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【00:00】 
（汽笛） 
>> テロップ:昭和 39 年（1964年）10月 5日

【00:17】 
>> テロップ: 日銀名古屋支店

同僚  横田さん、どうしたんです？ 

滋  妻が産気づいたんで病院に、これ頼む 

同僚   そういうことなら電話ででも・・・ 

滋  いやいや、カメラ取りに来たんだよ 
あったあった 

滋  これで生まれてくる子供の写真を撮るぞ！！ 

【00:50】 

早紀江   （陣痛に苦しむ声） 

看護師   頑張って早紀江さん、もう少しですよ 

【00:56】(赤ん坊の泣き声) 

看護師   はい、元気な女の子ですよ 

滋  ああ、ありがとうございます 

【01:09】滋 (モノローグ) 
私、横田滋と早紀江の間に産まれた女の子 
私はその子に「めぐみ」と名付けました。 

  その時私たちが望んだことはほんの些細なことでした。 
  人並みの幸せ。しかし・・・。 

【01:29】>>タイトル：めぐみ 

【01:35】 

【01:36】 
>>テロップ:昭和 40年（1965年）3月 日銀 名古屋行舎
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滋 めぐみ、ほら、こっち見て 
滋    ようし、撮るぞ 

【01:49】 
早紀江 あなた、もういいんじゃないですか？ 

滋  ん、そうか？ そうだな・・・ 

【01:58】 
滋  じゃあ私と一緒に撮ってくれないか 
早紀江 え？ 

【02:03】 
滋  さあ、早く 
早紀江 はいはい、わかりましたよ 

【02:05】 
滋 (モノローグ) 

めぐみは私達の愛情を受けてスクスク育っていきました 
やがて双子の弟の拓也と哲也が産まれました 
家族５人の小さいながらも平和な日々 
それは私たちの願いどおりのものでした 
しかし、すでに運命の輪は動き出していたのです 

【02:38】 
>>テロップ:昭和 52年（1977年）1月
滋 (モノローグ)

私たち一家は私の仕事の関係で新潟県は新潟市水道町に引
っ越しました 

拓也・哲也 行ってきまーす！ 
早紀江 走ったら転ぶわよ！車にも気をつけなさい！ 
拓也・哲也 オッケーオッケー！ 
めぐみ 元気だねえ～子供は・・・ 
早紀江 あら！？ めぐみちゃんは？ 
めぐみ ふふふ・・わたしはコタツで丸くなる・・・うう 
早紀江 うふふ、まったく〜 

【03:18】 
めぐみ ねえ、おかあさんの小さい時のお正月はどんなだ

ったの？  
早紀江 そうねえ  
早紀江 京都だったからね 
早紀江 近所の子たちはみんな晴れ着を着せてもらってい
たわね 
めぐみ え、着物なんて着てたの！？ 
早紀江 ええ、毎年いろいろ染めてもらって、 

  みんなで羽子板持ってポックリ履いて・・・ 
めぐみ いただきます 
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めぐみ ポックリって何？ 
早紀江 ポックリっていうのは舞妓さんが履くような高い
下駄かな・・ 
めぐみ いいなー、いいなー 
早紀江 そうね、お正月だしお母さんの 

  本身の赤い着物があるから着てみる？ 
めぐみ うんうん、着てみる！ 着てみる！! 
早紀江 それじゃあ 髪をくくろうか  

【04:07】 
早紀江 京都ではね、ちょっとだけ口紅つけてもらって 

オシャレさせてくれたなあ・・ 
早紀江 あら 
めぐみ わ、わっ 
めぐみ カッコよくなるね！ すごくお姉さんになちゃっ

たー
  私ってこんなに素敵だったんだあ～ 

早紀江 あらまあ、厚かましい（笑） 

【04:32】 
めぐみ はいチーズ 
早紀江 めぐみちゃん、着物の時は足を内側に向けて立つ
ものよ 
めぐみ あっそうなんだ 
早紀江 そうそう、キュッと 
滋 (モノローグ) 
その年の春、めぐみは寄居中学に進学しました 

【04:54】 
めぐみ えーっ、今日撮るの～！？ 
めぐみ でも、まだ風疹のあとが顔にポツポツ残っているし 

お風呂にも入れなかったから髪もベタベタでイヤだ
よぉ～ 

滋 でもほら、めぐみは入学式を風疹で欠席しただろ、始業
式までに記念写真を撮っておこうよ 

早紀江 今日撮っておかないと寄居中学のきれいな桜が散っ
ちゃうよ。今すごくきれいで満開なんだから 

めぐみ う～ん、でも写されたくない・・

滋  お父さん今日しか休みがないんだから。な！めぐ
み！行こうよ！ 

早紀江 一週間もたったら桜も散って 
  もうきれいな写真も撮れないわよ。 
  めぐみちゃん！ 

チャンスっていうのがあるんだから・・・
めぐみ う～ん、う～ん 
でも……お父さんまたあっち向いてとか 
こっち向いてとか言うでしょう 
恥ずかしいからやっぱりいやだよー！ 

