ずっとしんじていま
す。クリスマスの夜、手紙とクッキーをトントかサンタさんどっちかがフィンランドにもってって食べてくれた？らい年も
手紙かくよ！！
（長野県 山崎 夏津子）

332

わたしはサンタさんが最初いないと思っていました。友達に「サンタさんいるとおもう？」ときいてみたら多くの人がいる
と思う、少ない人がいないと思うといってみました。そして 24 日の夜にねて朝起きてみたらプレゼントがありました。わ
たしは「サンタさんいるじゃん」と思いました。そしてゆうびんうけをみてみたら、サンタさんからてがみがきていました。
とてもうれしかったです。サンタさんから手紙をもらったのははじめてだからとてもうれしかったです。手紙をあけるとき
はワクワクしました。あけてみてお母さんからよんでもらいました。そしてサンタさんがいるとわたしはおもいました。サ
ンタさん手紙をくれてありがとう！
（新潟県 山口 晏奈・祐奈）

333

サンタさん 12 月の 24 日にプレゼントをくれてありがとうございました。ぼくは絵がとくいなので、見てください。サ
ンタさんにあったら、キャッチボールできればしてください。
（三重県 村上 颯太・諒伍）

334

手紙とおくりものすごくうれしかったありがとう！サンタさんに手紙送るのは二回目です。また日本では、冬がふってい
ません。フィンランドはゆきがふっているんですね！！ムオリさん優しそうだね！あってみたいな！？
（岐阜県 加藤 優）

335

響も渓も快もとても元気です。私は絵が大好きです。だからプオルッカ・トントのようになりたいです。それに動物が大
好きだから、ウウラストントのように思いやりをかけてあげたいです。私も奥さんのムオリさんのごちそうを食べてみたい
です。来年のクリスマスもよろしくお願いします。まってま～す！ヨロシクね～！
（静岡県 山本 響）

336

お手紙とプレゼントありがとう。日本はね、あきはね、かえでや、もみじや、いちょうが赤やきいろ、オレンジとかに、
そまるんだよ。とってもきれいだよ。きょうとにいったときだって、もみじが、とってもきれいだった。わたしは、あきの
じきが、大さうきだよ。サンタさんは、大すき？日本のあきのえを下にかくね。
（愛知県 北村 泰晟・心）

337

元気で長生きしてください。ぼくはサンタさんが大好きです。プレゼントはいたつがんばってください。おうえんしてま
す！！
（愛知県 室田 拳太郎）

338

この手紙を読めなかったけど、あらためて、サンタさんがいることがわかりました。私はサンタさんがいることを信じて
います!みんなお母さんだのお父さんだの言っているけど、私は信じてます！夏も手紙くださいね！ （愛知県 岩﨑 玲奈）

339

すてきなお手紙ありがとうございました。初め、ふうとうを見た時は、だれからだろうと思ったけれど、中の手紙を見た
ら、おくり主が、サンタさんだったので、びっくりしました。私はサンタさんはいないと思ったけれど、いたんですね。
（愛知県 伊澤 慶・紀人・樹美）

340

日本の遊びは、おにごっこ・ドッジボール・かくれんぼ、いろいろな遊びがあります。サンタさんも一回遊んでみてくだ
さい。
（愛知県 山田 篤・容平）

341

サンタクロースはあなたの心の中に。

（奈良県

上田

皐月）

342

毎年プレゼントを持ってきてくれたありがとうございます。プレゼントを見つけた時すぐ開けてくみたてました。うれし
かったからです。来年もまた持ってきてください。大好きで～す。
（滋賀県 大橋 真子）

343

いつも見守っていてくれてありがとう。今年は悪い子だったから来年はいい子にするね☆サンタさんは今何才？今度教え
てね。ワクワク。私の好きな人と両思いにならせて下さい。家族みんなでいつまでも幸せでいられますように。
（和歌山県 滝本 貴美）

344

サンタさんへしつもんです。サンタさん小人は何人ぐらいいますか？（かなから）サンタさんは何才ですか？（こなつか
ら）プレゼントは何個までたのんでいいんですか？（けん太より）
（兵庫県 田中 小夏・健太・果奈）

