
難民支援 NGO “Dream for Children” 

2021年度活動報告書 

 

 

 



~ 1 ~ 
 

目次 

 

ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

2021年度のチベットの状況・・・・・・・・・・・・・・3 

2021年度のビルマの状況・・・・・・・・・・・・・・・7 

2021年度の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

2021年度会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 

付録 1：チベット難民からのサンクスレター・・・・・・14 

付録２:チベット難民の生徒たちは今・・・・・・・・・15 

 

 

 

 

 

 

[表紙写真] 

2期 10年の任期を終えて退任されたチベット亡命政権ロブサン・センゲ前首

相（主席大臣）と代表亀田浩史 
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ご挨拶 

 

 平素からご支援くださり、ありがとうございます。 

 

 2021 年 5月、チベット亡命政権ロブサン・センゲ首相（主席大臣）が 2

期 10年の任期を終えて、退任されました。 

 

チベットでは、17 世紀のダライ・ラマ 5 世以降、ダライ・ラマが政治

的権限を保持してきました。しかし、2011年、ダライ・ラマ 14世がロブ

サン・センゲ首相に政治的権限を委譲するという歴史的な決断をされまし

た。これには、ダライ・ラマに政治的権限がない状態にしておけば、中国

政府がダライ・ラマ 15 世を祀り上げた場合、政治面での影響を抑えるこ

とができるという考えがあったと思われます。 

 

 ロブサン・センゲ首相は、長期的な視野を持ってチベット難民街の教育

に力を注がれました。チベット人として初めてハーバード大学で学んだロ

ブサン・センゲ首相でしたが、首相の後輩も増えてきました。新しい未来

を担う優秀な人材が増えてくれば、チベットの未来も拓けてくると思いま

す。 

 

 一方、習近平政権の強硬路線の下、チベットの情勢は厳しいままです。

中国政府に抗議する焼身自殺が再び増えてきました。弾圧は増しています

が、中国当局による情報統制も厳しくなっており、情報が海外に伝わりに

くくなっています。 

 

また、チベット難民街では、新型コロナウィルス感染拡大で厳しい状態

が続いています。食糧にありつけない人も発生し、私たちも食糧配給させ

ていただきました。 

 

先の見通せない厳しい状況が続きますが、引き続きあたたかいご支援を

いただけますと幸いです。 

 

代表 亀田浩史 
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2021年度のチベットの状況 

 チベット本土は、依然として、中国政府によるチベット人への激しい民族弾

圧・宗教弾圧が続いています。特にこの 1年間はチベット語に関する規制の強

化が相次ぎました。さらに、この数年、情報統制がますます厳しくなっており、

弾圧の様子も海外には伝わりにくくなっています。 

 

[チベット本土の出来事] 

【再び増加傾向にある焼身抗議】 

2020年頃は減少傾向にあった焼身抗議ですが、2022年に入ってから 3件の焼

身抗議がありました。焼身自殺という手段での中国政府の弾圧への抗議です。 

 

・2月 25日、ラサのポタラ宮前で、チベット人歌手ツェワン・ノルブ（25）が

中国政府に抗議して、スローガンを叫び、自らの体に火を放ちました。その

後、ツェワン・ノルブは息絶えました。 

 また、ツェワン・ノルブの父は、ツェワン・ノルブの焼身抗議の件で中国政

府から嫌がらせを受け、自殺しました。 

 

・3月 27日、東チベットのンガバのキルティ僧院そばの警察署前で、タプン（81）

が自らの体に火を放ち、死亡しました。 

 

・3月 30日、東チベットのキェグドの警察署前で、ツェリン・サムドゥプが自

らの体に火を放ち死亡しました。 

 

上記 3件により、2009年以降のチベット本土での焼身抗議者は 160人となり

ました。 

 

焼身抗議は、2008年の北京五輪後から始まりました。中国政府が国際社会に

約束した民族状況の改善が果たされないまま北京五輪が開催されたことへの抗

議です。2022年の北京五輪後に焼身抗議が再燃したことは、2008年の約束がい

まだ果たされぬまま再び北京五輪が行われたことへの抗議だと思われます。 
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【チベット語の規制強化】 

