
 

 

 

１．単元名(活動名)：難民について考えよう 

２．対 象：札幌市立南の沢小学校 

６年２組（３９名）、６年１組（３９名） 
 

授業者：小島由紀子 

３．学習領域 

 １ ２ ３ ４ 

Ａ多文化社会 文化理解 文化交流 多文化共生  

４．教科との関連性： 
道徳 ４－（８）国際理解 

（新指導要領 Ｄ－１８ 国際理解、国際親善） 

  

Ｂグローバル社会 相互依存 情報化   

Ｃ地球的課題 人  権 環  境 平  和 開  発 

Ｄ未来への選択 歴史認識 市民意識 社会参加  

５．実施時期：２０１７年１０月 ６．時数：３時間 

７．単元の目標（評価の観点を意識して設定）： 

【関心・意欲】・難民の人やその生活、実際に関心をもつ。 

【技   能】・難民の人と自分たちを比較し、あるもの・ないものを見付
けることができる。 

【知識・理解】・難民の人にも当たり前にあるべきものがなかったり、私た
ちにないものをもっていたりすること知る。 

８．キーワード： 

・難民 

・あるもの、ないもの 

・同じ 

９．単元について（教材観、単元設定の理由、開発教育／国際理解教育の視点等）： 

 子どもたちは、新聞やテレビなどのマスメディアを通して、「テロ」「難民」「紛争」「軍隊」といった言葉を

耳にしており、学級でも子ども同士の会話の中に出てくることがある。しかし、実際はその実情や、そもそも

その言葉の意味するものでさえも、十分に理解しないままであることが多い。 

また、物に溢れ、便利な環境で生活し、学習している子どもたちにとって、「難民」「紛争」「貧困」といっ

た言葉は、「かわいそう」というネガティブなイメージや「自分は日本でよかった」という人ごとで終わって

しまいがちだ。 

そんな子どもたちが、それらを正しく理解し、他人事ではなく、少しでも同じ人として、地球人として、考

えることができる子どもたちであってほしいと思い、今回取り組むことにした。 

 

子どもたちは、昨年度、総合的な学習の時間を通して、「学校に行けない」ということや「貧困」について

調べ、考えている。また今年度は、青年海外協力隊員のいるエチオピアの小学校との交流を予定しており、す

でにエチオピアの様子を調べ、隊員の情報をもとに、一緒に「少年海外協力隊」として活動し、国際協力の一

役を担うという活動を行っている。子どもたちは、自分たちで全校児童に呼びかけ、現在は、1 千本以上のク

レヨン・クーピーを交流予定の小学校へ郵送中である。このように、外国についての学習を積み重ねているた

め、外国の学習に対しての抵抗はなく、興味をもって取り組む子も多い。 

今回の学習を通して子どもたちには、「難民」と呼ばれる人たちがどんな人たちなのかを考え、国連 UNHCR

協会で作成された『あるもの・ないものワーク』から、「難民」も同じ人であることや自分たちよりもすごい

ところがあるんだということに気付いてほしい。 

 



 

 

１０．展開計画（３時間扱い） 

展開順 
発問・働きかけ 

主な学習活動と学習者（児童生徒）の意識 
留意点など 

１時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真を見て 考えよう】 
１．紙芝居を作ろう 

「１グループに４枚の写真を配ります。写真をよく見

て、お話を作ってください。」 

「ルールが２つ。 

   １つ目：必ず主人公を１人作ってください。名前も付

けてあげるといいかもね。 

   ２つ目：３分以内のお話です。（※発表時間の関係上） 

   だから、そんなに長い文章でなくていいです。 

   写真の順番も、自分たちで考えてね。 

   写真をよーく見るといいよ。」 

  「時間に余裕があったら、紙芝居を読む順番も考えてお

いてね。」 

 

○グループで協力して、４枚の紙芝居を作る。 

 

２．完成した紙芝居を見よう 

○順番に、完成した紙芝居を発表する。 

 

 

 

 

「実は、この人たちは全員、共通していることがあります。」 

 

３．「難民」について知ろう 

○スライドの写真を見ながら、共通していることを考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実は、この人たちは、みんな難民です。難民とはどんな人

