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[建国 幻のフィルム物語]
＜その1＞ 内容と解説

　2005年9月、10期生の朴炳昭氏が学校から預かっていた荷物が建国校友会の事
務所に届けられました。古い段ボール箱からは昔の写真類とともに、学校の草創期を
記録した貴重な16ミリフィルム7本（1946年～ 1957年撮影）が出てきました。これらが

「幻のフィルム」としてテレビや新聞報道等で大きな話題になったことは、記憶に
新しいのではないでしょうか。
　映写機でフィルムを再現してみると、奪われた祖国の言葉や歴史を取り戻そうと、私
たちの先輩たちが学校建設に情熱を注ぐ姿が見事に記録されています。60年経ったと
はいえ、はつらつとした表情は色あせることなく、観る者に深い感動を与えてくれます。
　そこで建国創立60周年を期に、この貴重なフィルムを後世に伝えていこうと、ドキュ
メント映画『幻のフィルムでつづる建国の60年』（30分）が製作されることになりました。
　編集前のフィルムとはどのようなものだったのか、フィルムにまつわるエピソード・解
説等を交えながらご紹介しましょう。
　お話を伺ったのは次の方々です。（敬称略）
　　姜徳相（在日歴史博物館館長）、全永女（1期）、1期・2期生のみなさん、
　　曺成鉉（7期）、高仁鳳（12期）

■建国創設の祖、
　白頭同志会

「冒頭に神社や鳩が映っているんで
す。フィルムを撮影した人はどういう
つもりで撮ったのか、わかりません。
当時、このような撮影ができたこと自
体、奇跡なんですよ。第一、フィルム
が手に入りません。当時の日本では
16ミリカメラもフィルムも作っていな
かったんですから。米軍からのもので
はないかと思いますね」●１

「白頭学院の初代理事長、曺圭訓氏
です。当時、播磨護謨合資会社や紡
績工場など手広く事業を手がけてお
られました。ここで働いているのは皆
同胞です。戦争末期、徴用で日本に
連れて来られ、解放後行き場を失っ
た朝鮮人を曺理事長が引き受けたと
聞いています」●２●３●４●５

●１

●２ ●３

●４ ●５
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「工場見学に行ったとき、靴をもらい
ましたよ」●６

「白頭同志会の会合は曺理事長の
事務所の2階で行われていました」
●10●11

「土に埋めた太極旗を掘り出して掲
げているようすも映っています。これ
は明らかに撮影のためにやっていま
すね（笑）」●12

「日章旗の上から太極旗を描いてつ
くったものですね」●13

白頭同志会の宣誓文
”祖国の産業と文化建設のために在
日青年は合意し、鮮血を流し固く誓
い、われわれは白頭同志会を組織し
た”●14

「李慶泰校長の妹の夫が曺圭訓理
事長の製材所の責任者でした。西宮
にある李校長の家が空襲で焼けたた
め、妹を頼って製材所の2階に住ん
でおられたそうです。李校長は関西
大学法学部出身の教育者で、このと
きの出会いが建国学校を作るスター
トになりました」●15●16

[建国 幻のフィルム物語]＜その1＞

●６ ●７

●８ ●９

●10 ●11

●12 ●13

●14

●15 ●16

「レコード工場では、白頭レコードの
袋詰めをしています。小畑実が歌っ
ていますね」●７●８●９
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「化学の坂手邦夫先生ですね。坂手
先生の授業を受けて勉強が好きにな
り、その後数学の教師になったのが、
現在の全永女先生ですよ」●23●24

「私が感銘を受けたのは、曺理事長
は、女性は子どもを教育するのだか
ら、まず女性に教育をしなければなら
ないというお考えだったそうです。そ
れで、建国女学校がいち早く出来た
のです。当時としては画期的なことで
すね。この頃から女生徒のスポーツ
活動も盛んでした」●25●26●27●28

[建国 幻のフィルム物語]＜その1＞

■建国生の一日、1946年
「この部分は朝鮮建国中学校の一日
として、梁健黙先生が撮影したとい
われています」●17

●27 ●28

●25 ●26

●23 ●24

●21 ●22

●19 ●20

●17 ●18
「朝の登校風景は、阪和線の杉本町
のホームから始まります」●18●19●20

「 当 時 の 制 服 は 、イギリス 人 の
S.TUKE先生の発案で、英国風のお
しゃれなデザインになったそうです。
このころ、民族学校で制服があった
のは建国だけでした」●21●22
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「ホッケーの監督、安吉保先生です。
のちに天理大学に転勤され、日韓辞
典を編纂されました。安先生が天理
大に移ってから、天理のホッケーが
有名になったんです」●29●30

