
  

チャイルドや家族にとって、自分の言葉で書かれた手紙はスポンサーの存在を近くに感じさせることでしょう。 

簡単な一言から、交流を深めてみてはいかがでしょうか？ 

（あなたのチャイルドの住む国で広く使われている言葉ですが、必ずしもチャイルドの話す言葉とは限りませんことを、予めご了承ください。 

以下の文章は、“チャイルド本人宛ての手紙”を想定して作成してあります。) 

2通りの文例もありますが、言い回しの違いで表現や内容に差はありません。 

 

手紙の文頭に 

 

◇ お元気ですか？ 

Koman'w ye? 

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

Mwen trè byen/ Mwen yon ti jan anrime. 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちました。 

Mwen vin enterese ak peyi'w la depi le mwen 

vin zanmi'w 

 

 
 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Sa se premye lèt m'ap ekri'w 

◇ 私は_______ 才です。 

Mwen genyen     ane 

◇ 私は会社で働いています。 

M'ap travay nan yon konpayi 

◇ 私は学生です。 

Mwen se yon etidyan 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Ki sa ou ta renmen konnen sou Japon? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

＊ Bòn anivèsè  

＊ Bòn fèt. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

＊ Mwen sezi wè jan'w grandi！  

＊ Sa fèm sezi pou'w wè jan'w grandi！ 

◇ 健康に気をつけてください。 

Tanpri, pran swen tèt ou. 

 

 
 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Ou renmen Lekòl? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

Ki jwèt ou fè ak zanmi'w yo nan lekòl-la? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

Ki jwet ou fè ak fre'w yo epi se'w yo? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Ou renmen ede  manman'w ak papa'w  fè 

travay nan kay-la? 
 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ クレオール語（ハイチ） ～ 
 



 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Bòn ane 

◇ あなたと家族のみなさんにとって、幸せな一年になり

ますように心からお祈りします。 

Se pou ane k'ap vini-an pote anpil fwi, kè 

kontan ak lajwa pou ou menm ak tout 

fanmi'w. 

 

お手紙/贈り物について 

 

◇ 私の手紙を楽しく読んでもらえたら嬉しいです。 

Mwen espere ou te renmen lèt mwen-an 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといいなぁ。 

Mwen espere ou te renmen ti kado mwen 

voye pou-a 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Kite'm voye yon let/yon ti kado/yon foto pou 

ou 
 

チャイルドへの気持ち 

 

◇ あなたが元気で成長するのがとても嬉しいです。 

＊ Mwen trè kontan wè ou byen vini 

＊ Mwen tre kontan pou-m wè kijan ou grandi 

an sante 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

＊ Mwen swete ke ou reyalize rèv ou 
＊Mwen espere rèv ou yo ap tounen reyalite 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

＊ Mwen swete rankontre avèk ou yon jou 

＊ Mwen espere rankontre'w yon jou 

◇ あなたをいつも思うことができるように、写真を大事に

飾っています。 

＊ Mwen kole foto’w sou mi lakay mwen 

pou’m ka toujou sonje’w 

＊ Mwen gen foto'w sou mi lakay mwen yon 
fason pou'm toujou sonje'w 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Ou toujou nan panse mwen 
 

 

チャイルドからのお便りについて伝えたい時は？ 

 

◇ この間はお手紙／絵をありがとう。 

Mèsi pou dènye lèt ou /a desen-an. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

＊ Ekskize'm paske sa fè lontan depi'm  

pa ekri'w.  

＊  Mwen regrèt anpil, paske sa fè lontan 

depi'm pa ekri'w. 

◇ あなたから受け取ったお手紙/クラフト/絵を大切にして

います。 

Mwen renmen lèt ou a anpil (手紙) 

Mwen renmen ti ouvraj atizana ou fè a (クラフト) 

Mwen renmen foto’w la anpil (絵) 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

＊ Mwen te kontan lèt ou a nèt 

＊ Lèt ou yo fè kè-m kontan anpil 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

Mwen trouve desin’w lan byen fèt (絵) 

Mwen trouve ti ouvraj atizana’w yo byen fèt 

(クラフト) 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Mwen ta byen renmen resevwa lèt ou  

/desen'w ankò . 
 



 

「一年の歩み」（成長記録）を読んで 

 

◇ 「一年の歩み」（成長記録）を受け取り、とても嬉しかっ

たですよ。 

＊ Mwen te trè kontan resevwa rapò progrè 

anyèl ou a 

＊ Mwen kontan anpil pou-m resevwa Rapò 

sou Pwogre'w fè pou ane-a 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Se toujou yon gwo plezi pou mwen pou-m 
gade foto'w yo 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

＊  Mwen inpresyone aprann ke ou ede 

fanmiy’w fè ti travay 

＊ M'te sezi tande ke ou ede moun yo fè 

travay nan kay la 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

＊  Mwen kontan konnen ke ou pase tout 

ane-a en bòn sante 

＊  M'kontan tande ke sante'w te anfèm 
pandan tout ane-a 

◇ 立派になりましたね。 

＊ Ou byen grandi! 

＊ Ou grandi anpil! 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

＊ Tanpri pran swen tèt ou byen 

＊ Tanpri, okipe tèt ou byen 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

＊ Tanpri koute paran’w 

＊ Tanpri se pou tande granmoun ou 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

＊ Tanpri di paran’w bonjou 

＊ Tanpri di moun yo bonjou pou mwen 

◇ さようなら 

Babay!  or  Male! 

◇ またお手紙書きますね。 

＊ Mwen gen pou’m ekri’w ankò 

＊ Mwen gen pou-m ekri'w ankò 
 

  

 

 


