
小手先政策ではもはや救済無し,日中韓大和解が世界革命になる可能性の政治を！！！

どの党政権でも,日銀金融緩和継続でも中止でも、何らかの崩壊が来年以後に不可避、

同じ灰色化の道ならば、基礎根源から救済意志本物の政治を選択すべきだ。2014/11/24

危急時代の今,現場国民の方から判らずや政治家に政策メニュ-を提供するしかない！！。

[０]：日本がこの世界火急危機時代に面しての検証項目：

⑴国民性格は其の風土歴史に由来して短所長所双方を持つが、政治経済-気候変動危機＝

最後の審判に直面現代世界では、小ナショナリズム(自国利益)ではもはや救済がない。

＊重大警告：欧米エリトは未来シナリヲで前向き決行決断、日本エリトは破滅を見ての

処断＝後ろ向き行動、前者が論理で動く民族、過去現在の日本は無論理の自滅民族！！.

典型例が戦前秋丸機関の経済学者有沢の戦時経済予測での敗戦予言の無視暴挙!!!

⑵筆者偏見だが,戦後裕福家庭に育った欧米指導者は権威追従でもはや正義を期待不可能?

欧米権威＝Bilderberg<ロックフェラ-,英国皇室等の欧米貴族超資本の世襲勢力結社>.

真実正義欠如の嘘間違いを知れば相手は必然的に小さくなってしまう<逆も真也>。

間違いを平気でやる事が蔓延*!、だから無法暴力以外ならば「勝てない相手はない！！」.

＊9/11の自演テロと中東不法侵略，気候重症化無視の偽装延命経済政策で地獄招来！！,

⑶基礎を誤魔化さない技能が重大だ、基礎を検証しない猿真似が地獄を招来！！、永久の

経済成長などは不可能、気候変動-市場飽和行き詰まりヲ無視の世界経済が地獄招来!!、

真相隠蔽の為に欧米権威下の世界のマスコミ+学会等が大衆真相絶縁の煙幕を張る。

簡単真実こそは最善最強力、例えば食糧,エネルギ,住居確保で人は自由の原理とか。

＊巨大な間違いに直面でひるむは無能、ココを何とか打開と考えれば大機会到来!!!,

⑷明治維新は英米に敗北の長州薩摩勢力の英米裏支援での反革命=近代現代日本は傀儡、

即ち天皇制明治以後，日米戦争敗戦後日本の支配階級は英米の傀儡が現代日本を支配、

日本(中国,韓国)の経済成長は米が種を撒き、其の実は米が吸い取る植民地政策だった.

60年日米安保強行の岸信介,2006郵政民営化＝小泉,本物の偽札巨額発行の2013安部,

＊＊日本深部～差別怨念利用の貴族支配悪:

救済民族ユダヤを差別した逆さ欧州,英国皇室等は彼らを重用<ロスチャイルド>,同様に

明治維新で英国エイジェントは差別日本人等を利用したとの話がある。

⑸現代日本や世界は逆さま！！＝虚偽不正憎悪支配<其の反転が正義真実博愛！>。

中東や東欧での偽旗紛争の多発背景は欧米支配の犬＝ナチス CIA米軍仕業ばかり.

極典型が誰もが感知する気候変動進行、其の将来は筆舌を越えた絶滅地獄です。

皆が巨大誤りで沈黙の集団同調麻痺の支配は、欧米権威の地獄化魔術！！！、

⑹終戦時世界を想像、あの状態を皆が受容で切れば救済が開始するだろう。世界が戦後

成長路線の麻薬的破滅性を認識して、この世界体制を放棄して初めて救済開始！、

悲惨困窮だが真の平和建設が開始してともかく生き延びれる可能性が始まる。

現状保守固執<世界権威意向＝”敗戦よりも革命が恐ろしい”>が地獄への道！！。

以上議論は現状から解離した内容だが真相、だが絶望は無能、楽観主義尽力だけが勝つ。



[１]：表側の政治争点＝アベコベノミクス。

⑴紙幣発行の理論<債権総額－負債総額＝０サム定理>：

日銀と言えど当初印刷発行紙幣は本質偽札、市中出回り後の紙幣回収焼却で成仏です、

負債の部 資産の部

紙幣発行の自己負債

現金回収後の焼却で

清算!!,之をしないと

円安インフレ方向へ!