「みんなでグラウンド整備をしていま
す。まだ学校の周辺は畑でした。周り
の畑からトマトやキュウリを食べて、
お百姓さんから追いかけられる男子
がいましたよ。あの頃はお弁当を持っ
てくることができる生徒が半分ほどで
したからね。アメリカ人が道路（テニ
スコートの横）でチョコやお菓子をく
れるんですが、嬉しさと悲しさの半分
半分でした」●31●32

「行事があるとブラスバンドが先頭に
立って行進しました。女生徒は小太
鼓とピリを担当しました。私は制服が
買えず、母のチマを染色してスカート
に仕立て直したんですよ」●33●34

「下校の様子です。朝と同じく、杉本
町駅の風景で一日が終わるというス
トーリーになっていますね」●35●36

「遠足風景です。箕面の滝のような
風景が映っています」●37

「梁健黙先生は新聞に学校の様子
を紹介するため、学生を連れて遠足
に行きました。これは大和川ですね」
●38●39●40

[建国 幻のフィルム物語]＜その1＞

■校外学習を楽しむ
　建中生徒

●39 ●40

●37 ●38

●35 ●36

●33 ●34

●31 ●32

●29 ●30
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[建国 幻のフィルム物語]＜その1＞

■社会活動にも
　貢献した建中

「1947年8月15日、中之島中央公会
堂（大阪市北区）で開催された、解
放2周年記念行事の記録です。建物
の上からビラをまいたり、新聞を配る
など活気に溢れています。建国生も
揃って参加していますね。さまざまな
民族団体がプラカードを持ち、行進
しています」●41●42

「印象に残るのは、太極旗の下に朝
青の旗がなびいていることです」
●43●44

■当時からスポーツも
　盛んでした

「1947年に行われた第1回解放記念
陸上競技大会です。場所は中もずの
グラウンド（大阪府堺市）ですよ。建
国や朝中、ほかの民族学校も参加し
ました。ここでも建国のブラスバンド
が演奏していますが、戦後すぐの時
期によくもこれだけ楽器が揃ったなと
感心します」●45●46●47

「私は小太鼓を担当しました。短時間
ですごく練習しましたよ」●48

●51 ●52

●49 ●50

●47 ●48

●45 ●46

●43 ●44

●41 ●42

「戦後2年ながら、たくましい体格で
す。映っている生徒は当時20歳で、
あだ名が“アボジ”（笑）。結婚してい
た生徒がいたり、先生より年上がい
たり（笑）。当時は様々な事情があっ
たので、少々年齢がずれていても生
徒を受け入れてくれたんですね」●49

「この年の陸上競技大会の優勝は
建国です。このときはまだ太極旗が
揚げられていました。優勝祝勝会を
学校で行ったようですが、スイカやぶ
どう、おにぎりを食べています」
●50●51●52



87

「建中主催の第2回招待陸上大会
（1947年10月28日）です。1位は鶴
橋小学校、2位は生野第五初等学
校、3位は城東第一小学校でした」
●53●54

「校内体育祭と第3回体育祭が行な
われた様子です」●55●56v

「建中第2回文芸祭舞台で、1948
年11月1日に行われました。沈清伝
の演劇をしています。場所は大手前
会館。当時は娯楽がなかったので、
これを楽しみにする同胞が多く、あち
らこちらの会館で披露されました。中
学生とは思えないほどの迫力ですね

（笑）」●57●58

「朴長春（朴哲）先生が学校で亡くな
られ、学校葬が行われたようすです。
たくさんの人が参席しています。音楽
隊を先頭に、学校の周囲を2周ほど
回ったそうです」●63●64

[建国 幻のフィルム物語]＜その1＞

■熱心な文芸発表

■哀悼の意を込めて

「1958年に行なわれた校内体育祭
のもようです。私たちが学んだ校舎
が映っています」●61●62

「木造校舎建設中のもようです。ここ
で1979年まで学びました」●59●60

●63 ●64

●61 ●62

●59 ●60

●57 ●58

●55 ●56

●53 ●54
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[建国 幻のフィルム物語]
＜その2＞ ドキュメント映画のできるまで

