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社会に関するツイート

 
・タクシー運転手にGPS並の精度を求め、大衆居酒屋のバイトに高級料理店並の接客を求め、人
が運転する鉄道にスパコン並の緻密性を求める国日本。なのに一人当たりGDPはシエスタやって
るスペインと同じ。おれ、この国は絶対間違ってると思う。2010年02月22日(月)
 
・ライブドア事件。この国の若者に「出る杭は抜かれる」という悪い先例を与えた。明治時代に

成功した財閥とその子孫だけには優しく、才覚一本で成り上がる者は徹底的に弾圧する。2010
年02月26日(金)
 
・京都市が「エコ」と言う美名のもと、コンビニの深夜営業規制を考えていたようだ。潰れたら

しいが。市場経済に逆行するこうした風潮こそが関西経済を地盤沈下させている元凶ではないか

。大丸もロフトも撤退して京都に残るのはパチンコ屋だけになるぞ。ビルの高さ制限を撤廃しろ

。2010年02月26日(金)
 
・電車が1分遅れただけで遅延証明、店員に些細な事で罵声を浴びせ、街を歩けばパチンコ屋、学
校行ったら破廉恥教師、テレビをつければお笑い芸人…おらこんな国やだ〜おらこんな国やだ
〜2010年02月26日(金)
 



・日本は80年単位でそれまでのシステムが崩壊・刷新されたりしているなぁ。1573年室町幕府
滅亡，1635年幕藩体制確立【62年】，1716年〜享保の改革，【81年】1787年〜寛政の改革
，【71年】1868年明治維新【81年】，1945年敗戦【77年】，2025年ごろ？【80年？】2010年02
月27日(土)
 
・日本に有るもの６つあり。特殊法人・ロリ・借金、老人・マスゴミ・パチンコ屋。日本に無い

もの８つあり。活力・精力・夢・起業、競争・挑戦・自尊心。モノは溢れど希望なし。どこまで

続くぬかるみぞ。2010年02月27日(土)
 
・ポール・ケネディが「大国の興亡」で書いたように、栄華を極めた大国は必ず衰退する。結局

日本はこの既得権者が異様に力を持った体制を変えられず、貯金を切り崩すようにちょっとずつ

衰亡して行く。唯一の望みとしてはネットによるマスコミ（特にテレビ）の根絶的駆逐か。2010
年02月27日(土)
 
・堀江貴文・村上・47氏…彼らを生かしておけば今頃日本は永い低迷の時代から脱して春を迎え
ていただろうに…つくづく哀れ。後世の歴史家がどちらが悪かを正当に評するだろう。2010年02
月28日(日)
 
・新しいことは駄目、何をするにも許可（事実上の拒否）、起業家は逮捕、産業の新陳代謝は

拒絶、内部変革はしない…土台こんな国に将来があるわけが無い。落ちるところまで徹底的に落
ちようよ。「真に新しいものは灰の中からしか生まれない」＊工藤かずや「信長」より。2010
年03月01日(月)
 
・何でいちいち「元ホスト」って冠をつけるの？「元コンビニ店員」とは言わないのに。そうや

っておかしな奴らをチヤホヤするから益々増長するんじゃないのか？ 2010年03月02日(火)
 
・もしナチス時代にtwitterがあったら「でも、なんか世の中変だよね…」というつぶやきでTLが埋
まると思う。twitterにはそういう良心があると思う。2010年03月02日(火)
 
・JASRACの人は、尊敬するアーティストの歌詞をつぶやく疲れきった現代人にも、流行歌を楽
しげに口ずさむ子供達からも権利金を徴収するというのか。「シンドラーのリスト」に出てきた

収容所の所長を思い出す。2010年03月03日(水)
 
・あまりにも狂ったのが多い（しかも性犯罪中心）とか、いかに今の若者・少年が品行方正かが

分かりますね。教育って大事ですね。 @XXXXXXX 「戦前の少年犯罪」はとても良い本です
。2010年03月14日(日)
 
・町山智浩さんの紹介したテレビ、日本でも放送しないかね。オバマ大統領がブラピと同じ祖先

、黒人啓蒙学者が実はDNA的には白人、蔑視されているメキシコ人こそが先住開拓者…人種で人
をみることが如何に愚かなことか。教育だ。教育が全てだ。教育ほど重要な事はない。2010年03
月19日(金)
 