貸出債権(市中銀行,

返済で現金回収)

財購入(実物資産、

売却で現金回収)

PjNj＝ωjI

商品 j 物価 xj 供給量＝j支出総額

＝j支出分配率 x可処分通貨総量

＊通貨売買も外貨為替市場での上記需給価格方程式。Pj＝1$/円時価、Nj＝日銀通貨販売量(\)

でωjI＝為替取引額総量($)、Nj増が Pjを押し下げるいわゆる円安。国内物価高騰は輸入品

円安効果が大きい。逆に海外から見れば日本商品価格下落。円安は国産増の利点も、

⑵安部円安インフレ政策の生活現場実測値：

アベノミクスが庶民を殺す、増税＆値上げ地獄【年間負担増５０万円の衝撃！！】2013-03-04

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/55bce33e677e4da647d9071b56448341

ガソリン価格は１２週連続で上昇し、１リットル＝１５６円。電力１０社は４月の電気料

金を標準家庭で最大１３１円引き上げる。ガス代も最大１０４円の値 上げだ。４月からは

輸入小麦も平均９．７％アップ。ほかにも、トイレットペーパーが １５％、レジ袋や食品

の包装は６％前後、鉄鋼も５％増と、あらゆるモノの値段が上がる見通しだ。

⑶米国ＦＲＢ金融緩和終了に対して日本続行の機能＝株価維持世界政策。

2008レーマン破綻後、ＦＲＢが紙幣増刷政策を採用、潤沢資金が株式金融-商品相場等に流

れ見かけの経済回復に成功、金融緩和は富裕層通貨資産目減りとなるので適当な時期にや

めねばならない、然るに資金引き上げはそれをあてにする株式市場に打撃、そこで補完策

が円資金緩和継続策と言う米国意向の世界政策の次第。

財務省・日銀は日本国民の幸福より、米国政府・ FRBの救済を優先していると知れ！われ

ら国民は800兆円規模の対外債権を受け取る権利を有していることにそろそろ気付け、マス

コミは絶対に教えないが・・・

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2014/11/1

⑷これ以上の円安政策が不可能になる国内事情：

輸出依存典型トヨタ等を除く8割方内需企業に取り、輸入材料高円安は打撃、、不況要因と

なってる。しかも消費税が追い討ちで国内需要は散々、

日銀紙幣大量印刷発行でどうなるか？

日本人過去の働き成果＝1300兆円？

通貨資産の収奪が目的、国債と海外債権

者が歓迎、

左式で供給量 Nj,分配率ωjが固定値だと

物価は通貨供給量に比例、

通貨供給量Ｉ増は物価増になる！！！。

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/55bce33e677e4da647d9071b56448341
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/55bce33e677e4da647d9071b56448341
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/55bce33e677e4da647d9071b56448341
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2014/11/1


