
  

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？ 

Comment vas-tu ?  

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

Je vais bien. / J'ai un rhume léger. 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちまし

た。 

Ton pays m’intéresse beaucoup depuis  

que （ 書 き 手 が 男 性 ） je suis devenu ton 

partenaire.  

que （ 書 き 手 が 女 性 ） je suis devenue ta 

partenaire. 
 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Voici ma première lettre pour toi. 

◇ 私は_______ 才です。 

J'ai         ans. 

◇ 私は会社で働いています。 

Je travaille dans une entreprise. 

◇ 私は学生です。 

Je suis（書き手が男性）étudiant. 
        (書き手が女性) étudiante . 
 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Qu’est-ce que tu veux savoir le Japon ? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

Bon anniveraire à toi. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

Tu as beaucoup grandi ! 

◇ 健康に気をつけてください。 

Porte-toi bien. 

 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Est-ce que tu aimes aller à l'école ? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

Comment joues-tu avec tes (友達が男の子)amis 

/ (友達が女の子)amies à l'école ? 
 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

Comment joues-tu avec tes frères et sœurs ? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Est-ce que tu aimes aider tes parents dans 

les travaux domestiques? 
 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ フランス語 ～ 
 



 

 

 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Bonne année!!! 

◇ 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。 

Je souhaite cet année soit rempli du  

bonheur pour toi et ta famille. 

 

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。 

J’espère que tu aimes ma lettre. 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといい

なぁ。 

J’espère que tu aimes mon petit cadeau. 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Je vais t’envoyer (手紙)une lettre / 

（プレゼント） un cadeau / （写真）une 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。 

Je suis très （書き手が男性）heureux /（書き手が女

性）heureuse de te voir grandir en bonne 

santé. 
 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Je souhaite que tes rêves se réalisent. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

J’espère te rencontrer un jour. 

◇ 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。 

J’ai accroché ta photo sur le mur pour que je 

me souvienne toujours de toi. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Tu es toujours dans mes pensées. 
 

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。 

Merci pour （手紙）ta lettre récente.  

（絵）ton dessin récente. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

Je regrette de ne t'avoir pas écrit depuis si 

longtemps. 

◇ あなたから受け取ったお手紙/絵/クラフトを大切に

しています。 

Je me réjouis de （手紙）ta lettre/ 

（絵）ton dessin /（クラフト）ton cadeau. 
 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

J’ai beaucoup apprécié ta lettre. 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

J’ai trouve (絵) ton dessin bien écrit.  

（クラフト）ton cadeau bien fait. 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

J’aimerai encore recevoir (手紙) ta letter． 

(絵)ton dessin. 
 

 



 

 

 

「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。 

Je suis très heureuse d’avoir reçu ton SCU. 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Cela me fait toujours plaisir de voir tes 

photos. 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Je suis (書き手が男性) satisfait /(書き手が女性 ) 

satisfaite de savoir que tu aides ta famille. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Je suis (書き手が男性 )content /(書き手が女

性)contente de savoir que tu as été en bonne 

santé toute l’année. 
 

◇ 立派になりましたね。 

Qu’est-ce que tu as grandi! 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Prend soin de toi! 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Sois sage! 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Dis-leur bonjour de ma part! 

◇ さようなら 

A la prochaine! 

◇ またお手紙書きますね。 

Je vais t’écrire encore.  
 

  

 

 