345

サンタさんはフィンランドにいて、私の「心」の中にもいる。

（大阪府

山村

里帆・友理)

346

毎年プレゼントをくれてありがとうございます。今年もプレゼントを開けて「うわぁ～っ」と言ってしまいました。一年
間がんばります。フィンランドの「お空」から見ていてください。
（大阪府 新井 美桜）

347

いつもプレゼントをくれてありがとう。まりサンタさんにあいたいな～。フィンランドってどこ？とおくないならあいた
いな～。サンタさんにあえるなら、どこにでもまりいくよ（たぶん）
（大阪府 冨田 毬佳)

348

いつもプレゼントをくれてありがとうございます。一回サンタさんと会ってみたい。６年生のクリスマスの夜に会いたい
です。そしてぼくも大人になったら、野球をおえていんたいしたら、サンタさんになりたいです。
（大阪府 田川 諒)

349

お元気ですか。どうやら夏にとどけた手紙がフィンランドにとどいた様ですね。サンタさんが言ってたとおり森の動物や
鳥たちにも、温かい心や思いやりをかけてあげます。お手紙ありがとうございます。寒い冬がんばってのりこえて下さい。
あといつもクリスマスにプレゼントどうもありがとう。
（大阪府 嶋谷 江梨花）

350

私は今とてもうれしいことがあります。それはサンタさんからの手紙に、私の今ほしい物つきできたからです。それはい
ろえんぴつの２４本です。私はぬりえが大好きです。大人のぬりえをやっているから、色えんぴつの色がなくなっていって
るから、いま色えんぴつがほしいと思っていました。だからうれしいです。それに私はサンタはいないと思ってだけど、テ
レビでフィンランドの旅という番組でサンタのしかくをもった人がいると言うから見てみるとほんとにいました。私はほん
とにいるときいてとてもうれしかったです。これからもげんきでいてください。
（広島県 赤木 美沙）

351

プレゼントありがとうございました。とてもうれしかったです。来年もよろしくお願いします。サンタさんこれからもケ
ガをせず、いつまでも元気でいて下さい。そしてずっとずっと、みんなの笑顔を作って下さい。サンタさんもずっと笑顔で
いて下さい。
（広島県 吉田 千沙都）

352

カードありがとうございました。私は今度の四月に５年になります。日本はもうすぐ桜や桃の花が咲く春になります。フ
ィンランドは雪がふっていますか。遊びにいってみたいです。
（福岡県 花田 佳奈）

353

クリスマスの手紙ありがとうございました。宮野・宮吉には、自然がいーっぱいあります。近くにはお宮もあるし、遠賀
川源流点もあります。時々、草とりにも行きます。宮野小学校は、全校児童５０名です。そのうちの４年生は９名です。み
んな仲良しです。サンタさん、ぼくと是非お友達になって下さい。
（福岡県 川上 慎平）

354

サンタさん、地球温だん化についてどう思いますか?ぼくは地球温だん化というのは世界のみんなにあたえられた大きな
問題だと思います。しかし温だん化はどんどん強くなっていって、今この時何か手だてを打っておかないと地球がだめにな
ってしまいます。ぼくがもしも今大人だったら地球を助けるためにみんなに知ってもらって一人一人自分にできることを考
えてほしいと思います。サンタさん、ぼくは一生何もいりません。だからどうにか地球を助けて下さい。世界では地球温だ
ん化があるというのにつまらない戦争やけんかをしている国があります。その人達にぼくは言いたい。
「地球がだめになろう
としているのにぼくたちがここにいることにもありがたいのに助けなくていいの？」と。
（福岡県 石倉 晃一）

355

サンタさんは日本語しゃべったりできるの？？ いつでもいいのでおしえてください！サンタクロースは７人くらいいる
の？一人？サンタさん手紙ありがとうございます。
（福岡県 貞方 佳織）

356

お元気ですか?私の住む福岡県は、雪が少ししかふりませんでした。４年前みたいに、雪遊びがしたい！そして大きな大
きな雪だるまをたくさん作りたい！私の家にいるインコはきっと寒がるでしょうね。
（福岡県 野田 愛）