安倍政権が選挙に勝っても､日本は疲弊する衝撃の GDPは過度な円安誘導政策の結果2014/1/18

http://toyokeizai.net/articles/-/53609

1ドル120円超なら､日本経済はもたない

http://toyokeizai.net/articles/-/28920

インフレになるということは、長期金利が上がるということです。仮にインフレ率２％を

達成するならば、長期金利も２％を超えてくるでしょう。2013年度 の国の一般会計予算で

は、総額92.6兆円程度のうち約10兆円が国債の利払いにあてられました。長期金利が２％

を超えても、国家財政をこれまでと同じよ うに回していくことができるのでしょうか。否、

消費税増税分はすべて利払い増に食われ、財政は厳しい状況に追い込まれるでしょう。

⑸800兆円？！！の巨額対外債務の回収大問題：

日本版ブラックマンデー(円株同時暴落)がキッカケで日本国民が覚醒して800兆円の対米

債権償還要求デモが起きるのを何より恐れる米国寡頭勢力』2014年10月30日

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34303748.html

なにしろ800兆円です、之があれば何でも出来ます！！！。一億国民一人＝800万円にも

なる、返済不能と言うならば担保等価交換も道理としてある訳です。

＊20％円安は160兆円資産減、仮にトヨタが数兆増収と言えどこの額にするには何十年もか

かる、過去の大規模資産を忘却して、目先収益などは愚の骨頂となります。

⑹気候変動危機進行世界に対応した雇用＆産業再編成大問題：

之こそは誰もが最大限、頭を悩ます大問題と同時に、超未来危機打開の栄光の仕事！！！

其の核心は食糧-新エネルギ－,気候変動対応地球工学プロジェクトがあります。

未来現実を直視すればとてつもない大規模需要＝大規模商品開発があるという事です。

其の前提は世界が同時に認識革命に到達する事が必須、現状企業家は化石燃料体制にどっ

ぶりで頭が硬直、気候変動問題をタブー視する愚見こそが未来を地獄にします。

国内海外を問わず、政治家-経営者は隠さず気候変動問題ヲまず会話議論すべきだ！！！。

http://www.777true.net/How-to-sale-the-Climate-Policy-hated-by-All.pdf

http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf

http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf

http://toyokeizai.net/articles/-/53609
http://toyokeizai.net/articles/-/28920
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34303748.html
http://www.777true.net/How-to-sale-the-Climate-Policy-hated-by-All.pdf
http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf
http://www.777true.net/Part_6_non-carbon-Energy-Engineering.pdf


-付録：アベノミクスネット報道-

＜衆院選＞アベノミクスの誤算…消費、輸出、コスト増, 毎日新聞,2014/11/21

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141121-00000130-mai-bus_all

アベノミクスで株高・円安が進んだにもかかわらず、７～９月期の実質国内総生産（ＧＤ

Ｐ）の成長率が、前期比の年率で１．６％減と想定外のマイナスに陥ったためだ。

..............................

短期的な景気刺激策だけでなく、中長期的に経済を底上げする成長戦略を実行できるのか

も与野党に問われている。

安倍政権が従属する米の支配層はアルカイダとネオナチで破壊と殺戮を続けているが、石油で自爆か

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201411220000/

安倍晋三政権は消費税率を引き上げて庶民の生活にダメージを与え、その一方で法人税の

引き下げようと必死な一方、金融緩和で投機市場を支えて巨大企業や富 裕層のカネ儲けに

協力、「国土強靱化」と称して国土を破壊、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）で国の主

権を巨大資本へ贈呈しようとし、集団的自衛権で アメリカのために戦費と戦闘員を提供し

ようとしている。こうした悪臭を放つ政策を売り込む上で重要な役割を果たしているのが

マスコミ。

終焉が近づくアベノミクス,捏造景気で潤った外資独占,金融博打に年金まで投入,2014/11/12

http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/syuuentikazukuabeomikusu.html

郵政民営化で外資が株式を握ることによって国民の金融資産である３５０兆円を奪い去ろ

うとしてきたが、年金資金１３０兆円もまた博打の原資として提供し、金融資本の餌食と

して提供するものとなっている。

日本社会を破壊している安倍首相は消費税率を17年に引き上げると宣言した上で

総選挙実施を発表

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201411180000/

安倍政権は「狂っている」と見られている。その政権が選挙で消滅しないようなら、日本

人は世界で物笑いになるだろう。

われらの虎の子・年金積立金130兆円を狙っているのは、米国中央銀行 FRBを支配している

欧州寡頭勢力なのか

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2014/11/20

外資のハゲタカファンドに年金運用させるのが危険なことをよく知っている官僚は、ちゃ

っかり、自分たちの公務員年金積立金は外資に運用委託していません

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141121-00000130-mai-bus_all
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201411220000/
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/syuuentikazukuabeomikusu.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201411180000/
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2014/11/20


