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本資料は JICA地球広場・アクティブラーニング教材の教員向け説明会の一環と

して日本語で行える、無料の難民の方々の理解を深めるための授業のサポート

として作成されました。すべてを包括的に網羅しているわけではないので本資

料は皆様のご参考のみの使用とさせていただければと思います。ご理解のほど

よろしくお願いいたします。                 高嶋由美子 

 

I教材リソース 

【学生向き冊子・雑誌・DVD・映画など】 

① UNHCR 『 こ の 人 は な ぜ ？ い ま 、 日 本 か ら で き る こ と 』

http://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2017/04/uniqlotextbook.

pdf  

② UNHCR『人を守る人の手』（DVD,ダウンロード可） 

https://www.youtube.com/watch?v=9zbCleFz9Ak 

③ ラ・ラ・ネット『アフガニスタン：平和を知らない子供たち』（VTRソフト

貸し出し）  

http://www.lalanet.gr.jp/search/searchdtl.aspx?knd=9&ht=1&pageSiz=0&pag

eNum=0&&stdycd=17437 

④  難民事業本部 『世界難民地図』  

http://www.rhq.gr.jp/japanese/profile/pro/pdf/map_2016.pdf 

⑤ 難民事業本部 『難民故郷を離れて』（e-Book） 

http://www.rhq.gr.jp/japanese/profile/pro/ebook/workbook/HTML/list1.html 

⑥ 国連 UNHCR協会 『難民サトの物語』 （動画） 

https://www.youtube.com/watch?v=YZvBJ74j1XA 

⑦ 難民映画祭 （映画） 

http://unhcr.refugeefilm.org/2016/call_for_entries_2017/ 

⑧ UNHCR『難民とともに』 

https://www.japanforunhcr.org/form/orgs/materials/downloads/ 

 

【ワークショップ形式】 

① 『いのちの持ち物けんさ』 

内容：＜喪失の疑似体験＞を通じて生まれる＜自分への気づき＞を元にして、

難民の人たちの心の痛みに寄り添うために「自分にできることは何か」を考

えるきっかけをつくること、難民について知ってもらうことを目的としたワ
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ークショップ。付箋とワークシートを使用したグループワークで、中高生以

上向け。幅広い気づきを生むことができる。 

対象：中高校生以上 

指導方法：自分で行えます 

指導要綱： http://www.japanforunhcr.org/archives/1567/  ワークショップ概要

http://www.japanforunhcr.org/archives/5447/ 実践例（時間配分） 

https://www.youtube.com/watch?v=F-_2GbmBDL0 （DVD） 

 

② 『あるものないものワークショップ』 

内容：難民の人々の現状に関する写真から【難民にないもの】【難民にはあ

って私たちにないもの】【難民にも私たちにもあるもの】について考え、自

分たちや日本の社会が、現在そして未来においてできることを導き出してい

くワークショップ。小学校高学年から中学生向け。課題への出会いを創出で

きる。 

対象：小中高校生 

指導方法：自分で行えます 

指導要綱：http://www.japanforunhcr.org/archives/5603/ 実践例（時間配分） 

上記 2 種類のワークショップを紹介する「難民についての教材活用セミナー」

http://www.japanforunhcr.org/archives/9245/ セミナー開催案内（東京 7/29、札

幌 8/6、名古屋 8/19、大阪 8/20、福岡 8/27で開催） 

指導に関するお問合せ：国連 UNHCR 協会 school@japanforunhcr.org (担当 

中村・天沼） 

 

③ 『もし難民になったら何を持って逃げますか？』 

突如、現体制の崩壊によって難民となった場合を想定して、そのとき、あなた／あ

なたの家族は、何を考え、どんな行動をし、何を持って逃げようとするか？シミュ

レーションやロール・プレイで疑似体験しながら学習するアクティビティを次にご

紹介しましょう。（HPより）  

対象：小学校高学年以上 

方法；自分で行えます 

詳細： 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/hataraku/zinken/056kyouzai/056nanmin.

html  

連絡先：尼崎市 市民協働局 ダイバーシティ推進課 〒660-8501 兵庫県尼崎市東

七松町 1丁目 23番 1号 本庁中館 7階 ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp  

（ちなみにこちらもおすすめです アフガニスタンという国） 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/hataraku/zinken/056kyouzai/056toukei.html） 
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【その他】 

① 世界の子供かるた 

カルタを使って楽しく世界の子どもたちの現状に目を向けてください。世界の子ど

もたちの写真が絵札のカルタ。 読み札は一般の方による 796件の応募から厳選さ

れたものです （HPより） 

対象：5歳以上 
カルタ：貸出 
詳細：ワールドビジョン 

https://www.worldvision.jp/donate/for-students.html#pamphlet 

 

⑨ MSFシリア、もしあなたが難民となったら 

国境なき医師団（MSF）が作成したこの"すごろく"は、みんなで楽しく遊べるゲー

ムではありません。難民となった人びとの過酷な長旅のリアルを、子どもから大人

まですべての方によりわかりやすく伝えたいとの気持ちを込めました。この問題を

考えるきっかけとしていただけることを願っております（HPより） 

カルタ：HPよりダウンロード 

詳細：MSF 

http://www.msf.or.jp/library/publication/sugoroku.html 

 