　建国創立60周年を2006年に迎えるこの
時期に、学校草創期の様子を撮影した貴重
なフィルムが発見されたのは、建国にとっ
て絶妙のタイミングであった。特に2005
年は第2次世界大戦後60年、また私たちに
とっては、光復60周年にあたり、日本や韓
国のマスコミ、在日社会においても当時の
記憶がうすれ、歴史を語り継ぐ必要性が痛
感されていた。
　このような時に、解放後いち早く在日同
胞の民族教育のために開校した、建国の姿
を伝える記録フィルムは、建国だけでな
く、在日社会、広くは日本社会・韓国社会
にとっても貴重な歴史の財産ともいうべき
ものではないだろうか。

1. 「幻のフィルム」原版の内容
　見つかったフィルムは、16ミリフィルム
が7本、8ミリフィルムは8本。16ミリは約
１時間、８ミリも併せると全部で３時間ほ
どに相当する。デジタルビデオに変換して
判明した16ミリフィルムの内容は、1946年
の建国草創期のものが中心で、あと1956年
頃の体育祭の模様、朴長春（朴哲）先生の

葬儀の模様が最後だ。もう少し詳しく内容
に沿って、中身を見てみる。

　まず16ミリのケースに、「建国生の一日、
1946年」とあるのは、天王寺から阪和線に
乗って、杉本町駅に降りる学生の姿から、
授業風景、運動場を整備する姿などが映っ
ていて、最後には杉本町駅から帰途につく
ストーリーになっている。ただ撮影しただ
けでなく、編集したと見られる。映像に関
心のある人がこの撮影に関わったに違いな
い。
　そこには、創立まもない建国生の姿がい
きいきと映し出されているのである。特に
学校建設のため、運動場の整備を生徒自身
がスコップなどを持って作業している姿が
映っている。このことは先輩たちから話で
は聞いていたが、それがはっきりと映像で
描かれているのを見ると、感動を覚える。

　つぎのケースには、「解放2周年記念行事」
「第1回朝鮮陸上競技（建中）」とあった。
　これは、1947年8月15日の第2回解放記
念式典が大阪中之島中央公会堂で行われた
様子だ。GHQがジープに乗って見回る姿
や、喜びにあふれる同胞たちの姿。建国生
はきりりとした制服姿でブラスバンドを先
頭に中之島のいわゆるライオン橋（難波橋）
をバックに、行進をする姿が映っている。
　「第1回朝鮮陸上競技」は朝鮮人連盟の主
催で、建国中学を始め、朝鮮中学などが中
百舌鳥運動場で行われた体育祭の模様だ。

高　仁　鳳（12期生）
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[建国 幻のフィルム物語]＜その2＞

　つぎはケースに描かれていないが、映像
の中にこのようなタイトルがあった。「朝
鮮建国中学校第3回秋期体育大会・第2回文
芸祭、1948年11月1日」。体育祭と文芸祭が
同じ日に行われたとは思われないが…。
　それと、この中にホッケー大会があった。
審判を安吉保先生と金時習先輩が行ってい
る姿で、観客がすごく多い。どうやら、こ
の大会は日本ではなく韓国で行われた映像
ではないかと思われる。これはホッケーを
よく知っている先輩に聞かないと確認でき
ない。

　校内体育祭の模様は楽しい雰囲気だ。仮
装行列の模様もある。文芸祭は、大手前会
館で行われたもので、沈清伝の劇をしてい
る。観客もたくさん観ているのがわかる。
このときにはすでに祖国が38度線で分断さ
れ、その模様もみてとれる。
　播磨工業の工場で働く風景が写ってい
る。ゴム工場で働く様子だ。若い男女が働
いている。ゴムだけでなく、紡績やなにか
薬品工場、事務所の風景などもあった。
　白頭レコードと、レコードの吹き込み場
面や製作する風景もある。歌手小畑実さん
の吹き込みの模様もあった。
　団結・建設という見出しで始まる「白頭
同志会」の会議の模様があった。場所は海
辺が近いのか海の景色がよく映っている。
白頭学院を創設したのは、この「白頭同志
会」だ。
　ここまでが16ミリフィルム4本だ。

　5本目から7本の最後までは、「第2回招待
陸上競技大会、1947年10月28日」がある。
市岡運動場で行われた様子だ。にぎやかに
応援する様子やチマ・チョゴリ姿で走る模
様もあった。小さな子どもから背広姿で走

