☆ Tom is five years old.

On the night of December 24, he is on the bed.

Before sleeping, he asks his mother.

“Mom, is Santa Clause going to come

to my house tonight ?”

You wrote a letter to him a month ago,

didn’t you ?”

read it. ”

“Yes, he is.

“Yes, I did.”

“I hope so.

“Then, I’m sure he received your letter and

But children all over the world sent letters to Santa,

so he must read each of them. And he must also get different present which

each child wants.

And he must check each child’s name, address, and present.

And he must bring all the presents to children’s house in one night.

But Santa Clause is only one person.

him to do all of them.”

a student, so he

I think that it is very difficult for

“Don’t worry, Tom.

He studied hard when he was

can read one thousand letters a minute.”

“Wow,

really ?”

1 分間に

“ Yes.

And he has one thousand friends in every country.

him toys, games, clothes, and many other presents.”
おもちゃ

洋服

Those friends send

“He has wonderful friends !”

“And his reindeer and sleigh can run one hundred meters a second ”
トナカイ

“Oh, too fast ! ”

“I understand.

そり

メートル

1 秒間に

“ So, he can bring presents to all children in the world.”

I’m looking forward to present from Santa Clause.

Good night,

楽しみにする

Mom.”

“Good night, Tom.”

Next morning, Tom found a nice toy in his sox and became happy.
くつした

トムは 5 歳です。12 月 24 日の夜、彼はベッドにいます。眠る前に、お母さんに尋ねます。
「ママ、サンタさんは今日の夜、僕の家に来てくれるかな?」 「ええ、来てくれるわよ。あなたは
1 か月前にサンタさんに手紙を書いたんでしょ?」 「うん、書いたよ。」 「それなら、きっとサンタ
さんは手紙を受けとって読んでくれたと思うわ。
」 「そうだといいな。でもさ、世界中の子どもたち
が、サンタさんに手紙を送ってるでしょ、だからサンタさんはそれを 1 つ 1 つ読まなきゃいけないで
しょ。それに、それぞれの子どもがほしがってる違ったプレゼントも手に入れないといけないでしょ。
それに、サンタさんはさんは一人一人の子どもの名前と住所とプレゼントをチェックしないといけな
いじゃない。それから、1 晩で、子どもたちにプレゼントを全部運ばなきゃいけないよ。でも、サンタ
さんはたった一人しかいないんだよ。それを全部サンタさんがやるのはとても難しいと思うんだ。」
「心配しないで、トム。サンタさんは学生だったときに一生懸命勉強したのよ、だから 1 分間に 1000
枚の手紙を読むことができるの。」 「うわ、本当に!」 「ええ。それにサンタさんはすべての国に 1000
人の友達がいるの。その友達がサンタさんにおもちゃや、ゲームや、洋服やその他にもたくさんのプレ
ゼントを送ってくれるのよ。」 「サンタさんにはすばらしい友達がいるんだね。
」 「それにサンタさ
んのトナカイとそりは、1 秒間に 100m 走ることができるの。」 「おお、速すぎるね」 「だからサ
ンタさんは世界の子どもたち全員にプレゼントを運ぶことができるのよ。
」 「わかったよ。サンタさ
んからのプレゼントを楽しみにしてるね。おやすみママ。」 「おやすみトム。」
翌朝、トムはくつしたの中にすてきなおもちゃを見つけ、喜びました。