滋  大丈夫だよ！ 今日は日曜日だし 
早紀江 今なら誰も通ってないからいいじゃない！ 
滋  おーい、行こうよ、めぐみー 
早紀江 めぐみ〜 
めぐみ じゃ・・ま、行くか・・ 
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【06:14】 
めぐみ いってきまーす 
早紀江 靴も鞄もみんな新品だからね 
めぐみ うん！ 

滋 ちょっとめぐみ！ 
滋 玄関前でも一枚。 
  ちょっとこっち向いて！ 
滋 そうそう、そんな感じ 
早紀江 なかなか似合うじゃない、めぐみちゃん 
めぐみ そ・・そうかな～ 
めぐみ 色がちょっと変じゃない？ 

 もうちょっと素敵な色だったらいいのにな～なんてね 
早紀江 そう？十分かわいいわよ 

【06:46】 
滋  今度の学校は給食がないんだよ。 

  お弁当なんだ。 

めぐみ ふ～ん、なんで？ 

滋  それは何故かと言うと・・・ 
滋  それは母親の愛情をかけるためだそうだよ。 

  学校の方針なんだね。 
めぐみ へ～っ 

めぐみ あっ！！ 

めぐみ きれい〜！ 

滋  めぐみ. 

滋(モノローグ) 

めぐみはバドミントン部に入り、友達にも恵まれ 
楽しい学園生活を送っていました。 

【07:26】 
めぐみ おとうーさん 
めぐみ はい！ お父さん！ お誕生日おめでとう！ 

拓也・哲也 何？何？プレゼント？ 
めぐみ これからはお洒落に気をつけてね、お父さん 
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滋  ははは・・ありがとう 

めぐみ お父さんおめでとう カンパーイ！ 

拓也・哲也 見せて、見せて 

めぐみ あっ、それ！お父さんのだからね〜！ 

【08:17】 
滋: (モノローグ) そして、次の日 

>> テロップ:昭和 52 年（1977年）11月 15 日

めぐみ おはよう、お父さん 
滋  うん、おはよう 
ツボ(友達) ヨコォー、おはよー
めぐみ あっ、ツボが来た！ 
めぐみ おかあさん、行ってきまーす 
めぐみ お父さん、行ってくるね 
滋  ん？ああ 

早紀江  あっ、めぐみちゃん 
早紀江 今は暖かいけど夕方は寒いわよきっと 

コート持っていったら？
めぐみ うーん、どうしようかなぁ 

  今日はいいわ、置いてく！ 
めぐみ じゃあ 
めぐみ 行ってくるねー 
早紀江 はい、いってらっしゃい 
滋  気をつけてな 

めぐみ   ごめんね、待たせちゃって 
ツボ  ううん 

滋 (モノローグ) 
  それが私達が娘を・・・ 
  めぐみを見た最後だったのです。 

【09:13】 
>> テロップ:昭和 52 年（1977年）11月 15 日 19：00すぎ
早紀江（荒い息）はあ、はあ、はあ、はあ
早紀江 あーよかった、めぐみちゃんまだ 

  バドミントンの練習やってたんだ 
早紀江 ここまできたんだから・・ 
早紀江 バドミントン部じゃない！ 
早紀江 めぐみちゃん 
事務員 あのーちょっと 
早紀江 ああ、ちょうどよかった、すみません 
体育館でバドミントンをしていた生徒達は帰りましたか？ 
事務員 もうとっくに帰りましたよ 
早紀江 えっ！ 
事務員 ６時過ぎぐらいだったかなぁ～ 
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【10:17】 

早紀江 めぐみちゃーん、どこー！めぐみちゃーん 
拓也   お母さん怖いよー 
哲也   いやだよー 
拓也   お母さーん 
哲也   帰ろーよー 

（波の音） （電話の鳴る音） 
早紀江 はい 
滋  ああ、私だけど 
早紀江 お父さんすぐに帰ってきて！ 

  めぐみちゃんがまだ戻ってこないの！ 
滋  え？それはおかしいな 

  わかった、すぐ帰る！ 

【10:55】 
早紀江 お父さん！ 

滋  まだ帰ってないのか？ 

滋  よし！ その辺りを探してくる！ 

【11:05】 
滋  めぐみ・・めぐみ・・ 
滋  めぐみ、めぐみ、  
滋  めぐみーっ！  

  （波の音） 

滋 (モノローグ) 
その日 13 年前に私の願った ほんの小さな望み 
家族みんなで幸せに暮らすという夢は砕け散ったのです。 

滋 (モノローグ) 
そしてめぐみは 
北朝鮮の工作船に乗せられ拉致されていたのです。 

【11:46】 
めぐみ （小さく聞こえる）お母さん！助けて！ 
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めぐみ お母さん！ お父さん！誰か！ 
めぐみ お願い！ 