・「にんげんっていいな」って明らかに皮肉だよね。おいしいご飯にポカポカお風呂♪温かい布



団で眠るんだろな♪⇒でも現実には世界中でそんな人間ばかりじゃない。未だ飯も食えず屋根の

下で寝れない人間が無数に存在する。この歌は無邪気を装った最大限の皮肉だよ。2010年03月31
日(水)
 
・関西で何かを成せない人間が、たかだか600キロ東進したところで何かを成せると思うその考え
こそが、中央集権的なテレビ体制の洗脳の結果に外ならない。地方で頑張れない人間は中央で

はもっと頑張れない。 RT @XXXXXXX 私達みんな、関西では芸術できないと思って引越しを…
2010年04月07日(水)
 
・よく考えればバカンスの習慣が無く，せいぜいGWしか大型連休が無い日本の一人当たりGDP
が34,000＄、独伊とほぼ同じということは、如何に日本の生産性が低いかを現している。逆に言
えば2ヶ月位の休暇とっても所得が同じになる生活スタイルは可能ということだ。2010年04月29
日(木)
 
・押井守は「失われた10年」を筆頭に、経済成長がゼロになった90年代以降の日本を「新たなる
中世」と形容した。俺はもうこの国は、自己改革も上昇も不可能だと思っているので、この「

中世」を如何に楽しく生きるか、そういう思考にシフトしていった方が良いように思う。2010
年05月02日(日)
 
・それにしても日本の衰退が余りにも急すぎるのが気になる。たかが20年でこの有様、スペイン
もオランダも大英帝国も100年単位で山谷を繰り返しながら衰退していった。日本の現在の状況は
,まるでナウシカに於ける腐海の進行と同じ位急激である。つ「またひとつ村が死んだ」。2010
年05月04日(火)
 
・セクシャルマイノリティへの寛容度合いが政治的リベラルであることのバロメーターになって

いる雰囲気がなんか嫌。2010年05月20日(木)
 
・軍隊⇒自衛隊、敗戦⇒終戦、占領軍⇒進駐軍、暴行脅迫⇒いじめ、若年失業者⇒ニート、労基

法違反企業⇒ブラック会社・・・何処まで本質を偽装するのこの国は？ RT @XXXXXXX 「売春」
を「援助交際」と言い換えて罪悪感を薄めるような言葉のマジック。2010年05月26日(水)
 
・暴行・傷害・恐喝・脅迫を「いじめ」 などという口当たりの良い3文字に置き換えるのもうそろ
そろ止めにしませんか？2010年06月03日(木)
 
・『ハケンの品格』とか『ブラック企業に勤めてるんだが~』みたいな、体制に立ち向かうんでは
なく体制の中で頑張るドラマとか映画は、こういうハケンとかブラック企業をカルチャーの側か

ら既成事実化して固定化させることに一役買っていると思うんだ。堪らなく嫌です。2010年06
月04日(金)
 
・電車が1分遅れただけで怒鳴り散らし、居酒屋の店員に王様のように振舞い、タクシーの運転手
を奴隷のように指図し、宅急便が1時間遅れただけで顔を口にして罵声を浴びせる日本人。誰がこ
の島をこんな風にした？誰がこの国をこんな風にした？2010年06月15日(火)
 



・朝青龍を「品格」の問題とやらで引退させたんなら、琴光喜とこの親方のおっさんも当然引退

だよな？ほんと、相撲って海兵隊よりタチが悪いね。ヤクザと付き合うし、集団リンチで殺人す

るし、無くていいよ日本から。2010年06月17日(木)
 
・てゆうか相撲が日本の国技だなんて誰が決めたんですか？殺人・脅迫・闇賭博・証拠隠滅・排

他主義…こんなもの日本の国技だなんてふざけるなよ、日本の国益を害している。恥だろうこん
なもの。2010年06月23日(水)
 
・信長に焼かれた比叡山も『日の本の霊的権威・伝統の総本山』とかいって殺人・脅迫・武装・

高利貸しまでやってた。相撲協会も「日本の伝統・国技」を盾に好き放題やっている。正に平成

の比叡山が相撲協会。時代が時代なら焼き討ちされても仕方ない既得権益層。2010年06月23
日(水)
 
