
まちづくりの課題を学びながら市

への提案をまとめ、市長に提案書

を手渡します。�

４月に転校してきました。いじめもない良いクラスだけど、

「一緒に帰ろう」と誘うと、「友達と帰るから」と断られて

しまいます。みんな二人グループができていて、入る場所

がありません。いい方法はありませんか。（中学2年女子）�

「友達ができない」�

●みんな、あなたのことがまだよく分から

ないだけかも。近くの席の人に話し掛け

ていれば、自然にいろんな人と仲良くな

れるんじゃないかな。（中学3年女子）�

●焦らずに少しずつ、前の学校にいた

ときのようなあなたを出していくといい

ですよ。授業の班活動などを上手に

利用してみよう。（20代女性）�

●断られた人に、「友達になりたい」と書いた手紙

を渡してみては。良いクラスみたいだし、きっと気

持ちを分かってくれると思います。（小学5年女子）�

●ぼくも転校してきたとき、クラスになじめなくて困

ったけれど、部活に入ってから、クラスの中や外に

仲の良い友達が増えましたよ。（中学2年男子）�

おく� い�けん�じゅう しょ� し　めい� がく  ねん�

れい�

ねん�

べつ�せい でん   わ�ばん  ごう� か� がつ� にち�きん� ひっ�ちゃく� こう�ほう�

だん�そう� しつ� かかり� さい�けい� えん�ぶん�かた� と�

こ�ども� なや� そう�だん� あわ� ぼ�しゅう�

しょ�

か�
はがき、ファクス、Eメールでお送りください。意見、住所、氏名、学年（年

齢）、性別、電話番号を書いて、8月21日（金）（必着）までに広報課（1

�）「こども相談室」係へ。掲載された方には、図書カード（500円分）

をプレゼントします。子供からの悩みの相談も併せて募集します。�

意地悪をされているわけではないけれど、グル
ープの中で、何となくわたしだけ浮いた感じにな
ります。何か話そうと思っても、どう話せばいい
か分からなくて、つらいです。（中学2年女子）�
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「グループの会話に入れない」�
かい　 わ                はい�

子ども議員になろう！�

日時10月10日（土）～来年１月8日（金）で月2回程度。主に土曜�

会場市役所ほか　対象小学5年～高校生70人�

申込はがき、FAX、Eメール。住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

学校名・学年、子ども議員応募と記入し、9月14日（月）（消印有効）

までに子どもの権利推進課（〒060-0051中央区南1東1大通バス

センタービル1号館、FAX211-2943、Eメールkodomo.kenri@�

city.sapporo.jp）へ。抽選�

詳細子どもの権利推進課　 211-2942�
　　 www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/katsudo_kgboshu.html�
�

開設時間：月曜～金曜 午前10時～午後8時、土曜 午前10時～午後3時�
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