助けて！ イヤ！！ 
だめ！お母さん！ 

めぐみ お母さん！イヤ！ 
めぐみ   いやぁぁぁっ！！ 

>> テロップ:その後、新潟県警始まって以来といわれる
 大捜索活動が行われたー 

【12:21】 
早紀江 何がいけなかったのかしら 

早紀江 厳しくしつけすぎたかしら 
  それとも親として頼りなかったから家出を・・ 

滋  いや、それはない！ めぐみが家出なんかするはず
は・・・ 

  誘拐か、それとも交通事故で・・ 
  とにかく戻るに戻れないんだ 

早紀江 じゃあ、あの子は生きているのかしら 

滋  ああ大丈夫だよ、きっと 
滋  めぐみは めぐみは 

【13:06】 
めぐみ どこ？ ここはどこ？ 私どうなったの？ 

めぐみ なんだ私夢かなんか見てたんだ。よかった 

めぐみ ！？ 

めぐみ きゃあああああああ (叫び声) 

【13:29】 

めぐみ 待って！やだ！ 
  消えないで！ 

めぐみ いやああああああ！ 
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めぐみ 寒い 寒いよ お母さん助けて 
めぐみ 怖いよ お父さん 
めぐみ 助けて・・ 助けて・・ 
めぐみ 助けて！ 

めぐみ お母さーん、お父さーん！ 
C141 
滋 (モノローグ) 
  その日から私たちの時間は止まってしまったのです。 
  それが再び動き出したのは 

【14:18】 
>> テロップ:昭和 62 年（1987年）11月 29 日

滋 (モノローグ) 
 大韓航空機爆破事件の容疑者「金賢姫」の証言で 
「李恩恵」という日本人女性が関わっていることが 
明かになり、 
北朝鮮が日本人を拉致している事実が判明したのです。 

【14:43】 
>> テロップ:平成 9年（1997年）1月 21 日

滋 電話のコール音）はい横田です  えっ？ 

滋 めぐみが・・めぐみが北朝鮮で生きている？ 

滋 (モノローグ) 
  めぐみの他にも北朝鮮に拉致されている人たちが 

いることを知りました。 
  そして私たちは拉致された人たちを救い出すための 

活動を始めたのです。 
  でも、その道はつらく厳しいものでした 

【15:21】 

早紀江  私たちは今から 20 年前に北朝鮮に拉致された 
横田めぐみの親です。 
私たちは北朝鮮に住む一般市民の人たちを憎んだり 
恨んだりしている訳ではありません。 

早紀江 ただ親として今も北朝鮮に囚われの身となっている 
  娘を助け出したいだけなのです！ 
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早紀江 ・ 滋 お願いします、お願いします 

早紀江 お願いします 

滋  お願いします お願いします お願いします 

【15:59】 
滋 (モノローグ) 

政府の中にも 
「たった十人余りの失踪者のせいで日本と北朝鮮が 
友好関係を築けなくなっていいのか。」という声があり 
私達の必死の活動もむなしく国は動いてくれませんでした。 

滋 (モノローグ) 
そしてそのまま５年の月日が流れてしまったのです 

滋 (モノローグ) 
しかし！ 

【16:25】 
>> テロップ:平成 14 年（2002年）9月 17日
滋 (モノローグ)

その日訪朝した小泉首相との第１回日朝首脳会談において 
北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた 
日本人拉致を初めて認めて謝罪したのです。 

滋 (モノローグ) 
が、その内容は５人生存、８人死亡、 
２人は北朝鮮に入っていないというものでした。 

【16:58】 

滋 めぐみが死亡・・めぐみが 

早紀江 あなた 
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滋 私は信じない！！これは北朝鮮が言っているだけだ！！ 

滋 事実じゃない！私は信じない！ 

滋 めぐみは・・ 

滋 私たちのめぐみは生きている！ 

【17:26】 

滋 (モノローグ) 

