我が国が中学新学習指導要 ならないのは 近隣諸国条項﹂
領解説書で竹島の領有権明記 の存在である︒そして︑この
を検討していたことに対し︑ 売国条項のきっかけとなった
七月に入って柳明桓韓国外交 談話を発表したのが︑後に首
通商相は高村正彦外相に﹁深 相となった宮沢喜一である︒
刻な憂慮﹂を伝えてきた︒結
宮澤談話と教育主権の喪失
局日本政府は﹁我が国と韓国
一九八二年 昭(和五十七年︶
の間に竹島をめぐって主張に 朝日新聞が意図的に行った誤
相違があることなどにも触れ﹂報に倣い︑日本の新聞各社は
とする記述を盛り込み︑竹島 昭和五十六年度の検定におい
を初めて明記したが︑領有権 て高校社会の教科書で日華事
を直接的に示す表現は見送ら 変における華北への﹁侵略﹂
れてしまった︒呆れ返った話 が﹁侵攻﹂に書き換えられた
である︒この世界のどこに自 と一斉に報じた︒後に誤報で
国の教科書に︑自国の主張や あったことが判明してからも
国益と相反し︑客観的に見て 産経新聞を除いて︑朝日や毎
もスジの通らない他国の主張 日はもちろん︑読売も謝罪す
をご丁寧に併記する国家があ らせず︑相変わらず政府批判
るだろうか︒このような見地 を繰り返していた︒
で史実を伝えるとなると︑例
えば拉致問題に関しても﹁日
本政府によるでっち上げとい
う説もある﹂などと教科書に
書かねばならないし︑チベッ
ト人大虐殺についても﹁中国
の正当防衛だという説もある﹂
といった記述をする必要があ
るということになる
日本の腐れマスコミの報道
では何故日本政府が﹁竹島 姿勢を敏感に察知した支那や
は日本固有の領土である﹂と 南朝鮮からの猛烈な抗議に苦
当たり前のことを明記しない 慮した当時の宮澤喜一官房長
で︑奥歯にモノの挟まったよ 官は︑誤報であることを知り
うな表現となってしまったの ながら﹁近隣諸国との友好親
か︑ひとつは日本の弱腰土下 善を進める上で︑近隣諸国か
座外交に起因するが︑忘れて らの教科書批判に充分耳を傾

冒頭で述べたとおり︑日本
が竹島の領有権を明記しよう
としたところ南鮮側は︑駐日
大使を帰国させるなど抗議の
姿勢をあからさまにしたが︑
ここまでは予想通りの展開で
あった︒ところが朝鮮人の発
狂ぶりは︑およそ人間のもの
とは思えない悼しいものであ
った︒ソウルの日本大使館に

け︑政府の責任において是正
する﹂という愚かな談話を発
表したのである︒その結果︑
宮澤談話の趣旨にしたがい︑
日本の教科書検定に﹁近隣の
アジア諸国との近現代の歴史
的事項の扱いに︑国際理解と
国際協調の見地から︑必要な
配慮がされていること﹂とい
う規定が付け加えられた︒こ
れが﹁近隣諸国条項﹂と呼ば
れているものであり︑近隣諸
国とは支那と南北朝鮮である
ことは言うまでもないことで
ある︒
日本の学校教科書を検定す
るにあたり︑どうして支那や

向って生卵をぶつけたり︑元
追軍売春婦が門前に座り込ん
で意味不明なことを喚きちら
した︒発狂したとしか思えな
い朝鮮人の一団は︑さらに驚
くべき行動にでた︒左上の写
真のように旭日旗の上で日本
の国鳥であるキジを踏みつけ
たり引き裂いたりして殺し︑
呆れたことに惨殺したキジを
生のまま口にする者まで現れ
た︒
朝鮮人の民度の低さは︑今
に始まったことではなく最早
世界の常識となっているが︑
これ程のキチガイがいるとは
思わなかった︒狂人集団の狂
った行動はこれだけに留まら
ず︑さらにエスカレートし︑

南朝鮮に配慮する必要がある
のか︒支那や南朝鮮が日本の
ように近隣諸国へ配慮してい
るのならいざ知らず︑愚民国
家の教科書は︑ありとあらゆ
る分野で︑日本から受けた大
恩は封印して︑恨みや憎しみ
だけを教え込んでいるのが現
実ではないか︒このような反
日国家とは正常な関係など構
築できるはずがないのに友好
という名の幻想を追いかけて
馬鹿げた談話を発表した宮澤
は︑歴史教育に関する教育主
権を支那と南朝鮮に売り渡し
た売国奴であると言っても過
言ではない︒
｢

畏れ多くも天皇陛下の御真影
を焼くという暴挙にでたので
ある︒こうまでされても日本
政府は﹁見ざる︑言わざる︑
聞かざる﹂で﹁知らぬ顔の半
兵衛﹂を決め込んでいる︒首
相も外相も政府の要人は誰一
人として︑陛下を愚弄された
日本国民の怒りを代弁しよう
としない︒それどころか外相
の高村正彦は﹁それぞれ立場
が違うわけだから︑冷静に話
し合って︑その立場を理解す
ることが必要だ﹂と寝惚けた
ことを言っている︒高村は狂
人相手に冷静に話し合って問
題が解決すると思っているよ
うだ︒朝鮮人相手の友好が偽
善であり幻想であることが︑
まだ分からないようだ︒この
ような屑政治家に翻弄される
日本国と日本国民の運命は︑
まさに風前の灯と言えるだろ
う︒こうしている間にも南朝
鮮は竹島の実効支配を強め政
府やマスコミは挙って﹁独島
は韓国の領土だ﹂と喧伝して
既成事実を作ろうと躍起にな
っている︒
このような南朝鮮側の対応
と比較すると日本政府はいか
にも手緩い︒イギリスのサッ
チャー元首相は︑それまでの
自虐的な英国史を見直し︑ア
ルゼンチンとのホークランド
紛争では﹁領土問題は一ミリ
も妥協しない﹂と敢然と主張
し︑英国民の絶大な支持を得

