
逆境を乗り越えチャレンジして来た難民たちから国際情勢を学ぶ

学校講演・企業研修のご提案

NPO法人WELgee (ウェルジー)



“グローバルリアリティ”を体感する場

難民の講師が企業・学校へと伺い、

世界が未だ解けない難民問題と

当事者の生の声を題材に、グローバル化する

これからの時代を生きる

社員・学生さんへの学びの場です。

WELgeeの企業研修・学校講演とは？



　難民とは、社会課題の中で逆境を乗り越えてきた人たち
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WELgeeの企業研修・学校講演の特徴

難民の講師から、生の世界情勢（ ）を学びます
➢ 普段出会うことのできない難民の講師たちから、祖国の経験や世界の情勢の

「生の声」をお伝えします。

難民当事者の方と共に職場へと伺い、講演を行います

➢ は難民当事者の方の声、そこから生まれるコミュニケーションを大

切にしているため、全ての研修に当事者の方をお呼びしています。

社会課題を自分ごととして捉え、参加者の行動変容に繋げます

➢ 世界の社会課題と参加者の意識をつなぎ、日々の行動変容を促します。



研修・講演・ワークショップ依頼をいただいてきたテーマ

● 「難民」も活躍する未来の日本企業とは？

● 「企業として」この課題に穴を開けられる  Break through
と戦略 を立案する（ワークショップ）

● 誰もが意欲とスキルを発揮する日本の企業の可能性（企

業の経営者の勉強会）
● 社会課題発見ワークショップ
●  人口減少と外国人（朝日新聞ダイアログ）
● ローソンのアルバイト採用担当と学者と対談
● 政府の難民認定に依らないオルタナティブパス
● 難民当事者が就職できるようにサポートするためのス

ケール可能な方法は何か
● 社員の社会課題へのエンゲージメント向上
● 企業の魅力が光るCSR
● 社員のボランティアへの意識向上

● 英語でのインタラクティブなコミュニケーション

● 自社のプロダクト・サービスと社会課題の接合点

● 平和と民主主義  
● 日本にいる難民の現状と私たちにできること（津田塾大学）
● How active citizen can make an impact to society?（昭和女子

大学）
● 組織のビジョン・ミッションと原体験（アジア太平洋立命館大学  

国際経営学部）
● 修学旅行前の異文化理解教育（スーパーグローバルハイス

クール）
● 難民当事者６人が対話に入るワークショップ
● 新しい国際協力の形（静岡県富士市）

● 平和と環境（埼玉県生協）

● 批判ではなくて対案を

● 若者が作る社会

● ボランティア交流

● 社員の社会課題に対するエンゲージメントの向上

● グローバルな視野をもった青年育成（ウェスレー財団）

①民間企業へ実施した
研修・ワークショップテーマ一覧

②教育機関・公共機関へ実施した
出張授業・ワークショップテーマ一覧



導入実績

民間企業 社
年 月時点

アクセンチュア株式会社、ライオン株式会社、日本信号株式
会社、日本電気株式会社、富士ゼロックス株式会社、富士
フイルムホールディングス株式会社、株式会社リクルートマ
ネジメントソリューションズなど

教育機関 校
年 月時点

大学 大学 法政大学 立教大学 津田塾大学 青山学院大学 千
葉工業大学 昭和女子大学 江戸川人生大学 高校 高 法政
女子高校 中高学校 中学 山梨県南アルプス市立白根御勅使
中学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校 昇華学園 宮城県黎
明中学



事例 企業研修「企業幹部・経営者が集まる場で難民の採用を考える」

概要 日本にいる難民について学び、自社での難民人   
          材の活用を考えるワークショップ
時間 分
対象人数 社員 名
運営体制 スタッフ（ 人）＋難民講師（ 人）

タイムライン
1.     オープニング　CSR活動の紹介など　 10分

2.     講演「日本の難民問題」（ by WELgee渡部）25分　日本語

3.     質疑応答　5分
4.     講演「日本に来て感じていること」（ by 難民講師）20分×3人
5.     質疑応答　10分　英語

6.     休憩 10分
7.     ディスカッション　50分　英語 /日本語はチーム内で適宜

テーマ：「日本に難民としてやってきた若者たちが就職するために解

決すべき課題は何か」

最終的に目指すアウトプット：解決すべき課題

 8.     ディスカッションの内容を全体共有　10分　英語

参加者の声
“日本に難民申請している方がたくさんいて、そのような苦境に立たされてい

ることを全く知らなかったこと。実際に難民として日本に来られた方が非常に

努力家で優秀で私たちができることでチャンスが広がるのであれば、協力し

たいと思ったこと” 
(30代 女性 / 非鉄金属業界)

