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奨学金授与状況（2015年度現在）  
 

 中国8の省、自治区 
 23のモンゴル民族高校 
  823名の生徒に授与 

チャリティー・コンサート 

サマーキャンプ 

学術交流会 



モンゴル民族文化基金の紹介 
  

 モンゴル民族文化基金は、中国国内における
モンゴル語の教育事業及び、モンゴル伝統文化
の振興事業を助成することを目的とし、日本で
暮らしている中国出身のモンゴル人が主体と
なって2002年6月に設立したボランティア組織で
す。 
  中国には、内モンゴル自治区以外に、新疆、青

海、甘粛、遼寧、吉林、黒竜江、河北省などの地
域にモンゴル人が居住しています。しかし、これ
らの地域のモンゴル人を全て合わせても600万

人程度に過ぎない上、モンゴル語で教育を行っ
ている地域はさらに限定されます。モンゴル民族
の伝統文化を伝承し発展させるためには、これ
らの地域のモンゴル人の子供たちに対するモン
ゴル語の学校教育は必要不可欠であり、その子
供たちの精神的サポートも必要となってきます。 
  そこで、本基金は上記地域において、貧困地域

や恵まれない家庭環境で勉学に励む生徒に対
し、奨学金の給付を行っています。設立からこれ
まで（2015年度現在）に、23の高校で延べ823名

の生徒たちに奨学金を給付してきました。また、
各地域の子供たちの交流の場を作り、相互理解
と自身の民族に対する認識を深めるため、2007
年と2014年に内モンゴルのフフホト市で2回のサ
マーキャンプを実施しました。 
  本基金は、これからも中国におけるモンゴル語

で教育を受けている子供たちへの支援や、モン
ゴル伝統文化の振興に貢献できるよう活動を継
続して参ります。 
  皆様の温かいご支援、ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。 

 基金の主な活動 
  
 モンゴル人学生への奨学金の支給 
 チャリティー・コンサートの開催 
 学術交流会の開催 
 モンゴル文化活動の開催 
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蒙古民族文化基金简介 
 

  蒙古民族文化基金是以居住在日本的中

国籍蒙古族为主体、以赞助中国境内的
蒙古语教育事业和振兴蒙古族传统文化
为目的而成立的志愿者组织。本基金自
2002年成立至今（2015），已给中国境
内8省，区的23所学校，823名学生授予
了奖学金。 

 

基金的主要活动内容 
 授予中国境内蒙古族学生奖学金  
 举办慈善义演  
 举办学術交流会 
 举办蒙古文化交流活動 
 

 The Foundation for Mongolian Culture 
 The Foundation for Mongolian Culture was 
established in Tokyo, Japan in June 2002 by 
Mongolian ethnics from China. The 
purpose of the organization is to support 
promotion of Mongolian language 
education and Mongolian traditional 
culture in China. Since its establishment to 
now (2015), the foundation has offered 
scholarships to 823 Mongolian children in 
23 high schools in China.  

 
Main Activities 

 To offer scholarship to  Mongolian 
children in China  

 To hold charity concerts 
 To hold academic conferences 
 To hold Mongolian cultural events  


