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●北欧の移民・難民への図書館サービス-ス ウェーデンとデンマークの事例から／堤 恵／国会図書館「カレントアウェアネス」
No.287／2006 年 3 月／http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1006661/current.ndl.go.jp/ca1585
●Challenging Japan’s refugee policies／Akashi. J／Asian and Pacific Migration Journal 15 (2)pp.219-238／2006／
●Sharing the Burden: The Role of Government and NGOs in Protecting and Providing for Asylum Seekers and Refugees in Japan
／Dean.M and Nagashima.M／ournal of Refugees Studies Vol. 20, No.3. Oxford University Press／2007／
●我が国の難民認定制度の現状と論点／岩田陽子／国会図書館「ISSUE BRIEF NUMBER 710」／2011 年 5 月／
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2800346/www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0710.pdf
●Refugees and Human Security: A Research Note on the Japanese Refugee Policy／Takizawa S／Tokyo Eiwa University pp. 21-40
／2011／
●2012 年国別人権報告書―日本に関する部分（仮訳）／米国国務省民主主義・人権・労働局／アメリカ大使館 HP／2013 年 4 月／
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20130516-01.html
●三鷹難民法実務研究所 http://reflawpractice.cocolog-nifty.com/
難民の概念や解釈についての論文を掲載している。

《参考 Web》
法 令
・世界人権宣言

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html （仮訳文）

・難民条約（難民の地位に関する条約）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/nanmin.html

（外務省パンフレット 「難民条約」
）
・難民の地位に関する議定書

http://www.unhcr.or.jp/protect/treaty/giteisho.html （日本語版）

Convention relating to the Status of Refugees
・無国籍者の地位に関する条約

http://www.unhcr.or.jp/protect/pdf/1954_Stateless_Convention_JPN.pdf

・難民認定基準ハンドブック

http://www.unhcr.or.jp/protect/pdf/20090210_rsd.pdf

・出入国管理及 難民認定法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

国連の機関
・ UNHCR 国連難民高等弁務官事務所

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home

・ UNHCR 駐日事務所

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

日本政府の機関
・法務省

http://www.moj.go.jp/

・法務省入国管理局

http://www.immi-moj.go.jp/
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・外務省

http://www.mofa.go.jp/

・財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部

http://www.rhq.gr.jp

出身国情報
・外務省海外安全情報

http://www.anzen.mofa.go.jp/

・アメリカ国務省報告

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00007.h
tml

・イギリス内務省報告

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00045.h
tml

難民支援団体
・ RAFIQ（在日難民との共生ネットワーク）

http://rafiq.jp/

・特定非営利活動法人なんみんフォーラム（FRJ）

http://www.frj.or.jp/

・認定 NPO 法人難民支援協会

http://www.refugee.or.jp/

・全国難民弁護団連絡会議

http://www.jlnr.jp/

・公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

http://www.amnesty.or.jp/

・難民・移住労働者問題キリスト教連絡（難キ連）

http://members3.jcom.home.ne.jp/nankirensato/

・名古屋難民支援室

http://www.door-to-asylum.jp/

・イエズス会社会司牧センター

http://www.jesuitsocialcenter-tokyo.com/

・カトリック東京国際センター (CTIC)

http://www.ctic.jp/

・カリタスジャパン

http://www.caritas.jp/

・さぽうと２１

http://support21.or.jp/

・日本カトリック難民移住移動者委員会（JCaRM）

http://www.jcarm.com/jpn/index.htm

・日本国際社会事業団（ISSJ）

http://www.issj.org/

・日本福音ルーテル社団（JELA)

http://www.jela.or.jp/

・難民自立支援ネットワーク（REN）

http://empowerrefugees.web.fc2.com/

・難民支援研究学生団体 PASTEL

http://ameblo.jp/pastel-passtell/

・ J-FUN ユース

https://www.facebook.com/jfunyouth

・ CLOVER～ 難民と共に歩むユース団体～

http://cloveryouth.blog109.fc2.com/

・世界難民の日集会 Web

http://rafiq.jp/wrd/

その他
・難民ナウ！－世界の難民速報－

http://www.nanminnow.com/

・NPO法人 無国籍ネットワーク

http://www.stateless-network.com/

・日本ビルマ救援センター（BRJC）

http://www.brcj.org/

・ビルマ情報ネットワーク（Burmainfo）

http://www.burmainfo.org/

・移動労働者と連帯する全国ネットワーク（移住連・ SMJ）

http://www.migrants.jp/

・ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）

http://www.hrw.org/ja

・ヒューマン・ライツ・ナウ（HRN）

http://hrn.or.jp/
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