
  

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？ 

¿Cómo estás?   

◇ 元気です。／少し風邪を引いています。 

Estoy bien de salud. / Estoy un poco 

resfriado/resfriada. 

 書き手が男性 resfriado 

 書き手が女性 resfriada 

◇スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちました。 

Tenerte a ti como mi amigo / amiga de Plan 

me ha hecho pensar en tu país.   

    ・チャイルドが男の子 amigo 

    ・チャイルドが女の子 amiga 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Te escribo por primera vez. 

◇ 私は_______ 才です。 

Tengo.......... años. 

◇ 私は会社で働いています。 

Trabajo en una compañía. 

◇ 私は学生です。 

Soy estudiante. 

 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

¿Qué te gustariá que te dijera sobre mi país, 
Japón ?  

¿Hay algo especial que quieres saber sobre 

Japón? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

Feliz cumpleaños. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

Me dio tanto gusto saber lo mucho que has 

crecido. 

◇ 健康に気をつけてください。 

Cuídate mucho. 

 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

¿Te gusta la escuela? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

¿A qué te gusta jugar con tus amigos en la 

escuela? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

¿A qué te gusta jugar con tus hermanos? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

¿Les ayudas a tu papá y a tu mamá mucho?   

 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ スペイン 語 ～  



新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Yo te deseo un próspero año nuevo. 

◇ 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。 

Que el nuevo año les brinde muchas  

felicidades a ti y a tu familia. 

 

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。 

Espero que te guste mi carta. 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといいなぁ。 

Espero que te guste mi pequeño regalo para 

ti. 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Déjame enviarte mi carta / regalo / foto. 
 

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。 

Estoy muy feliz de que estás creciendo sano 

y con vigor. 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Deseo que tus sueños se hagan realidad. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

Espero reunirme contigo algún día. 

◇ 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。 

Tengo tu foto puesta en la pared, para 

recordarte todo el tiempo. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Tú estás siempre en mis pensamientos. 
 

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。 

Gracias por tu última carta.(手紙) 

Gracias por el dibujo que me mandaste hace 

poco.（絵） 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

Disculpa que no he podido comunicarme 

contigo durante mucho tiempo. 

◇ 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。 

Aprecio tus cartas / manualidades / pinturas. 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

Disfruté much tu carta. 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

Encontré tu pintura bien．(絵)  

Encontré tu escrito bien hecho.（クラフト） 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Me encantaría recibir otra vez tus cartas/ 

pinturas. 
 

 



 

 

 

「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。 

Estoy muy feliz de saber cuanto has crecido. 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Es siempre un gran placer ver tu foto. 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Me impresionó saber que ayudas a tu familia 

en los trabajos. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Estoy alegre de saber que has estado 

sano/sana durante el año. 

・チャイルドが男の子 sano 

    ・チャイルドが女の子 sana 

 

◇ 立派になりましたね。 

Has crecido!! 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Por favor cuídate mucho. 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Por favor escucha a tus padres. 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Enviale saludos a tus padres. / Saluda a tus 

padres de mi parte. 

◇ さようなら 

!Adiós! 

◇ またお手紙書きますね。 

Te escribiré otra vez. 
 

  

 

 