る姿まで楽しい雰囲気だ。あと、木造校舎
を建てる風景が映っていた。この校舎は私
たちも中学高校卒業するまで学んだ教室だ。
　船がよく出てくる。初代理事長の長男曺
成鉉先輩の話によると、船は14隻あった
という。そして、播磨工業のところの運動
場のようだが、サッカー試合の様子がよく
映っている。それには李初代校長や朴燦時
先生なども映っている。
　白頭同志会の青年たちだろうか、祖国解
放を喜び、隠していた太極旗を振ってバン
ザイを叫ぶ場面や、日の丸をおろし太極旗
をあげる場面もあった。
　1956年の体育祭の模様だ。これには高校
生の建国行進の様子がある。
　最後に1957年4月2日の朴哲（朴長春）先
生の葬式の模様だ。全校生が参加して、盛
大に行われた。

　8ミリフィルムの中身は16ミリフィルム
から後の時期のもので、李承徳先生が撮っ
たものと、朴炳昭先輩（10期生）が撮った
ものがある。

　朴炳昭先輩が撮ったものは、40周年記念
体育祭や御堂筋パレードの模様、このとき
は1988年ソウルオリンピックのPRのため
に建国生は多数パレードに出た。林間学舎
のプールで泳ぐ場面もある。
　李承徳先生が撮ったもののうち、第35
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回建国祭の映像はカラーで部分的には音が
入っていた。35回ということは1980年の映
像だ。
　8ミリなので映像はあまり鮮明ではない
が、雰囲気はわかる。第18回文芸祭の映像
もあった。学校内の講堂で行われているも
のだ。続いて金剛山雪中登山の様子が映っ
ている。高校入学試験の様子もあった。受
験者が多い。13期生卒業式風景もあった。

　1978年12月27日撮影の木造校舎を中心
に学校の様子を撮影した映像は、李承徳先
生が撮ったもの。第17回校内音楽会という
映像があった。音楽会といっても、舞踊も
あれば、劇などもあり、文化祭のようなも
のだ。そういえば私がいたときも音楽会が
あったな。
　1963年18回体育祭と文芸祭の様子。これ
には撮影したのは李承徳先生と記録されて
いる。もちろん、学校内で行われている。

　以上が「幻のフィルム」の概略である。
これら記録映像を建国生だけでなく、在日
同胞、日本の人々、また本国の人たちにも
見せるようにしたい。
　そのために、理事会においてドキュメン
ト映画を製作することになった。

2. 「幻のフィルムでつづる建国の60年」
 製作編集方針
①発見されたフィルムの内容を明らかに

し、関係者の証言を集める。
②現在の建国学校の様子を盛り込む。在校

生の授業風景やクラブ活動の練習風景な
ども織り込む。また、活躍している卒業
生を取材する。

③テーマを「建国の過去・現在・未来」と
する。

④製作過程において、聞き取り・音楽・ナ
レーションなど建国関係者・卒業生が担
当することになった。

⑤目的の第1は、60周年記念式典にて上映
すること。第2は、DVDを製作し、60周
年記念誌に挿み込んで配布する。それに
は、韓国語版も制作する。

⑥白頭学院建国学校を在日社会・日本社
会・本国社会に広く知らしめるために役
立てる。

3. 「幻のフィルムでつづる建国の60年」
 製作経過
〈2005年〉
●9月10日、校友会事務所でフィルムが

入った段ボール箱を見る。それは、10
期の朴炳昭先輩の遺族が学校へ送ってき
たもの。箱の中には写真と共に、16ミリ
フィルムがあった。学校関係者の話では、
学校創立40周年のとき、編集するつもり
で朴炳昭先輩が預かっていてそのままに
なっていたという。

　フィルム外箱に「1946年、建国生の一
日」「1947年、2周年8.15記念式典」とい
うメモがあり、それを見て、大変貴重な
資料だと興奮する。

●9月16日、校友会幹事会があり、フィル
ムについて発表。

●9月26日、私のホームページ（鳳@bong
のpage）に「建国幻のフィルム見つかる」
をアップ。フィルムをデジタル変換業者
に依頼。

●10月7日、変換できたフィルムの内容を
見て、びっくり。これはすごい！　胸が
躍る。

●10月12日、フィルムが無声映画のため、
なんとか関係者から聞き取りをして、説
明を付けるべきと判断。廉命任先生（李

[建国 幻のフィルム物語]＜その2＞
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慶泰初代校長夫人）、全永女先生、裵今
漢先輩、金性玉先輩達に来ていただき、
KBSまだんで試写会を行う。金順玉校友
会事務局員の協力を得て、内容の聞き取
り取材を始める。