消費税10％を1年半も延期して衆院解散を決めた安倍総理：近未来、リーマンショック級の

金融危機と巨大な天変地異が起きることを黙示しているのか

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34372092.html

アベノミクスは米国救済のための国富の対米移転に過ぎなかったことを国民が気付かない

よう、またもショック・ドクトリンが行われる予定なのでしょう、だから、安倍氏はそれ

を巨大な天変地異と口を滑らせたのではないでしょうか。日航機墜落、阪神淡路大震災、

そして東日本大震災、原発事故と同じ手口のショック・ドクトリンが繰り返されています。

彼ら米寡頭勢力は同じ手口を繰り返す習性があります。来年、金融危機と同時にまたもシ

ョック・ドクトリンが日本で起こる可能性があります。

｢自爆解散｣で､勘違いをしている安倍首相、円安も、株価上昇も景気回復にはならない

http://toyokeizai.net/articles/-/54037

消費税増税が日本経済にすさまじいダメージを与えるのは当然のことであり、「これまで大

した影響はない」、とか「７～９月期には回復する」などと大本営発表を繰り返したメディ

アや、経済学者やエコノミストはこの際全員坊主！！であります

[２]：かっての小泉と今の安部の悪夢<日本国内政治は怨念で呪われてる？！>

製造業への派遣を認めたことが格差拡大を招いた

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/o/145/index3.html

2004年、小泉内閣の下で、とうとう製造業務への派遣労働が解禁されたのだ。現在のよう

な格差拡大が生じた最大の原因は、この製造分野への派遣労働の解禁だった。その結果、

ものすごいピンハネが常態化したのである。

日米100年史: 日本はどのようにアメリカの餌食とされてきたか

http://wondrousjapanforever.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/100-d203.html

安部-小泉の歴史に詳しい。民族的憎悪見解記述があるが、事実引用が目的。

TPP 亡国論

http://puhweb.org/tppbokokuron.pdf

アメリカの本当の狙いは、この TPP を使って膨大な財政赤字と高止まりを続ける失

業率に悩む経済を復活させることです。

なぜ、小泉純一郎は、2003 年に原発の安全装置の削除を次々と決めたのか

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/6a6ad97dd18f3c881040bbc544ff7806

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34372092.html
http://toyokeizai.net/articles/-/54037
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/o/145/index3.html
http://wondrousjapanforever.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/100-d203.html
http://puhweb.org/tppbokokuron.pdf
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/6a6ad97dd18f3c881040bbc544ff7806


第 10 回原子力安全委員会速記録(2003 年 2 月 17 日定例会議記録)

http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/anzen/soki/soki2003/genan_so10.htm

(原子力規制委員会のホームページより)(上から四分の一のところ)

福島第一原発 3号機の冷却システム設計者が語ったこと

http://kaleido11.blog.fc2.com/?no=486

エッ！これもヒミツ？あれもヒミツ！あなたも「秘密保護法」にねらわれるＱ＆Ａ

（2014 年 5 月）(PDF ファイル;11MB）

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/himitsu_hogo_qa.pdf

[３]：日本(中国,韓国)の経済成長は米が種を撒き、其の実は米が吸い取る

植民地政策.同様な境遇に関わらず仲たがい、その逆転こそが世界一新？！

債務国欧米は世界革新の力がない？、あるのは債権国＝{中国＋日本}？！！

オバマ米国をチェンジするは{中国＋日本}！！！！！！！！！！！！！！！

債権国優位性と自国の世界責務を全く省みないは大好機を失するの超愚！！

⑴中国も日本同様に米国誘導で経済大国、今必要は其の身分相応の世界責務に覚醒！！

６００年ぶりの中国の世界覇権

http://tanakanews.com/f0129china.htm

▼アメリカから誘われて大国になった中国

トウ小平の改革開放政策が始まった経緯を見ると、中国が経済発展して大国になる動きは、

中国の内部からの発想で始まったというより、アメリカから「中国に投資しますから、発

展して大国になりませんか」と誘われた結果であると感じられる。

ベトナム戦争の敗北が濃厚になった１９７２年、ニクソン大統領とキッシンジャー補佐官

が中国を突然訪問、........実際に米中国交が正常化したのはニクソン訪中から７年後の

１９７９年だったが、その直後からトウ小平による改革開放政策がスタートした。

米中経済の基礎データ ２０１３年６月 中国・モンゴル第二課

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000024741.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%