のことか知っていますか。」 

「難民とは、自分のふるさとを追われ、国外に避難して、あ

らゆる面で（家、水、電気、食料・・・）不自由な状況に

追い込まれてしまった人のことです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊５人×８グループで活動。 

 

＊写真セットは、あらかじめ選んでおい
た４枚×４種類準備。 

 ⇒ポジティブなイメージの写真を選
択。 

＊写真セットは裏にして配付。 

 全グループに配付してから、一斉に表
にしてスタート。 

＊紙芝居作りの時間を１２分間設定。 

＊作った文章は、必要であれば写真の裏
側に書いて良いことにする。 

 

 

 

 

＊作成したストーリーから出てきたキ
ーワードを板書する。 

＊出てきたキーワードをもとに、子ども
たちの写真から得た印象を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔・家族・友達・楽しそう・幸せそう 

 

こんなに笑顔いっぱいだけど、難民の人たちだった

んだ・・・どんな生活をしているのかな？ 

戦争？避難してる？火をおこしてる？ 

火遊び？寒そう、テント、家族… 

水を汲んでる、笑顔、楽しそう 

↓ 

難民？ 



 

 

２時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３時間目 

 

 

 

 

 

【難民について考えよう～あるもの・ないもの～】 
１． 難民クイズをする。 

「最初にクイズです！ 

 第一問：世界に、家を追われている人は何人くらいいる？ 

 ①１５万人以下（南区と同じくらい） 

 ②１０００万人（北海道と同じくらい） 

 ③６０００万人以上（日本の人口の半分）」 

 

「第二問：避難生活はどのくらいの期間になることがあるで

しょうか。 

① ３年くらい ②１０年くらい ③２０年くらい」 

 

２．あるもの・ないものを考えよう  

「難民の人たちにないもの、いろいろあったね。」 

「でも、難民の人たちには、ないものばかりなのかな？ 

 今日は６枚の写真を渡すので、その写真や昨日の紙芝居で

考えたことをヒントにしながら、グループで、あるもの・

ないものを考えよう。 

 私たちにあって難民にないもの、 

私たちにも難民にもあるもの、 

私たちになくて難民にあるもの  の３つを考えてね。」 

 

 ○グループ毎に、考え、ワークシートに書き入れる。 

 

 ○全体で交流する。 

 

  

 

 

 

 ○実際に難民支援を行っている国連機関があることを知

る。 

 

○振り返り 

 

 

 

 

【難民についてのお話を聞こう】 
 

○ゲストティーチャー 

 国連 UNHCR協会の天沼さんのお話を聞く。 

 

○振り返り 

 

 

 

＊パワーポイントで表示しながら行う。 

＊答えを選んだ理由も何人か聞いてか
ら正解を教える。 

 

 

 

 

 

＊避難生活をするまでや避難生活を終
えて帰還すること、第三国定住につい
て、簡単に補足説明する。 

 

＊簡単な解説のついた写真を６枚ずつ
グループに配付する。（全グループ共
通） 

＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊支援機関：国連 UNHCR について簡
単に説明する。 

 

＊次回、実際に難民の人と会ったことの
ある方の話を聞くことを伝える。 

 

 

 

 

 

１１．苦労した点・改善点 

▲紙芝居の資料となる写真セットは、全部統一して同じ写真で行ったほうがよかったかも。４セットは、全

体交流の際に見る写真が多すぎた。 

▲紙芝居作成の時間がもう少しとれると、もっと写真をじっくり見ることができる。 

○紙芝居の写真に、難民の人の明るい場面や日本の子どもたちと比較しやすいような場面を選んだ。 

 

私たちと同じものをたくさんもっているんだ。 

私たちよりすごいものもたくさんもっている。 

できること、ないのかな？ 



 

 

１２．授業づくりのための参考資料・引用文献 

・国連 UNHCR 協会 HP （写真資料 引用） 

・国連 UNHCR 協会「難民についての授業の手引き（暫定版）」 

１４．学びの軌跡（児童生徒の反応、感想文、作文、ノートなど） 

※以下の児童の文章は、読みやすいようにひらがな文を漢字に直し、文末を揃えた。 

【１時間目：紙芝居】 

〈１〉ぼくの名前はグレイ。５人家族の長男だよ。僕の生活を紹介するよ。 
まず学校に行くよ！学校にはたくさんの友達がいるんだ。勉強は特に算数を頑張っているよ。 
放課後は公園で遊んでいるよ。ほかには滑り台とかもあるよ。楽しいなぁ。 
公園で遊んだあとは、家のお手伝いがあるんだ。頭の上に洗い物を乗せて川までいくのさ。 