●10月14日、岩手在住の2期（1期とも）李
守根先輩に、『白友』取材を兼ねてフィ
ルムについての聞き取りをする。

●10月17日、東京関東方面の先輩達を取

材のため東京へ。曺圭訓初代理事長の長
男で7期の曺成鉉先輩と連絡は取れたが、
先輩が足をケガしたため、このときは会
うことができなかった。

●10月17日、統一日報に記事が掲載され
る。

●10月26日、創立60周年記念事業実行委
員会の財務委員会が開かれ、フィルムに
関して報告および上映。

●10月27日、読売新聞の取材を受ける。
●10月28日、民団新聞と統一日報へ発表。
●10月29日、読売新聞夕刊全国版に記事

が載る。
●10月29日、毎日新聞の取材を受ける。
●11月1日、『白友』取材を兼ねて北海道在

住の金良基先輩（5期）の取材へ行く。
●11月4日、韓国CBS放送が金賢太郎会長

を取材。
●11月7日、CBS放送、李英秀理事長、金

基周副理事長、金賢太郎校友会会長、鄭
和枝PTA連合会長の収録をする。この

日、朝から建国の現在の授業風景を収録
する。

●11月9日、民団新聞に記事が掲載される。
●11月11日、韓国CBS放送取材陣と食事

会。このとき、李英秀理事長、金賢太郎
実行委員長の許可を得て、フィルム一部
データをCBSへ渡す。

●11月14日、民団中央本部の「在日歴史資
料館」へ特別展示のため、16ミリオリジ
ナルフィルム3巻を、李英秀理事長、金
実行委員長の許可を得て貸し出しする。
2006年2月までの予定。11月23日の開館
時にはスチール写真と共に展示される。

●11月20日、1・2期生の同窓会があり上

映。参加した先輩達から聞き取り・コメ
ントを収録。NHKテレビが取材、21日
の朝、関西向けニュース、昼には全国向
けニュースで放送される。

●11月25日、読売ザ・kansai CS放送が取

材。
●11月29日、7期の曺成鉉先輩を取材。こ
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の模様をNHKテレビが取材。関東地方
の校友生のためフィルム上映会を行う。
参加者15人。世話人・幹事に12期の張
文煥さんが指名される。

●12月4日、8期同窓会で、10分ぐらいに

編集されたものを上映。
●12月8日、NHKテレビが学校にて李正市

校長他を取材。
●12月10日、李奇泰さん（李慶泰校長の

妹、曺圭訓理事長に李校長を紹介した当
時の製材会社責任者、金鎮沢氏の夫人）
を取材。

●フィルム撮影者のひとり、梁健黙先生の
娘、梁恵順さんとフィルムを見ながら梁
先生について取材。

●12月13日、在日歴史資料館館長の姜徳
相先生にフィルムを観てもらい取材。そ
の様子をNHKテレビが取材。

●12月22日、NHKテレビニュースにて報
道される。

〈2006年〉
●1月1日、韓国CBS放送テレビの特集番

組で報道される。
●2月4日、梁永厚氏（元朝鮮学校校長）、

姜在彦氏（花園大学教授）、建国の元事務
局長呉辰成氏を招いてフィルム上映会を
行った。当時の歴史的な背景や様子につ
いて聞く。

●2月23日、ナレーションを卒業生の郭允
美さん（52期生）に頼むことになった。

●3月3日、建国小学校6年生の在日社会歴
史の授業でフィルム上映。感想文を書い
てもらう。子どもたちの反応に驚いた。

●3月6日、廉命任先生を取材。この模様
をNHKも取材。

●3月10日、「建国幻のフィルム」暫定版
を取材用に作成。

●3月13 ～ 16日、韓国へ取材。社会で活
躍している先輩達を取材。延世大学校の
趙江來（5期）、KAISTの金容海（8期）、
宋智浩（15期）の各先輩にインタビュー収
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録。
●3月15日、ソウルで在韓国建国校友生の

つどい開催。「建国幻のフィルム」暫定
版上映。この時、韓国支部校友会の結成
がされ、会長に趙江來先輩（5期）、事務
長に鄭景文さん（12期）が選ばれる。NHK
テレビが韓国に同行取材。

