
  

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？ 

Nakka nga def. 

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

Ma ngi ci jàmm. / Dama xawa socc. 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちまし

た。 

Bi ma dore nekk sa parin/xarit la tambali am 

cofel ci sa rèèw. 
 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Bii moy sama bataaxal bu mala jëkk bind. 

◇ 私は_______ 才です。 

Man am na      at. 

◇ 私は会社で働いています。 

Ma ngi liggèy ci benn sosete. 

◇ 私は学生です。 

Man damay jang ci daara ju mag ji. 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Lo bëg xam ci Sapon. 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

We don't have this expression in ouolof. 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

Gis nani da nga gëna mag leggi. 

◇ 健康に気をつけてください。 

Nala jàmm di wutu. 

 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Ndax bëgga nga njangum lekool. 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

Ndax bëgga nga njangum lekool. 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

Yan xettu po ngay faral di am yaag say mag 

ag rakk. 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

Ndax am nga bànnex ci dimbali say waajur ci 

liggèyu kër. 
 

 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ウォロフ語（セネガル） ～ 

 



 

 

 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Deweti leen ci at mu bes mi! 

◇ 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。 

Yallana at mu bes mi and ag ay ngenel ci 

yeen. 

 

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。 

May yakar ni sama bataxaal bi nekh na la. 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといい

なぁ。 

May yakar ni sama cadeau bi nekh na la. 

 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Di na la yonee bataxaal / cadeau / 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。 

Ma ngi contane thie sak magak wergu 

yaram. 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Yal na nga am xeweul. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

Bëga na benn bes seet si la ci sa dëkk. 
( = Yal na yalla soop sunu dadie) 

◇ 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。 

Dama taf say photo thie mir bi nguir dila 

xool besbu jot. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Fuma tollu ma ngiy lay xalat. 
( = Fouma tolu di la xalaat) 

 

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。 

Am na mbègte lool ci sa bataaxal bu mujj. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

Ma ngi jegalu ci li mala gëja bind. 

◇ 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。 

Ma ngy beg thie sa bataxaal / cadeau / natal. 

 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

Contane na lool thie sa bataxaal. 

◇ あなたの絵／クラフトはとても上手ですね。 

Liguey nga sa natal / cadeau bi ligey bu 

rafeet. 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Ngala, yoonee watma ab bataxaal / natal. 
 

 



 

 

 

「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。 

Jotna sa APR ba jang ko. 
( = Ma ngi am mbegte di jot sa APR) 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Sa yuma guisse sa photo da may contane.  

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Ma ngi beg thie li ngay japale say wajour. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Ma ngi beg thie li nga am weergu Yaram at 

mi yoop. 

◇ 立派になりましたね。 

Legui da nga maag. 
 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Na nga sam sa bopp. 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Na nga deguel say wayjour. 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Na nga ma nouyoul say wayjour. 

◇ さようなら 

Ba benen yoon/Jàmm ag jàmm. 

◇ またお手紙書きますね。 

Dina la bind ci lu nèèw. 
( = Di na la yoone benen bataxaal) 

 

  

 

 