[幼稚園で中国語教育が必須に] 

 2021年秋からチベットの幼稚園で中国語教育を行うことを中国教育相が決定

しました。チベット語を学ぶ機会を奪われた子供たちにチベット語を教育しよ

うとした大学生もいましたが、中国当局に逮捕されました。 

 

 [学校の教科書がチベット語から中国語に] 

 これまでも一部地域で教科書がチベット語から中国語のものに変更されてい

ましたが、2022年 1月からチベットの全域で教科書が中国語のものに変更され

ました。 

 

 

【テンジン・デレク・リンポチェに関する記録の削除を中国当局が

命令】 

 2015年に獄中死したチベットの高僧テンジン・デレク・リンポチェに関する

記録の削除を中国当局が命じています。また、テンジン・デレク・リンポチェ

の像の製作にかかわった人々は逮捕され、拷問を受けています。テンジン・デ

レク・リンポチェ記憶を人々の脳裏から消すことが狙いだと思われます。 

 

 テンジン・デレク・リンポチェは、チベット語教育、孤児・老人の支援など

に尽力し、人々の尊敬を集めていました。テンジン・デレク・リンポチェの人

気を恐れた中国当局は、テンジン・デレク・リンポチェを不当逮捕しました。

当初の判決は死刑でした。その後、無期懲役に減刑されましたが、2015年に獄

中で謎の死を遂げました。姪のニマ・ラモは、テンジン・デレク・リンポチェ

が毒殺されたと証言しています。 

 

 

【チベット仏教の仏像を中国当局が破壊】 

 2021年末から 2022年はじめにかけて、東チベットで、中国当局がチベットの

仏像 3体を破壊しました。このニュースを海外に伝えたチベット人数百人が中

国当局に逮捕され、拷問を受けています。また、当局は、「仏像破壊の責任はチ

ベット僧にある」とする文書にサインするようチベット僧に強要しています。 
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【その他の不当逮捕・投獄】 

[2021年] 

● 4月、海外に亡命しているチベット難民と連絡を取ったサムテン・サンポとツ

ルティムが逮捕されました。 

● 6月、海外に亡命しているチベット難民と連絡を取ったチベット人数人が逮捕

されました。 

● 7月、ダライ・ラマ 14世の誕生日を祝ったクンチョク・タシとザポが逮捕さ

れました。 

● 7月、ダライ・ラマ 14世の写真を所持していたチベット人 4人が逮捕されま

した。 

● 8月、海外に亡命しているチベット難民と画像をシェアしたリンチェン・ドル

ジェ、ケルサン・ニマ、ルンドゥプが逮捕されました。 

● 8月、インターネット上でお祈りをしたチベット僧コンメイが逮捕されました。 

● 8月、中学校教師リンチェン・キが国家分裂扇動罪で逮捕されました。 

● 8月、中国共産党のプロパガンダ教育への参加を拒否したドルジェが逮捕され

ました。 

● 8月、ダライ・ラマ 14世の写真を所持していたチベット人 100人超が逮捕さ

れました。 

● 8月、学校で使用する言語をチベット語から中国語に変更する中国政府の方針

に抗議したギュルダク、ヤンリクが逮捕されました。 

● 10月、チベット僧ロブサン・チュペルが逮捕されました。 

● 11月、チベット語の保存を求めるメッセージをインターネットに投稿したパ

ルサンが逮捕されました。 

● 12月、チベット人作家ゴ・シェラブ・ギャツォが懲役 10年の判決を受けまし

た。 

● 12月、学校で使用する言語をチベット語から中国語に変更する中国政府の方

針に抗議したロテンが逮捕されました。 

[2022年] 

● 1月、「政治的にデリケートな情報を持っていた」として、アサン、ドダ、ノ

ルツォが逮捕されました。 

● 2月、冬休みに子供達にチベット語を教えた大学生チュドンが逮捕されました。 

● 3月、中国当局による土地の押収に抗議した約 170人が逮捕されました。 
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[亡命先の難民街の出来事] 

