
  

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？ 

Makadii ?  

◇ 元気です。 

Nakasimba. 

◇ こんにちは。はじめまして。 

Kaziwai. Makadii. 

◇ 私の名前は    です。 

Zita ranbu rinonzi         . 
 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Iyi itsamba yangu yekutanga   

yandanyorera iwe 

◇ 私は_______ 才です。 

Ndine makore _______ ekuberekwa 

◇ 私は会社で働いています。 

Ndinoshandira kambani 

◇ 私は学生です。 

Ndiri kuenda kuchikoro 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Unoda kuziva chii pamusoro pe Japan? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

Zvinoshamisa kwazvo kuti wakura 

zvakadaro. 

◇ 健康に気をつけてください。 

Ndapota, zvichengetedze 

 

＊ ジンバブエでは特別に誕生日を祝う風習がありません。 

クリスマスのほうが、子どもには特別なイベントです。 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Unofarira chikoro here? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

Kana uri kuchikoro, unotamba sei 

neshamwari dzako ? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

Kana uchitamba nanabhudhi, sisi kana kuti 

nanin'ina vako,munotamba sei? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Unofarira kuita mabasa emumba here? 

 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ ショナ語（ジンバブエ）～  



 

 

 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Ndinoti kwauri ne mhuri yekwenyu mose  

ivai negore dzva rakanaka 

◇ 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。 

Gore ririkuuya ngariunze rufaro rukuru 

kwamuri 

 

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。 

Ndinovimba uchafarira tsamba yangu 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといい

なぁ。 

Ndinovimba uchafarira pasuru yangu 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Ndichatumira tsamba, pasuru/mufananidzo 
 

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。 

Ndakafara kuona kuti uri kukura zvakanaka 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Ndinovimba kuti zvishuvo zvako 

zvichabudirira 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

Ndinovimba tichasangana rimwe zuva 

◇ 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。 

Mufananidzo wako ndakawuturika pamuduri 

kuti ndigare ndichikufunga 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Ndinogara ndichikufunga 
 

チャイルドからのお便りについて伝えたい時は？ 

 

◇ この間はお手紙をありがとう。 

Ndidoda kukutenda pamusoro petsamba 

yekupedzisira yawakandinyorera 

◇ この間は絵をありがとう。 

Ndinoda kukutenda pamusoro 

pemifanananidzo yawakaita 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

Ndine urombo kuti handina kukunyorera 

tsamba kwenguva yakareba. 

◇ あなたから受け取ったお手紙を大切にしています。 

Ndakafarira tsamba yako 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

Ndakafarira tsamba yako 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

Zwawakanditumira zvanga zvakanaka 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Ndichafara kuwan imwe inobva kwauri 
 

 



 

 

 

「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。 

Ndakafara kuwana APR yako 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Ndinfara kuwona mufananidzo wako 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Ndakafara kunzwa kuti unobetsera pamba 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Ndakafara kunzwa kuti wakasimba 

◇ 立派になりましたね。 

Wakura 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Uzvibate 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Terera vabereki  

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Uvakwazise 

◇ さようなら 

Sara zvakanaka 

◇ またお手紙書きますね。 

Ndichakunyorera zvakare 
 

チャイルドに聞きたいこと 

 

◇ あなたの国の食べ物について教えて下さい。 

Ndapota, ndiudze kuti munodyei munyika 

yenyu 
◇ あなたの国のお祭りについて教えて下さい。 

Ndapota ndiudze pamusoro pemabiko 

amunoita munyika yenyu 
 

 

 

 