そして同時に思いがけない情報が 
  私達にもたらされたのです。 

めぐみに娘が居るという事実が・・・ 

【17:34】 
滋  一度でもいいから会いたいね 

早紀江 もちろん、私も会いたいです。でも 

拓也 そうだよ、もし会いに行ったらめぐみちゃんのお墓に 
  連れていかれてめぐみちゃんが亡くなったことを 
  認めさせられてしまう 

哲也   そうなったら金輪際めぐみちゃんに会えなくなる。 
  助けることができなくなるんだ！ 

滋 そうだね、会いたいけどやっぱりヘギョンちゃんと 
  めぐみが一緒に帰ってこないとね。 
  今は会いに行かない方がいいね 

滋 (モノローグ) 
  しかし私たちの元に北朝鮮からショッキングな 
  物が届けられたのです 

【18:22】 

滋  私達だけ早めに来てほしいって何の話だろうね 

早紀江 そうね 何の話かしら 

【18:32】 

>> テロップ:平成 16 年（2004年）11月 15 日
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政府職員 めぐみさんの遺骨として、北朝鮮から提出された
ものです 

滋  これが！めぐみの遺骨 

早紀江 こんなものを私たちはめぐみちゃんのものだと思
っていません！ 

 絶対違います、ちゃんと鑑定をお願いします！ 

政府職員 わかりました 

政府職員 ところでこういう物も預かってきているのです 

早紀江 ！！！ 

早紀江 こ、これは・・

早紀江 めぐみちゃん 

滋   ううっ 

早紀江 めぐみちゃん・・こんな所にいたのね・・

早紀江 まだ助けてあげられなくてゴメンね 
  探してあげられなくてごめんなさいね 
  めぐみちゃん・・・ 

滋 (モノローグ) 
  その後、鑑定の結果、めぐみの遺骨として 
  北朝鮮から提出された骨の一部から、 
  めぐみのものとは異なるＤＮＡが検出されました 

【20:00】 
早紀江 門だけ残っているのね 

早紀江 懐かしいけど寂しいね・・お父さん 

滋  めぐみ・・ 
  （玄関の開く音） 

(回想の声) 
めぐみ じゃあ！行ってくるね！ 
(回想の声) 
早紀江 はい、いってらっしゃい 
(回想の声) 
滋   気をつけてな 
(回想の声) 
めぐみ   は〜い 
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【20:28】 
早紀江 今見ても新潟の海は怖いわ 

滋  そうだね 

早紀江 お父さん、必ずめぐみちゃんを助け出しましょうね 

滋  そうだね……でも、私たちだけで 
  出来ることには限界がある 

早紀江 もっと、もっとたくさんの人達の手を借りないと 

【20:59】 
>>アメリカ大統領との面談

【21:02】 
>>アメリカ議会における証言

【21:06】 
>> テロップ:平成 14 年（2002年）9月 17日

早紀江 
私は横田めぐみの母です！ 
あの国のことですから何か一生懸命に仕事をさせられてる者
は、 
簡単に出せないということだろうと私は思っております。 
絶対にこの何もない、いつ死んだかどうかもわからないよう
なことを 
信じることはできません。 
そしてこれまで長い間、放置されてきた日本の若者達のこと
を、 
本当に真心を持って報道してください。 
日本の国のために犠牲になって苦しみ、また亡くなったかも 
知れない彼らの心の内を思ってください。 
私達が一生懸命、力を合わせて、闘ってきたこのことが政治
の中の 
大変な問題であることを暴露しました。 
このことは日本にとっても北朝鮮にとっても大事な事です。 
そのことのために、めぐみは犠牲になり、また使命を果たし
たのではないかと 
私は信じています。 
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いずれ人は皆死んでいきます。 
本当に濃厚な足跡を残していったのではないかと、私はそう
思うことで 
これからも頑張って、皆様とともに闘って参ります。 
めぐみのことを愛してくださって、いつもいつも取材してく
ださった皆様に、 
また祈ってくださった皆様に心から感謝いたします。 
まだ生きていることを信じ続けて闘って参ります。 
ありがとうございます！ 

【23:46】 
滋 
めぐみが帰ってきたら、今の新しい日本を見せてあげたい。 

早紀江 
私は広い草原に二人で寝転んで空を見つめていたい 

早紀江 
どうかみなさん もう二度と起きてはならない 
拉致という自由を奪う行為を忘れないでください。 

【24:15】
>> テロップ
現在、日本政府は北朝鮮に
拉致された被害者として
１７名を認定しているが、
そのうち帰国できたのはわずか５名。
日本政府は残された１２名の他にも、
さらに、北朝鮮による拉致の可能性が
排除できない人がいると見て、
調査・捜査を続けている。
拉致問題は日本人の生命や安全を
脅かす重大な人権問題であり、
日本政府は拉致問題対策本部を
中心として、北朝鮮に対し、
全ての拉致被害者を一刻も
早く帰国させるように、
強く求めている。

企画・制作 
政府 拉致問題対策本部 

<<END>> 


