
  

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？ 

Unaendeleaje?  

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

Sijambo. /Nina mafua kidogo. 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちまし

た。 

Toka nimekuwa rafiki yako, nimevutiwa na 

nchi yenu na ningependa kujua mange  

zaidi kuhusu nchi yenu. 

 

 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Hii ni barua yangu ya kwanza kwako. 

◇ 私は_______ 才です。 

Nina miaka…….. 

◇ 私は学生/主婦です。 

Mimi ni mama wa nyumbani/mwanafunzi. 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Ungependa kufahamu ama kusikia nini 

kuhusu Japan? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

Heri ya sikukuu yako ya kuzaliwa. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

Inashangaza sana kuona jinsi ulivyokua. 

◇ 健康に気をつけてください。 

Tafadhali jilinde/uwe mwangalifu 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Je, unapenda shule? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

Je, huwa unachezaje unapokuwa na marafiki 

shuleni? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

Je, huwa unachezaje unapokuwa pamoja na 

kaka na dada zako? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Je, hupendi kuwasaidia wazazi wako kufanya 

kazi za nyumbani? 
 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ スワヒリ語（タンザニア） ～ 
 



 

 

 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Kutakia wewe na familia yako mwaka mpya 

wenye furaha.      

◇ 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。 

Mwaka ujao uwe wa raha na wenye kujaa 

furaha tele.   
 

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。 

Tumaini langu ni kwamba uliifurahia barua 

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。 

Natumaini kwamba unaipenda zawadi yangu 

ndogo kwako. 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Nakutumia/nitakutumia barua 

yangu/zawadi/picha yangu. 
 

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。 

Ninafarijika kuona kwamba unakua vyema na 

mwenye afya njema. 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Nakutakia matarajio yenye kufanikiwa. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

Siku moja nategemea tutaonana. 

◇ 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。 

Picha yajo nimeibandika ukutani nipate 

kukuona muda wote. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Ninakuwazia daima. 

 

 

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。 

Nashukuru kwa barua yako ya mwisho. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

Samahani sijakuandikia kwa muda mrefu. 

◇ 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。 

Barua yako/sanaa yako/picha yako 

inanigusa. 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

Barua yako ilinifurahisha sana. 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

Picha /sanaa/barua yako ni nzuri sana. 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Ninahamu/Ningependa kupata tena 

baru/picha kutoka kwako. 

 

 



 

 

 

「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。 

Taarifa ya maendeleo yako mwaka mzima 

ilinifurahisha. 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Daima ninafurahi nionapo picha zako/zenu. 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Jambo lililonifurahisha ni kwamba 

unawasaidia famila kwenye kazi za 

nyumbani. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Ninayo furaha kusikia kwamba mmekuwa 

wenye afya njema mwaka mzima. 

◇ 立派になりましたね。 

Umekua. 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Ninakutakia kila la heri. 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Ni vema kuwasikiliza wazazi.  

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Tafadhali wasalimie wazazi wako. 

◇ さようなら 

Kwaheri. 

◇ またお手紙書きますね。 

Nitakuandikia tena. 
 

  

 

 