費用
難民の講師・ スタッフへ支払う交通費

採用を検討している企業の方々にご参加いただくため、

授業や研修のコンテンツ設計にかかる費用はいただいておりませ

ん。



タイムライン
①  目指す未来社会像と団体取り組み（10分）

②  この活動に繋がる原体験と思い（12分ｘ３名）

③  難民問題の背景にあるなマクロ的世界の社会課題＆社会構造

（俯瞰視点）（15分）

④  休憩　（5分）

⑤  共感的対話（45分）

※  その後、自分が取り組みたい社会課題のフラグを立て、

グループを決める。

事 出張授業「難民の人と考える、外国人も暮らしやすい私たちの街」

概要 やまない差別、移民・難民問題の激化、グローバリゼーショ
ンの功罪等へ目を向け、 21世紀における日本人（地球人）としての
あり方を問い直す
+前日に、生徒さんの自宅でのホームステイ交流を経験
時間 分
対象人数 高校生 人（スーパーグローバルハイスクール）

運営体制
WELgeeスタッフ（2人）＋難民講師（6人）

参加者の声

“将来留学したいと思っているので、実際の外国の人と英語で

話す挑戦ができてよかった” 
(10代 男性 / 高校生)



参加者のみなさまの声

“改めて、さまざまな立場の人がこの社

会をさまざまな目線で捉えているという

ことに気づいた。

多様性の定義が一段階広がったように

思う”　　　　　　　　　　　　

業界 : NPO職 年代 :  30代

“refugeeの皆さんが、それぞれの能力や

経験をお持ちなのに、それが活かされな

い現状を何とか打破していかないといけな

い、という使命感と共に、大組織の閉塞感

の中で一個人がどう変えていけるかという

大きな壁、それらをどう動かしていくかが

課題”　　　　　　　　　　　　
業界 : 電機メーカー 年代 : 50代

“先進国であるはずの日本で、人権が守られていない現状に憤りを感じていましたが、彼らにとっては、生命の危険が無いという

だけで充分なのかと驚愕し、それほど過酷な環境で現在も生活している人が多くいることを改めて認識しました。当事者の方の

「前を向く力」は想像していた以上に強靭で、「with」で生きていく、明るい可能性を見せていただけました。”　                                                                                                                 
業界 : 商社 年代 : 30代

“この研修は、今までなかった。僕たち

が実行して何とか繋げていけるように頑

張る。上司が今一でも、部下には、そう

させない。僕たちは、変えていく”

　業界 : メーカー研究 年代: 30代

ワークショップ満足度 点評価中
企業実施企業で「本日のワークショップの満足度を教えてください」という質問の回答



1. 初期ヒアリング（課題発見と状況分析）

2. WELgee内での難民講師との打ち合わせ

3. 企画案提出

4. 内容の再検討

5. 研修実施

6. 成果の確認とフォローアップ

研修実施までのフロー



Our Mission

政府による
認定難民はたった

20人(0.1%)
日本国内の難民

約20,000人
2017年には

19,628人
の難民が来日

・・・

政府による難民認定ではなく、企業に必要とされるスキルや個性を活かしたキャリア

パスで、将来への道筋を切り拓くブレイクスルー！WELgee Way!!

難民申請

就職
安心して日本で
暮らし働けるビザ

特定活動ビザ

Our ProgramWELgeeが目指す状態

「難民」としてではなく、「人材」として働く

日本と世界
母国の架け橋に



メディア掲載実績

参考記事 :
Young social entrepreneur seeks to help asylum-seekers integrate into Japanese society（Japan Times） (英語記事)
人と人とのつながりが生きる道になる WELgee代表、渡部清花さんの難民支援 (NHKハートネットTV)
1番の問題は「偽装難民」ではない〜日本の難民認定制度の立ち遅れ（Huffpost）
6/20 世界難民の日【Chaos to Co-creation】パリ・ベルリン視察報告会 & 共創ワークショップ（Idea for Good）
Forbes JAPAN主催『日本版30 Under 30』ソーシャルアントレプレナー部門で受賞（Forbes Japan）

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/13/national/young-social-entrepreneur-seeks-help-asylum-seekers-integrate-japanese-society-even-theyre-limbo/
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/77/
https://www.huffingtonpost.jp/sayaka-watanabe/japan-refugee-recognition-system_a_23267705/?utm_hp_ref=jp-homepage
https://ideasforgood.jp/2018/06/20/welgee/
https://forbesjapan.com/articles/detail/22600


Contact

NPO法人 WELgee (ウェルジー) 
担当： 渡部清花（わたなべ さやか）

【tel】08035841991
【mail】info@welgee.jp
【HP】 welgee.jp
【住所】150-6027 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F 
　　　　　デジサーチアンドアドバタイジング内　シェアオフィス「coebi」

http://welgee.jp/