て︑その地位を確固たるもの
にしたことがある︒
直ちに廃棄せよ近隣諸国条項
日本の政治家にサッチャー
の爪の垢でも煎じて飲め︑と
言ったところで素直に﹁ハイ
﹂とは言わないだろうが少し
は見習って欲しいものだ︒
他国の教科書に何が書かれ
ていようと︑干渉しないのが
世界の常識である︒近隣諸国
から干渉を受け︑自国の教科
書の内容を変える我が国の教
科書検定は世界の常識から著
しく逸脱している︒
そもそも何が史実なのかと
いうことは︑科学的な議論に
よって決めることであり︑近
隣諸国に対する配慮によって
決定されるべきものではない︒
教科書検定の時期になると︑
支那と南鮮は口を揃えて日本
を批判するが︑朝鮮戦争につ
いて両国の認識は一致してい
るのか︑この点について支那
と南鮮は何故お互いを批判し
ないのか︒ベトナム戦争につ
いても然りである︒その全て
が日本政府の弱腰土下座外交
と近隣諸国条項に起因する︒
将来を担う子や孫に﹁誇り
と希望﹂を与えることは国会
議員の重大な責務の一つであ
ると考える︒日本政府は直ち
に近隣諸国条項を撤廃し︑子
どもたちに﹁誇りと希望﹂を
与えるよう努めるべきだ︒
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竹島が歴史的事実に照らしても︑かつ国際法上からも日
本 固 有 の 領 土で あ る こ と は 明 白 だ ︒ し か し ︑ 一 九 五 二 年 一
月十八日︑悪名高い﹁李承晩ライン﹂が引かれ︑竹島が南
朝鮮に不法に占領されてから五十六年が経過した︒南鮮は
この間︑愚民どもに竹島は南朝鮮
の領土であると繰り返し史実を捏
造して歴史教育を行ってきた︒七
月三十日︑米国政府は竹島の帰属
先を﹁主権未指定﹂とした措置を
撤回し︑再び帰属先を南鮮に戻し
た︒これに対し日本政府は︑特別
なアクションも抗議もしないで得
意の事なかれ主義に徹している︒
事態がここまで来ると︑もう取り
返しがつかない状況になってしま
ったような気がしてならない︒
このままの状態が続けば︑南鮮
が不法占拠していることが正常で
あるかのように世界の国々から誤
解されてしまう危険性が濃厚とな
ってしまう︒竹島が南鮮領土であ
るが如くに誤解され︑ＥＥＺも南
鮮の主張が受け入れられてしまっ
たら︑近隣地域の漁業に深刻な打
撃を与えるだけでなく︑日本国の
権威が疑われ︑日本人自身の軟弱
さと愛国心の欠如が問われること
となり︑周辺諸国から益々侮られ
ることとなってしまう︒
日本は︑この半世紀の間︑平和
国家を標榜して弱腰土下座外交を行ってきた︒その為﹁日
本に対してどんな非道なことをやっても︑おとなしく引き
さがる﹂という感覚が近隣諸国に定着してしまった︒敢え
て俗っぽい言い方をすれば﹁チャンコロやチョンに舐めら
放し﹂だった︒何よりも大事なことは自分の国は自分で守
るという気概を国民の一人一人が持つことだ︒
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福田 改造内閣の顔 ぶ れ が 決 ま っ た ︒
予想されたこととはいえ派閥均衡内閣
で︑サプライズは無く︑まったく新鮮
味に欠ける顔ぶれとなった︒党人事で
麻生太郎が幹事長に就任したことが驚
きと言えば多少は驚きだが︑麻生はど
うしていつ沈むか分からない泥舟に乗
ったのだろうか︑火中の栗を拾ったと
言えば聞こえはいいが︑巷間噂される
密約があったとしか思えない︒選挙対
策委員長に利権大王・古賀誠が留任し
たことで︑麻生との鞘当てを危ぶむ声
もあるが︑麻生が如何に存在感を示す
ことができるか大いに期待したい︒
内閣に目を向ければ︑辞めて欲しい
者が留任や入閣し︑逆にそうでない大
臣が閣外に去って行った︒前者の例を
あげれば︑高村正彦外相︑二階俊博経
産相︑谷垣禎一国交相︑太田誠一農水
相などいずれ劣らぬ反日売国議員が名
を連ねている︒就任時に大風呂敷を広
げたが︑結局ろくなことが出来なかっ
た舛添要一厚労相も︑個人的には辞め
て欲しかった大臣の一人である︒
後者の筆頭は︑ミッチーの息子こと
渡辺喜美行革相である︒本気で行革を
やる気がない福田ポン助や町村官房長
官の下で︑手枷せ足枷せをはめられて
武器も無く丸腰で官僚支配に立ち向か
った姿勢は何人にも代え難いものがあ
った︒渡辺喜美のように︑若いが気骨
ある人材を排除して︑老醜を晒す反日
売国議員を重用した内閣に何を期待し
ろというのか︑国民の憂鬱と眠れぬ夜
は続く⁝︒
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