●3月17日、韓国YTNテレビの取材を受
ける。（東京）

●3月18日、関東地区建国校友会が再結成
され、同時に「建国幻のフィルム」暫定
版上映会を行う。会長に12期の張文煥さ
んが選出される。

●4月3日、理事長離就任式に出席。伝統
芸術部の舞踊などを撮影。

●4月7日、入学式に参加。吹奏楽部、プ
ンムルノリなどを撮影。

●4月15日、吹奏楽部の定期演奏会の模様
を収録。

●4月19日、活躍している卒業生として元
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〇私は建国が創立した当時のビデオをみて
とても感動しました。ビデオをみて昔の
建国の様子がよくわかりました。このビ
デオをたくさんの人にみてほしいと思い
ました。そしてこのビデオを通して建国
を誇らしく思いました。民族学校に通っ
ていることを自覚し、これからも自分が
韓国人であることを忘れないで生きてい
こうと思いました。このビデオをみせる
ために学校まできていただいた方に感謝
しています。

〇私がこのビデオをみて一番おどろいたの
は建国が祖国が解放されてすぐに韓国人
自身の手でたてたということでした。日
本から解放されてまずしいながらもうれ
しそうな人々の授業の様子がとても印象
的で昔の建国生の愛国心が感じられまし
た。これからの建国生として私たちも昔
にまけない愛国心を守っていきたいです。

〇建国は自らの手で作られた学校。日本で
初めて作られた韓国人学校。私はこれを
知って誇りに思いました。この学校にい
る私がすごいなと思いました。（中略）
ほんとうに自分が建国の生徒であってう
れしいです。これからも建国の生徒とし
てがんばりたいです。

〇自分たちで運動場を作っている姿や、登
下校している様子をみました。日本に植
民地にされて苦しめられた悲しみなどは
あまりなく、みんな笑顔いっぱいで楽し
そうでした。

〇私がすごくびっくりしたところは田んぼ
を運動場にしたところ、日の丸をぬりつ
ぶして太極旗を作ったところです。

〇制服がかわいかったです。

〇建国が日本初の韓国の学校だったこと
が、ほこりにおもえます。

小学生の感想文紹介
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プロ野球近鉄選手の金晃世さん（14期）に
インタビュー取材。この模様をNHKテ
レビが取材。

●4月23日、作曲活動をしている卒業生、
金智子さん（46期）と会う。テーマソング
を依頼。

●5月2日、モンゴルのバレーボールチー
ム指導者として活躍中の卒業生、禹美沙
緒さん（46期）にインタビュー取材。

●5月3日、最終映像のまとめ。
●5月7 ～ 12日、タイトルは「幻のフィル

ムでつづる建国の60年」と決定。
　ナレーション原稿完成、字幕文字編集。

映像の確認作業。
●5月15日、金智子さんからテーマソン

グ「消えない時間」送られて来た。すば
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らしい出来ばえ。また、郭允美さんのナ
レーションの録音テスト。これも、まと
まってきた。

●5月19日、録音スタジオで、ナレーショ
ンや音楽などの収録作業を行った。

●5月20日、コリアン・マイノリティーの

集会で、暫定版を試写上映。
　多くの参加者が「建国学校を知らない」

という反応に驚いた。もっと知らせねば
ならないと感じる。

●5月25日、最終チェックとしてKBS社内
試写会を行う。このとき、朝日新聞が取
材。朝日新聞5月31日朝刊に掲載される。

●5月29日、細かい最終直しを行った。こ
れで、31日の当日、60周年記念式典で上
映だ。

●5月31日、創立60周年記念式当日だ。建
国在校生の記念式典に先立って小学生の
ため上映。反応はとてもよかった。10時
から講堂で記念式典が始まり、今度は中
高生のため上映。これまた熱心に観てい
た。午後3時から帝国ホテル大阪で、一
般向けの記念式典が始まった。ここでの
上映、観客から大歓声が起こる。大拍
手、そして皆さんから「よかった！」と
いう感激の声をもらい私は大満足。姜尚
中先生の講演にも、フィルムを引用して
の話があった。
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「幻のフィルム」を伝えるマスコミ各紙

読売新聞夕刊　2005年10月29日

民団新聞　2005年11月9日

統一日報　
2005年10月19日
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朝日新聞　2006年5月31日

毎日新聞　2006年6月12日

統一日報　2006年1月1日