 

II 難民のことをもっと知りたい・自分で勉強したい場合  

 

① 難民の統計・傾向が知りたい！ 

難民のトレンド  

http://www.unhcr.org/jp/13985-pr-170619.html  
https://www.youtube.com/watch?v=wc82vqQ0Kgo 
 

 

② 難民の保護に関して知りたい！ 

UNHCR&International Protection 

http://www.unhcr.org/44b4f9f42.pdf#search=%27protection+induction+course%

2C+unhcr%27 

 

Antonio Guterres, 2015 年、Refugees have rights to be protected  

https://www.ted.com/talks/antonio_guterres_refugees_have_the_right_to_be_pr

otected?language=en 

 

JAR 難民にまつわる Q&A  

https://www.refugee.or.jp/jar/postfile/QA.pdf 
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③ 難民の緊急支援に関して知りたい！ 

緊急支援ハンドブック http://www.unhcr.or.jp/info/pdf/1_38.pdf  

 

④ 難民の解決方法について知りたい！ 

UNHCR 恒久的解決方法  

http://www.unhcr.or.jp/html/durablesolutions.html 

 

緒方貞子インタビュー  

http://www.unhcr.or.jp/info/unhcr_news/pdf/refugees23/ref23_p06.pdf#search=

%27%E7%B7%92%E6%96%B9%E8%B2%9E%E5%AD%90%E3%80%81%E9

%96%8B%E7%99%BA%E3%81%A8%E4%BA%BA%E9%81%93%E3%81%A

E%E9%80%A3%E6%90%BA%27 

 

メリッサ・フレミング ただ生き残るだけでなく 難民が豊かに生きる手助けを 

https://www.ted.com/talks/melissa_fleming_let_s_help_refugees_thrive_not_just

_survive?language=ja 

 

⑤ 難民に関する開発支援について知りたい！ 

アレグザンダー・ベッツ: 崩壊しゆく難民制度を建て直そう 

Sugizo x Zanny https://www.youtube.com/watch?v=zmtT6_9CqDs 
 

⑥ 人道と開発の連携に関して知りたい！（英語編） 

開発支援 世界銀行 

http://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2016/09/15/forced-displaceme

nt-a-developing-world-crisis 

http://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2016/04/15/international-comm

unity-endorses-new-initiative-to-support-refugees-host-communities-and-recove

ry-in-mena 

 
JICA  The Continuum of Humanitarian Crises Management: Multiple 
Approaches and the Challenge of Convergence 
https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/publication/booksandreports/post_25.html 

 

Jeff Crisp, 2001, Mind the gap! UNHCR, humanitarian assistance and the 

development process 

http://www.unhcr.org/research/working/3b309dd07/mind-gap-unhcr-humanitaria

n-assistance-development-process-jeff-crisp.html  

 

Ed A.Harmer and J. Macrae, 2004, Beyond continuum, chapter 1 
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https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/27
9.pdf 

 

⑦ 日本の難民支援について知りたい！ 

UNHCR『この人はなぜ？いま、日本からできること』 

http://www.unhcr.or.jp/info/textbook.html 
 

JAR セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト か ら 漏 れ る 日 本 の 難 民 た ち 
https://youtu.be/eGiHWUDdYJ8 

 

UNHCR 日本の難民保護・支援 

 http://www.unhcr.or.jp/html/photobook-2016.pdf 

 

⑧ 難民の人の声を聴きたい！ 

難民支援協会 ある難民の声 

 https://www.youtube.com/watch?v=7e2W_iJIImg 

 

UNHCR遠い思いで 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhMxzj1TMLY 

 

UNHCR レバノンの無国籍者：レアルのストーリー 

https://www.youtube.com/watch?v=90IPh5qooow 

 

UNHCR ダンのストーリー 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpaCtwJbNo 

 

⑨ UNHCRについて知りたり！ 

UNHCRの歩み 

https://www.youtube.com/watch?v=htmk0pvt76w 

 

UNHCR Who we are （英語） 

https://www.youtube.com/watch?v=5ymxq7D2DfA 

 

⑩ 難民支援に活躍する日本人について知りたい！ 

富士メガネ 

https://www.youtube.com/watch?v=xujR_aZGZAg 

http://www.fujimegane.co.jp/social/mission.html 
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ファーストリテーリング 

https://www.youtube.com/watch?v=RfF6NgM9EyQ 

http://www.fastretailing.com/jp/sustainability/community/refugeesupport.html 

 

難民たすけ隊 

http://www.unhcr.org/jp/ouentai 

 

緒方貞子先生 

https://www.japanforunhcr.org/archives/3833/ 

 

杉原千畝先生 

http://www.sugihara-museum.jp/about/ 

 

民間企業 

http://www.japanforunhcr.org/archives/?cat1=8 

 

学校支援 

http://www.japanforunhcr.org/archives/?cat1=9&cat2=38 
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