【新型コロナウィルス感染拡大】 

 インドでは、2021年度前半はデルタ株、後半はオミクロン株による感染拡大

に見舞われました。全土ロックダウンこそありませんでしたが、チベット難民

街では、地域ごとに頻繁に外出禁止令などが出され、年間を通じてほぼ何らか

の規制が行われていました。 

 2022年 5月時点で、インド在住のチベット難民の新型コロナウィルス感染者

は 9,153人、死者は 168人となっています。 

 チベット亡命政権ロブサン・センゲ首相は、2020年、2021年と 2度の来日予

定がありましたが、新型コロナウィルス感染拡大により、キャンセルになりま

した。 

 

 

【チベット亡命政権新首相誕生】 

 チベット亡命政権のロブサン・センゲ首相が 2期 10年の任期を終えて退任さ

れました。 

 ロブサン・センゲ首相の後任には、ペンパ・ツェリン氏が選出されました。 

 

ペンパ・ツェリン新首相と代表亀田浩史 

 

 

【映画監督ドンドゥプ・ワンチェンがノーベル平和賞にノミネート】 

 2008年の北京五輪前にチベット人にインタビューを行い映画化したドンドゥ

プ・ワンチェンがノーベル平和賞にノミネートされました。ドンドゥプ・ワン

チェンは、映画の製作後、中国当局に逮捕され、6年間投獄されました。現在は

亡命に成功し、アメリカで暮らしています。 
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2021年度のビルマの状況 

 

 2021年 2月 1日の軍によるクーデター後、今なお、軍が政権を維持していま

す。12月、アウンサンスーチーには懲役 4年の判決が出されました。また、軍

に抗議する人々は、逮捕、投獄、殺害されています。クーデター後、軍に殺害

された人の総数は 5千人を超えています。 

 

【軍に抗議する人々の逮捕・投獄・殺害】 

[2021年] 

● 4月、軍に抗議した俳優パインタコンが逮捕されました。 

● 4月、抗議活動参加者に軍が発砲し、60人超が死亡しました。 

● 4月、抗議活動参加者 19人に死刑判決が出されました。 

● 5月、軍を批判する詩を書いた詩人ケットティが逮捕翌日に死亡しました。拷

問死と見られます。遺体からは臓器が摘出されており、売却された可能性が

あります。 

● 6月、抗議活動を報道した記者 2人に懲役 2年の判決が出されました。 

● 6月、軍が民家を襲撃し、10人超を殺害しました。 

● 6月、抗議活動参加者の 5歳の娘が軍に拘束され、拷問されました。 

● 9月、軍が村を襲撃し、複数の高校生を含む 20人超を殺害しました。 

● 10月、アウンサンスーチーの政党国民民主連盟の元役人ナインリンが、妻子

の目の前で軍に射殺されました。 

● 11月、抗議活動を取材していたアメリカ人ダニー・フェンスターに懲役 11

年の判決が出されました。 

● 11月、軍に抗議した元ラッパー ピョーゼヤルトーが逮捕されました。 

● 12月、抗議活動参加者 5人超が軍に射殺されました。 

● 12月、軍が市民 11人に生きたまま火をつけ、焼き殺しました。 

● 12月、軍に拘束されたジャーナリスト ソーナインが死亡しました。軍に殴り

殺されたと見られます。 

[2022年] 

● 1月、軍による攻撃で 5歳児を含む 15人超が死亡しました。 

● 1月、軍への抗議活動を支持した 2人に死刑判決が出されました。 
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2021年度の活動 

 国内の活動 現地の活動 

4月 
ロビー活動 

国際人養成事業 

・英語教育（オンライン） 

・コンピュータ教育（オンライン） 

・新型コロナウィルス感染拡大で食糧

にありつけない人への食糧配給 

・環境保護活動 

 

5月 
新刊「連れ去られたチベットの少年」 

リリース 

6月 

ロビー活動 

国際人養成事業 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 
国際協力セミナー（大阪） 

『チベット難民の今』 



~ 9 ~ 
 

国内の活動 

 国内では難民問題の啓発活動に重点を置いて活動を継続しています。 

 

