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私たちは豊かな草原と美しい空と美しい川の

もとで、馬や羊や牧羊犬を友とし遊牧民とし

て暮らしていました。

小さい子供も水を運んだり、家族と協力してゲルと

いう民族独特の家に住み、モンゴル人らしい生活を

おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんから

学んでいました。

ところが…隣の国に住んでいた中国人 ( 漢人 )たち

が１９４７年に、私たちが住んでいる場所をモンゴル

国から完全に奪い取り、その後『内蒙古自治区』

と名付けました。

私たちはこの自治区という言葉が大嫌いです。なぜ

ならそこにはモンゴル人として生きていける自治は

無いからです。私たちはこの故郷を『南モンゴル』

と呼んでいます。
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侵略された私たちの南モンゴルには多くの中

国人（漢人）が移住してきました。

中国人達は私たち南モンゴル人を住みなれた

草原から追い出したあと多くの道路を作りまし

た。草原は切り裂かれたのです。その道は私

たちの故郷の草原から資源を運ぶために使わ

れています。

中国人達は豊かになりましたが、草原で生き

るために生まれた私たち南モンゴル人は街の

小さな箱のような建物に押し込められ、新し

い仕事を探すのも大変です。

その道ではたくさんの馬や羊も牛も自動車事故で

死に続けています。街へ移住せず草原で暮らし続

ける南モンゴル人は友であり財産でもある馬や家畜

を車でひき殺され続けています。
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遠い昔から犬たちと協力してオオカミから羊

を守りました。でも中国人達からは馬や家畜

はもちろん家族でさえ守ることができない。

それが今、私たち南モンゴル人に起きている

ことです。

メルゲンという青年がいました。彼は遊牧民でした。

彼の生まれ育った草原は炭鉱として開発され、大

気も川も汚されました。どんどん増える中国人が草

原を破壊し家畜を殺しました。メルゲンの友だちも

中国人達から酷い目にあわされましたが警察も中

国人の味方です。逆らうと警察に捕まります。

そしてある日、メルゲンは中国人と話し合いをしよう

と道路に立ちました。そこへきたトラックは彼の話を

聴こうともせず、彼を１５０ｍ引きずったまま走りまし

た。
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南モンゴル各地で中国政府に抗議するデモが

たくさん起こりました。でも中国政府が南モ

ンゴルに置く軍隊や警察が簡単に彼らを捕ま

えます。家族や友人を助けようと警察に行き

捕まった人もまた拷問されます。

南モンゴルはどうしてこんなことになってしまっ

たのでしょう？

答えはかんたん。

中国人がたくさん移住してきたからです。

今、南モンゴルの人口割合は２：８

２が南モンゴル人、８が中国人です。

南モンゴル人は草原から追われ、仕事を奪われ、

故郷を破壊されそれによって築かれた富は全て中

国人に奪われています。
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若い世代の南モンゴル人の子供たちは故郷を

知りません。世界から来る観光客用の“モン

ゴル文化保存公園”でゲルを見ます。

そして両親やおじいさん、おばあさんから昔

の暮らしの話を聴きます。

この絵本に載せた絵は南モンゴルの子供たちが描

いたものです。

でも本当は少しちがうのです。南モンゴルには白黒

柄の牛はいません。豊かな羊毛を持つ羊はいません。

彼らが故郷を想い「牛」や「馬」を描くときは教

科書やテレビを参考にします。そこに出てくる牛や

羊は南モンゴルの家畜とは違う種類。中国政府の

作る教科書には南モンゴル人の慣れ親しんだ家畜

の姿はありません。

でも親たちはそれを彼らに教えることはしばらく待

たねばいけません。なぜ南モンゴル人はこんなこと

になってしまったのか？理解できる年齢に子供が達

したとき、それは語り継がれます。
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・南モンゴルでの環境破壊
中国政府は南モンゴル人から奪った土地を開墾し
農地として利用しようとしましたが、それはことごとく
失敗に終わりました。
地下資源の活用と称し開発され続ける草原も開墾
失敗の草原と同じく緑を失い、南モンゴル地域は砂
漠化の一途をたどっています。
例年、黄砂として日本に飛来する砂粒の多さは中
国政府の環境破壊の証と南モンゴルの悲劇の証
明です。
近年では黄砂のみではなく毒性の高い成分を含ん
だ PM2.5 も日本や朝鮮半島を襲っている事も忘れ
てはいけないと思います。

・南モンゴルの人権状況
中国共産党政権下で南モンゴル人の人権状況は
ご想像以上の酷い状態です。南モンゴル人が漢人
に逆らうことがあれば、すぐに警察や軍隊がきて、
南モンゴル人たちは捕えられます。また南モンゴル
の人権活動家ハダ氏は「国家分裂罪」等の容疑で
投獄され刑期満了の日に家族ともども現在も行方
不明の状態が続いています。

南モンゴルで起こったこと

そして今も起こっていることは

残念ながらあまり知られていません。

ですが、忘れないでほしいのです。

南モンゴルを南モンゴル人の手に

再び取りかえそう

豊かな草原と共に生き、そして死ぬために

南モンゴル人として暮らしたい

ただそれだけのために闘い続けている人が

たくさんいることを、どうか知ってください。
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南モンゴルと同じく東トルキスタン

（ウィグル）やチベットも中華人民

共和国により侵略され、環境破

壊や、民族を絶滅させるような恐

ろしい政治が続けられています。

そして、中国共産党が今、行っ

ている酷いことは少数民族のみな

らず一般の漢人さえも不幸にし続

けています。

私たちは一日も早くこの広いアジ

アが人の善によって平和になる日

を心より祈っています。

Book Design : Yujiro Tsukigase

みなみ おな ひがし

ちゅうかじんみん -

- きょうわこく しんりゃく かんきょうは -

- かい ぜつめつみんぞく おそ

せいじ つづ

ひど

おこないまちゅうごくきょうさんとう

しょうすうみんぞく

いっぱん かんじん ふこう つづ

ひろはやいちにちわたし

ひと ぜん へいわ ひ

こころ いの



南モンゴルに自由を！
絵 ：南モンゴルの子供たち
制作 ：南モンゴル人権情報センター
 　　　　http://www.smhric.org/
 　モンゴル青旗協会
 　　= 南モンゴルご支援募金ゆうちょ口座 =
  記号１４１４０　番号１２７２４８５１ 青旗協会
案 ：Ｔｏｍｏｋｏ Ａｂｏ

WEB版絵本
 　  http://www.smhric.org/sm-ehon.htm

定価：１００円