81%AE%E5%AF%BE%E7%B1%B3%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A6%8F%E6%A8%A1%27

中国の対米投資規模＝日本も中国も米国の{物資＋財務}巨大補完国にある。

http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/anzen/soki/soki2003/genan_so10.htm
http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/anzen/soki/soki2003/genan_so10.htm
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-486.html
http://kaleido11.blog.fc2.com/?no=486
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/himitsu_hogo_qa.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/himitsu_hogo_qa.pdf
http://tanakanews.com/f0129china.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000024741.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%AF%BE%E7%B1%B3%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A6%8F%E6%A8%A1%27


戦後の欧米主導豪華経済成長路線は日本にも中国にも実はアヘンだった、気がつけば大地

大気を大規模に破壊＝最優先生存資源<農業>を危うくした事に早く反転気がつかねばなら

ない。虚栄と麻薬性の経済成長だけに溺れる現状日本-中国の現政治指導者は歴史的な地獄

先導人と筆者は断罪する。其の汚名挽回は世界気候変動危機の事実を大背景に、債権国優

位性を駆使した米国(世界)革命誘導だ！！、それしか世界救済手段はない。

⑵中国人長所短所と日本人長所短所は相互補完、両者は己の世界責務に覚醒すべきだ！！。

筆者偏見を言えば,大思想家の過去と現代中国人の荒手商売やり手、

“順天意者,義政也。反天意者,力政也”（墨子,巻之七=天意なれば義の政治,逆は力の政治）

http://blogs.yahoo.co.jp/raccoon21jp/38820730.html

日本人は気まじめ,きめ細かい職人、

http://sabakuryokka.org/

双方の長所短所相補的である事だ。ちなみにメンタル優位の中国系米人マイケルチャンチ

指導と技能優位の日本人錦織圭が組むと一気にランキング上昇、全米決勝まで出場。

現状中国は荒手商売で金融も資源環境も大荒れてる、現状趨勢中国は大自滅滅方向だ！。

日本も過去に環境と金融では大失敗経験が豊富にある。日本人ならばよりきめ細かく失敗

を防ぐ。ぜひ中国人は日本人長所を買うべきだ。又国内生き詰まりの日本は中国の広大な

可能性を再度買うべきだ。愚かな挑発的日本人政治家の田中-周恩来の尖閣棚上げ約束を

反故での反日大暴動以後、すっかり冷え込み日中関係だが、このままで双方何も得はない。

それどころか世界最大債権国一位二位の同盟こそが世界革命すら可能にする！！。

気候変動下で抜本打開策のない欧米,世界人もそれを望んでる責務こそを知るべきだ。

http://blogs.yahoo.co.jp/raccoon21jp/38820730.html
http://sabakuryokka.org/


⑶韓国経済成長と現状困難と在日問題：

戦前日本は台湾も侵略支配(戦争犯罪)した，然るに台湾人は本土中国人や韓国人ほどに過去を非

難しない親日的に近年筆者は感じた。以前に韓国支配過去実態をネットに尋ねて見た。貧困家庭

出の秀才朴大統領は戦前の陸軍大学校卒で、当時日本は現地人才能を優遇した事になる。筆者は

日本アジア侵略戦争犯罪を認める村山談話を支持、日本礼賛の意思なし。問題は”内地”日本での

朝鮮人差別の歴史と戦後宗主国＝米諜報機関の在日の政治利用(実態反日)！！にある。在日憎悪
の日本人が源因！、{東大政治警察支配＋在日怨念}の政治は日本をとてつもなく暗く破壊してる.

慰安婦問題で騒ぐ韓国の大崩壊〜マスコミが伝えない不都合な真実（三橋貴明氏、2013年5月）

http://www.youtube.com/watch?v=ZK5RY5rIGs8

外資支配強度搾取の韓国、サムスン-ヒュンダイの代表企業、銀行の株式過半数は外国人、

韓国経済の８割が外資支配、この報告だと韓国は絶望的な外資搾取の国に見える。

朝鮮半島支配の過去実態？？！！

日本統治時代の朝鮮<wikipedia>

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB

%A3%E3%81%AE%E6%9C%9D%E9%AE%AE

併合当初は憲兵警察制度や言論・結社の自由の厳しい制限などに代表される武断統治によ

り、朝鮮王朝末期から続いていた一部の抗日運動を抑えようとした。

.......................