 
〈２〉日本から遠いシリアでクラス男の子チェランの生活を紹介します。 

ぼくはチェラン。シリアで暮らしている難民の一人だ。お母さんやお父さん、友達と一緒に施設で暮
らしているんだ。 
毎日朝は、生活に必要なものを運んだりしているんだ。とても大変だ。 
でも楽しいこともあるよ。ユニセフの人からもらった自転車で遊ぶこと！広いから楽しいな～。 
辛いこともたくさんあるけど、ぼくたちはみんなで協力して、いつか幸せになれるように、これから
も頑張っていくよ！ 

 
〈３〉ぼくの名前は「○○」です。今日はぼくの一日を紹介します。その前に家族を紹介します。ぼくは４

人家族でお父さん、お母さん、おばあちゃんと一緒に暮らしています。お父さんはとても背が高く、ス
ーツが似合っていて、僕の自慢のお父さんです。それではぼくの一日を紹介します。 
ここは、学校です。校舎は全て一階建てです。これは中休みに遊ぶようすです。ここらへんの地域は

暑いので、草はあまり生えていません。 
中休みは、サッカーをしています。みんなで仲良く遊べるからとっても楽しいです。 
遊び終わったら校舎の中で勉強します。 
ぼくたちは、毎日くさ運びが仕事です。学校が終わると藁運びにいかなければなりません。大人や子

どもがたくさん集まって運びます。 
 
〈４〉ぼくの名前はジョニー。僕は毎朝、仕事をしてから学校に行きます。僕の仕事は水や荷物を運ぶこと。

もっと楽しい暮らしにならないかな。 
僕にはたくさん友達がいる。友達の名前だって全員覚えている。みんなでかくれんぼやドッジボール

をしているよ。 
僕には家族もいる。みんなで助け合って楽しく暮らしている。だから毎日が楽しみだ。 
僕たちはお金がないので、１つの自転車をみんなで使っているよ。でも楽しいのでいつもみんなで笑

っているよ。 
 
〈５〉私はチェチャ！この四人家族に生まれた女の子です。今日、ここに引っ越してきました。これからこ

の町を紹介したいと思います。 
ここは、大人たちが藁を運んだりして働いています。毎日、藁運びの仕事をしていると、手足が痛む

けれど、たくさんの人と協力してやれば、仕事もすぐに終わります。 
今日は、この町でサッカー大会があります。子どもたちは自分でつくったサッカーボールを使って試

合をします。私も参加しましたが、なかなかゴールを決めることができません。 
でも、最後に私がゴールを決めて、逆転勝ちしました。私は、みんなに喜ばれて、胴上げしてもらい

ました。私はここで楽しく過ごせそうだと感じました。 
 
〈６〉私の名前はニコです。仲の良いいとこがいます。 

学校にはアイちゃんという親友がいます。いつも一緒に勉強しています。 
趣味はダンスです。家の周りでいつも踊ったりしています。とても楽しいです。 
私には大切な家族がいます。いつも一緒に暮らしていると楽しいです♪ 

                                          など・・・ 



 

 

【２時間目：あるもの・ないものワーク】 

〈私たちにあって、難民にないもの〉 
 水・食料・家・住む場所・国・故郷・家族・職場・自由・灯り・幸せ・衛生的な環境・充実した生活 
医療・知識・学歴・学力・わがままな気持ち 
お金・きちんとした服・電気・テレビ・風呂・車・自転車・頑丈な建物・紙・生活用品・冷蔵庫・文房具 
薬・学校・遊び道具・連絡手段・乗り物（電車、飛行機、船など）・携帯電話・ペット・本・家具・病院… 

 
〈私たちにも難民にもあるもの〉 
 笑顔・友達・家族・命・幸せ・助け合いの心・優しい心・喜怒哀楽（感情）・頑張る心・愛・親切・想像力 
 服・文房具・遊び道具・支援してくれる人・やらないといけない事・将来の夢・生活する権利・ 
 
