
 

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。) 

 

手紙の文頭に 

 

◇ お元気ですか？ 

How are you doing ? 

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

I am fine/ I have a slight cold. 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちまし

た。 

I have come to take interest in your 

country since I became your Sponsor. 

 

 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

This is my first letter for you. 

◇ 私は_______ 才です。 

I am      years old. 

◇ 私は会社で働いています。 

I work for a company. 

◇ 私は学生です。 

I am a student. 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

What do you like to hear about Japan? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

Happy Birthday to you. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

It is amazing how you have grown up. 

◇ 健康に気をつけてください。 

Please take care of yourself. 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Do you like school? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

What do you play with your friends in 

school? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

What do you play with your brothers 

and sisters? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Do you like helping your parents with 

house chores? 
 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ 英語 ～ 
 



 

 

 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Happy new year! 

◇ 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。 

May the coming year be fullfilled with 

greatest happiness and joy for you and 

your family. 

 

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。 

I hope you liked my letter. 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといい

なぁ。 

I hope you like my small present for you. 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Let me send you my 

letter/present/photo. 
 

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。 

I am very happy to see you growing up 

healthy. 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

I wish your dreams come true. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

I hope to meet you someday. 

◇ 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。 

I have your photo pinned on the wall to 

remember you all the time. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

You are always in my thoughts. 
 

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。 

Thank you for your last letter / drawing. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

I am sorry I have not written to you for a 

long time. 

◇ 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。 

I cherich your letter / crafts / picture. 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

I enjoyed your letter a lot. 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

I found your picture / crafts well-done. 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

I would love to receive your letter / 

picture again. 
 

 



 

 

 

一年の歩み（成長記録）を読んで 

 

◇ 一年の歩みを受け取り、とても嬉しかったですよ。 

I was very happy to receive your SCU. 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

It is always my great pleasure to see your 

photos. 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

I was impressed to know you help your 

family chores. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

I am glad to know you have been healthy 

thoughout the year. 

◇ 立派になりましたね。 

You have grown up ! 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Please take care of yourself.  

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Please listen to your parents. 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Please say hello to your parents. 

◇ さようなら 

Good bye. 

◇ またお手紙書きますね。 

I will write to you again. 
 

  

 

 

 