三・一独立運動以後、日中戦争に至るまでの期間は三・一運動や大正デモクラシーの影響

などにより朝鮮総督府は従来の統治政策を修正し、言論や結社の自由が与えられたため、

比較的自由な雰囲気の中で、朝鮮人による様々な民族運動が繰り広げられた。朝鮮は日本

統治以前は厳しい身分制度に支えられた専制政治が行われており、民主的選挙による政治

がなされることはなかったが、日本政府によって民主主義が導入された。

............................

1929年、カーネギー財団から朝鮮半島に派遣されたアメリカ人記者らは、「日本は併合以来

19年間にして、数百年間停頓状態にあった朝鮮と、近代文明国との間に渡り橋を架けてや

った。・・・また朝鮮人の苦しみもあるかも知れぬが、日本は莫大な利益をもたらしている

ことは明らかである」などと、李氏朝鮮時代よりも日本統治によって朝鮮人民は救われて

いるとの評価をしている。

http://www.youtube.com/watch?v=ZK5RY5rIGs8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%9C%9D%E9%AE%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/憲兵警察制度_(朝鮮総督府)
http://ja.wikipedia.org/wiki/大正デモクラシー
http://ja.wikipedia.org/wiki/身分制度
http://ja.wikipedia.org/wiki/専制政治
http://ja.wikipedia.org/wiki/民主主義
http://ja.wikipedia.org/wiki/1929年
http://ja.wikipedia.org/wiki/カーネギー財団
http://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ
http://ja.wikipedia.org/wiki/日本統治時代の朝鮮#cite_note-10
http://ja.wikipedia.org/wiki/李氏朝鮮


日韓併合時代の真実

かつて日本と朝鮮が手を取り合って、仲良く生きていた時代があった

http://www2.biglobe.ne.jp/~remnant/rekishi02.htm

彼女は小さい頃、親の世代から「日本人はとても親切な人たちだった」と聞かされていま

した。ところが、学校に入学すると、先生から、「日本人は韓国人にひどいことをした」と

教わって、すさまじいばかりの反日教育を受けたのです。

朝鮮の歴史

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

わかりやすい朝鮮通信使の話

http://www.yamapla.jp/kankou/tsusinsi/index.html

明治前の江戸時代、日朝間は互敬関係が成立してた模様です。

三章結論：

歴史真相は本質的に”一つ”しかないのだから確認可能であり,中国-韓国-日本人３者が

同一歴史認識を持つ事は可能だ、だが将来に必要な事の本質は以下に要約できるだろう。

在日問題の歴史根源は日本人の差別が生んだ大罪！、小人根性の日本人が悪いのだ！！。

日本には他にも少数民族のアイヌ差別もあった、今の韓国ヘイト勢力は実態反日になる。

だがこれ以上の隣人同士の仲たがいは自滅陰謀！！！、真の敵に気ずき大和解を達成しな

いと将来地獄が待つだろう。筆者が見るに日本人大多数は３者大和解を切望してる。

今後世界は対処有り無しに関わらず、間もなく気候地獄が本格化、個人、一国家での救済

は不可能と言う事だ。この事実を無視すると将来は少ない資源を巡って地獄下の非常に醜

い争いで皆が最終的滅亡に向かうだろう。

そうではなくて世界に対する責務として世界最大債権国一位二位の同盟こそが世界救済

革命すら可能にする！！。米人がどうにも変えられない世界のがん病巣＝ナチス米国(CIA-

軍産複合体右翼勢力)，現オバマ大統領(米市民も)最大痛恨はチェンジでデビューのはずが

今ではナチ勢力ごり押しで後戻り<中東ウクライナでの戦乱再度拡大>、ならば債権国の日

本中国がやるしかないでないか、オバマ大統領も米(世界)市民も望んでる事だ。

http://www2.biglobe.ne.jp/~remnant/rekishi02.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
http://www.yamapla.jp/kankou/tsusinsi/index.html