〈私たちになくて難民にあるもの〉 
 辛いこと（戦争、差別、家族との分かれなど）を乗り越える力・ものを大切にする事・自力でなんとかしよ
うとする力・ないものを自分で作る力・譲り合い・必死さ・貧しくてもネガティブに考えていない・ 

 どんなに辛くても笑顔になれる心の強さ・強い勇気・他国との絆・モノへの感謝・勇気・ 
 戦争、紛争の経験・辛い経験・避難生活・私たちにはない恐怖 
                                            など・・・ 

 

【２時間の授業を終えて】 

○私たちと難民では、大きな違いがありそうで、そんなに変わらなくて、助け合う優しさや勇気が私たちには
全くないわけではないけど、難民の人たちは比べものにならないくらいの勇気や優しさをもっているんだと
思った。 

○自分たちには、当たり前なことも、難民の人たちには全然当たり前じゃないんだと改めて感じた。もっと難
民について知りたいと思ったし、実際に難民の人と接した人の話が聞けるのがとても楽しみになった。 

○難民の人たちにある勇気は自分たちにはないなと考えた。 
○難民の人にあって私たちにないものはないと思っていたけど、結構あってびっくりしました。 
○いろいろな物の大切さを知ることができました。 
○私は、『難民にはないもの』ばかり思いついたけど、それは、自分たちが裕福な暮らしをしているからで、
もし私が難民ならば、もっとたくさん思いついたかもしれない。難民の人たちから見て、私たちはどうなの
か知りたい。 

○自分たちが普通に使っているものも難民の人たちは普通に使えないことで、最低限の生活も送れない人が６
０００万人以上もいてすごいと思った。 

○難民がこの世界に６０００万人もいると思うと、とても大変なのだと思いました。 
○難民の人たちは食糧や家がなくて困っているけど、私たちにも難民にある物はたくさんある。だから難民の
人たちと遠く離れていても「みんな同じ」と私は思った。 

○難民の人たちは自分たちと同じ人間だから、同じような生活を、難民もしなければならないと思った。もっ
と難民の生活に関して考えたい。 

○あんなに国を強制的に避難させられたりして苦しいのにそれでも笑顔が絶えないのがすごい。 
○難民の人たちは私たちより笑顔が消えず、私たちより必死だと感じた。これからは、難民の人たちをどのよ
うにして助けているのかを調べたい。助けられるようなことをしたい。 

○難民の人たちが生きるためにどれだけ苦労しているのかがよく分かった。もっと難民の支えになるように何
ができるか考えたい。そして、難民のように苦しんでいる人たちがいるということをもっとみんなに知って
もらいたい。 

○自分たちと難民はそれぞれないものもあるけれど、両方にあるものもたくさんあって、個々から共感して、
つながっていけるんだなと思いました。 

○自分たちは世界の難民の人たちよりすごく幸せな暮らしをしているけれど、こんな過酷な中でしっかり生き
る力、自分たちで何とかすることがすごいと思った。自分が情けないと思った。 

○「命」は、誰にでもある。世界は広いと思った。 
○難民でも、大変なこと・辛いことばかりでなく、逆に私たちよりも大切なものをもっているということがわ
かりました。 

○自分が当たり前と思っていることができない人がいるのだなと思った。難民は今も自分のいる場所を探して
いるのかなと思うと、今学校に行けるのは幸せだなと思います。難民の人たちの１日の生活みたいなことを
知りたいです。 



 

 

○難民の人たちは辛いことばかりでも、そんなことに負けずに笑顔でいられることがとてもすごいなと思いま
した。 

○とてもつらいと思うけど、たくさんの笑顔が写真に写っていたので難民の人たちを笑顔にする最大の理由は
なんだろうな～と思いました。 

○難民はいろいろなものがないけど、それでも頑張って生きているからすごいと思った。 
○難民の人たちがオリンピックに出ていて、最後まで諦めなかったから参加できたんだなと思った。 
○難民は不自由でつらいはずなのに、乗り越える力やなんとかしようとする力で強く生きていてすごいと思い
ました。また笑顔がたくさんあふれていて素敵でした。国連の活動について調べてみたいです。 