【新刊『連れ去られたチベットの少年』リリース】 

 チベット亡命政権編の「連れ去られたチベットの

少年」を代表亀田浩史が翻訳しました。 

本書は、1995年、6歳の時に中国政府に拉致され

たパンチェン・ラマ 11世ゲンドゥン・チューキ・ニ

マに関するものです。ゲンドゥン・チューキ・ニマ

は今なお中国政府の手中にあります。そして、中国

政府は別人をパンチェン・ラマ 11 世として擁立し、

操り人形にしています。 

 本書は複数か国語に翻訳されていますが、すべて

のバージョンがチベット亡命政権の方針で無償配布

となっています。 

 

【ロビー活動】 

 代表亀田浩史訳の「連れ去られたチベットの少年」が、教材として、超党派

のチベット議連の議員に配布されました。 

 

 

【講演会】 

 2021年度もチベット難民関連のセミナーを行いました。 

 

 

【ブログでの啓発活動】 

 現地で起きている出来事の中で、日本のメディアが中国政府に配慮して取り

上げない情報を中心に、ブログで情報拡散を続けています。中国当局によるチ

ベット本土の通信規制が強まり現地の情報が取りにくい中、貴重な情報源にな

っていると自負しております。 
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現地の活動 

 

 2021年度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、インドのチベット難民は

ほぼ 1年中、何らかの規制下に置かれました。 

 

【チベット難民の学校での英語・コンピュータ教育】 

亡命直後で言葉が通じず困窮している難民向けの英語・コンピュータ教育を

継続しています。新型コロナウィルスの影響で、ほぼ全面的にオンラインでの

教育活動となりました。ただし、デバイスや通信環境が利用可能な生徒にしか

教育が届けられず、教育を必要としている全員に教育を届けるのは難しい 1年

でした。 

 

 

 

 

【高等教育を志向する難民への返済不要の給付型の奨学金支給】 

 高等教育を志向する難民への返済不要の給付型奨学金支給を継続しています。

2021年度の受賞者は、医学を学んでいる学生です。 
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【食糧にありつけない人への食糧配給】 

 新型コロナウィルスの感染が拡大してから始めたプログラムです。新型コロ

ナウィルス感染による死者は出たチベット難民街ですが、食糧にありつけない

ことによる餓死者は 1人も出ませんでした。 

 

保存がきく食糧の配給       1人暮らしの家庭への訪問・聞き取り 

 

 

炊き出しの様子 
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【環境保護】 

 近年、チベット難民街ではプラスチックゴミが増えてきており、環境が汚染

されています。ところかまわず散らばっているゴミを収集し、景観を維持して

います。 
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2021年度会計 

  単位 [円] 

前年度繰越 ▲ 1,304,587 

    

収入   

事業収入 313,688 

会費収入 75,000 

助成金 0 

寄付（一般寄付） 6,000 

寄付（現地支援寄付） 20,000 

計 414,688 

    

支出   

啓発事業費 181,838 

海外事業費 160,738 

国際人養成事業費 53,965 

現地への寄付 267,776 

旅費・交通費 25,540 

管理費 576,282 

広告費 1,100 

印刷費 980 

送料 34,937 

計 1,303,156 

    

今年度収支 ▲ 888,468 

    

次年度繰越 ▲ 2,193,055 
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【付録 1：チベット難民からのサンクスレター】 

[チベット難民の学校から] 
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【付録 2：チベット難民の生徒たちは今】 

1. ポランコ（仮名） 

 

中国政府に対する抗議活動に参加して、逮捕・投獄・拷問された彼。釈放

後、1人で亡命に成功しました。 

 

   拷問の精神的影響か、亡命当初は、ときどき精神的に不安定になったり、

人を怖がったりすることもありましたが、次第に友達もでき、難民街に打ち

解けるようになりました。 

 

今は英語も上達して、外国人がよく訪れる本屋で働いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ウォーカー（仮名） 

 

子供の頃に 1人でチベットから亡命してきた彼女。親族がオーストラリア

に亡命していることもあり、オーストラリアに亡命して親族と再開するため

に英語を勉強していました。 

 

今は無事にオーストラリアへの亡命に成功し、親族と暮らしています。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の 2人はチベット本土に親族がおり、亡命していることが中国政府にば

れると親族が迫害を受ける可能性があるため、写真は載せられません。 