○私たちにとって身近な物が難民の人たちにとって、貴重な物なんだなと思いました。 
○ぼくは、何も考えず生活しているけど、難民の人たちは避難したり、いつも苦しい生活をしているから、少
しでも支援できればいいと思った。 

○難民の人たちは苦しい生活をしているけれど、ぼくたちと難民の人たちに（同じように）あるものがあるの
がすごいと思った。 

○難民だから何もないわけじゃなくて、難民しかないものなどがあることに気付いたし、みんながいるから辛
いのも耐えられるのとかが知れたから、友達とかは大切にしなきゃだめだと思いました。 

○私たちと難民の人たちに共通していることがあるので、お互いのことをよく知り、分かりあっていくことが
大切だなと思いました。 

○自分たちにはない「乗り越える力」や「なんとかしよう」という力があってすてきだなと思いました。難民
の人たちがみんな笑顔ですごなと思いました。 

・・・など。 
 

 

【ゲストティーチャーのお話を聞いて】 

○難民キャンプに行くまでに命を落としたり殺されたり、はぐれたりすることに驚きました。難民の人々は生
きること、逃げることに精一杯だということに悲しくなりました。 

 私がひとりで救助することはできないけれど、小さな力を貸すことはできるなと思ったので大人になったら
難民の力になれる人になりたいです。 

○難民はどれだけたいへんな暮らしをしているのか、お話を聞いて改めて感じました。難民の人が逃げている
あいだにも死んじゃったりする人たちもいて、可愛そうだし大変な思いをしているんだなと思いました。も
しも自分が難民になったら絶対に暮らしていけないなと思いました。なのに今の難民の人たちはどれだけ大
変でも辛い思いをしながらでも頑張って暮らしていけるのは、本当にすごいなぁと思いました。 

○難民の人の気持ちが詳しく聞けたり国連の仕事についてわかりました。さらに仕事について知りたいと思っ
たし、難民の人たちをどうしたら減らせるのか、私たちには何ができるのかを知りたいです。 

 私たちのように普段、普通に過ごしていた人が、難民になってしまったということは、私たちもなるかもし
れないのではないかと思い、戦争や紛争をやめてほしいと思いました。 

○私は難民キャンプに学校や遊具があってびっくりしました。また、来てすぐに注射を打つなんて想像もして
いなかったのでびっくりしました。何日もかけて、命を守るために故郷を離れて、隣の国へ行くなんて、私
なら怖くて絶対にできないなと思いました。難民の人たちが暮らしやすくなればいいなと思います。また紛
争や戦争がなくなって、逃げなくてはならない人がいなくなればいいなと思います。私にできることは、や
りたいです。 

○今まで難民の人たちのことはまったく知らなかったけれど、今回話をしてもらって、難民の人たちはこんな
に大変な思いをして逃げてきていることが分かりました。他にも逃げてきたあとの生活も、全部支援される
わけでもないので、とっても大変なんだなと思いました。こういうことを知ったので、難民の人たちを救う
ために、自分たちに何ができるのか真剣に考えたいと思います。 

○難民の人たちが、どんなに危険な場所でみんなで頑張って生活しているのか分かりました。私は家族とバラ
バラになったりしないから、難民の人たちの気持ちをわかってあげることはできないけれど、難民の人たち
と協力して、難民の人を少しだけでも減らすことはできないかと思いました。これからは難民の人を少しで
も減らすにはどうすればいいかを調べたいです。 

○難民の人々の生活がどれほど苦しいのかわかったし、南スーダンでの戦争が激しいのがすごくわかったの
で、もう戦争はやめてほしいと思いました。 

○難民の人にはすぐに支援を受けさせてくれるんじゃなくて、登録をしなきゃいけないから大変だなと思っ
た。自分だったらとかを考えないで、当たり前に過ごしていたから、少しでも難民の人のことを考えたり自
分のできることをやる。自分は難民じゃないけど、オリンピックで難民のことを言って、みんなに知っても



 

 

 

 

 

らいたい。 
○自分は難民になったことがないけれど、どれだけ大変な思いをして避難をしているかがわかった。もし

UNHCR の人たちがいなかったらどうなっていたのだろうと思いました。自分たちは、お米を普通に食べ
られているけど、難民の人たちは食べられていないから、分けてあげたい気持ちがたくさんありました。 

○今まで難民について詳しく知らなかったけれど、この学習を通して、難民はいつも苦しい日々を過ごしてい
たりしているのがわかった。それに UNHCR のマークの意味がとても良いと思いました。僕たちができる
ことを少しでもできるようにしたいです。 

○難民は食料と水さえあれば大丈夫じゃないかと思っていたけど、食料も少なければ、水も雨が降らないと飲
めないということを知って、前よりも、大変だなと思った。 

○私は難民の辛い気持ちはわからないけれど、辛いことだけは、わかります。今、授業をしているときにも逃
げている人がいるのだと思うと頑張って欲しいと思いました。 

○今まで難民の人たちのことは考えていなかったけれど、難民の人たちのことをもっと勉強して自分には何が
できるかを考えて生活したいです。 

○お話を聞いて、そもそも難民になることが難しいことを知って、自分の国から出て逃げてきたのに保護され
るのが難しいと言われたら嫌だと思った。だから紛争などをなくして難民が出ないようにして欲しい。そし
て、今日も難民は増えている。だから自分は学校でも少しのことでも喧嘩しないようにしたい。少しのこと
でも紛争が起こるから。 

○難民の人たちの生活を聞いて、大変なこと、毎日子どもも花売りなどで働かなければならないことなどがわ
かり、私は決められた狭い場所でも生活、限られた食事でものすごく辛いのに、それでも一生懸命生きよう
とすることがすごいと思いました。また、私にもできることは協力したいです。今日は本当にすごく、いろ
んな知らなかった世界の子につて知れたからよかったです。 

○難民のことをあまり知らなかったけど、お話を聞いてみて、すごく大変だなと思いました。でも、自分たち
がもしなったら・・・など考えると不安です。今の日本はまだ大丈夫かもしれないけど、なったら・・・な
ど考えたらすごく不安。なので、世界は不安じゃなくて、平和を目指して協力していきたいと思いました。 

○難民の数は、自分の想像以上に多く、難民の人にはそこまで支援が間に合っていないから、少しでも争いを
なくそうと思いました。 

○私は「難民になったら」のことしか考えられないけど、何か物を送れないかなとか、自分たちにも何かでき
ないかと考えました。私たちが楽しく何かをしている時にも難民の人たちは苦しんでいるんだと思いまし
た。少しでも減って欲しいです。 

○何日もかけて命を守るために、故郷を離れて歩きで隣の国に行くなんて、怖いなと思いました。紛争や戦争
がなくなればいいなと思いました。自分の出来ることはしたいし、送れる物があれば支援したいなと思いま
した。 

○話を聞いて、やっぱり難民の人は辛いんだと思った。話を聞いて、パソコンや本で調べることができないこ
ともわかり、これまで難民の人たちをかわいそうとしか思っていなかったけれど、お話を聞いて、自分にも
できることをできるだけやりたいと思った。僕たちは、今の生活に恵まれているけど、たぶん難民の人の生
活は辛い。しかも、それが毎日続いていることがかわいそう。その辛さをわかってあげたいし、もしぼくら
がそんな毎日ならば、たぶん生きていけないなと思います。大人になったらユニセフなどの活動を手伝って
少しでも難民の人たちに楽な暮らしができるようになってほしいです。 

 また、冬の季節をどうしているのか知りたいです。冬はもっと辛い暮らしをしていると思うから。 
 食べ物とかも、この話を聞いて、残さず食べようと思いました。 
○今まで、難民は戦争や紛争、差別などで自分の国にはいられなくなって他国に逃げてもまた自分の国に戻れ
るのだと思っていました。でも、何時間も何日もかけて、大変な思いをして他国に逃げたとしても、自分の
国に戻れない人がいたり、そこからまた違う国にしか行けない人もいて、とても大変だと思いました。 

○家族を失っても生きていく力や心がすごいと思った。もっと難民キャンプが安定していってほしいし、最初
の難民がいる、寝泊りできるところも、日本人と同じにして欲しい。これこそが「不平等」だと思う。自分
たちに出来ることはないかを考えたい。 

○どんな国で、どんな人が、どうして難民になったのか、だれが難民にしたのかをもっと知りたいと思った。 
  

 