・起業家が育たず、新しい産業が興らないという構造は、新陳代謝ができないのと同じ。そうな

るとやがて毒素が溜まり体が腐っていく。日本は大国なので、図体がでかいからその腐敗がゆっ

くりと進行する。死に至るまでの時間が長い。今の時代がちょうどその期間に当たる。2010年06
月26日(土)
 
・沖縄の在日米軍は、20代の軍曹とかが思いやり予算で庭付きの５LDKとかにタダで住んで光熱
費もタダ、他方中国人にはホイホイ生活保護。日本人は6畳のボロアパートにも入れない。どんだ
け内弁慶国家だこの国は。狂ってるわ。2010年07月02日(金)
 
・日本が衰亡してくのはオランダやスペインやポルトガルが大帝国から坂道を転がり落ちるよう

に衰退したのと同じで歴史の必然だと思う。その過程で日本人の文化的リテラシーが低下するの

も当然。そういう時代の中で国家と関係なく自分の幸福をどのように追求すべきかが問題、と村

上龍先生が言ってた。2010年07月14日(水)
 
・「戦前の少年犯罪」を読むと如何に現代の若者が理性的で道徳的で紳士的かが分かりますね。

性の乱れなんか戦前に比べたらぜんぜんマシですわ。日本人は時代を追うごとに賢くなっている

のでしょう。2010年07月22日(木)
 
・福嶋麻衣子さんさぁ、申し訳ないけどこの前のTBSラジオ『荒川強啓 デイ・キャッチ！』でさ
、「萌えオタを釣る」とか平気で言ってたでしょう。無知なフリして実は萌えオタを徹底的に商

品として見下してるわけだ。そういう貴方が幸せですとか何様なの。（『朝まで生テレビ！』に

出演した「モエ・ジャパン」の福嶋麻衣子と批評家・東浩紀らの言動に対し）2010年07月24
日(土)
 
・福嶋麻衣子さんのように一見「萌えオタ」側に居る（しかも結構中心に）様に見える人間が、

実は徹底的に「萌えオタ」を商品として見下している事実は、これからのわが国のオタク産業に

暗い影を落としている。「村を作る」とか全部嘘に聞こえるよね。2010年07月24日(土)
 
・手塚治虫の火の鳥でさ、「生命編」と「異形編」ってのがあって、主人公が火の鳥から罰を受

けて絶対死ねない業苦に陥るわけ。やっぱ簡単に死刑にするよりずーっと生かされる方が怖い



よねぇ。この漫画を読むと終身刑に賛成ですね。2010年07月29日(木)
 
・死刑の無い国では警察が凶悪犯をその場で撃ち殺す。愛知のヤクザ立てこもり事件やアキバの

加藤君がその場で射殺されるなら、僕は死刑廃止に大賛成だ。2010年07月29日(木)
 
・「職業に貴賎なし」とかいう奴に限って見下し君のレイシストが多い気がする。世の中にはや

っぱ尊い仕事と卑しい職業ってあるよ。後者の代表は「振り込め詐欺」をビジネスと称してた奴

らとか。あと円天とかネットワーク系とかね。そんなのが医者や自衛官や芸術家と同等などとは

笑止。2010年08月02日(月)
 
・あゝ大学生よ、君を泣く。君過労死することなかれ。平成に生まれし君なれば、親のなさけは

まさりしも、親はスーツを着せさせて、ブラック企業で働けと教えしや。労災下りず死ねよとて

、二十四までを育てしや。2010年09月06日(月)
 
・東京に出さえすれば全てが変わる、というテレビに洗脳された地方の若者は、家賃奴隷の予備

軍になっている。『SRサイタマノラッパー』を観よ。地方で成功できない奴が東京に行っても無
理だと大人が教えるべきだ。2010年09月07日(火)
 
・地域主権と謳っておきながら、テレビをつけたら東京一辺倒、法を変えるよりまずマスメディ

アの東京集中を変えない限り、日本人の「東京神聖視」の精神性は変わらない。『NANA』とか読
んでたら笑らけて来る。2010年09月07日(火)
 
・この頃日本に流行るもの、過労、失業、嘘内定、若者奴隷にカフェ難民、規制、官僚、売国奴

、俄批評家、東京地検、失踪、年金、パチンコ屋、本業はなるるマスメディア、1年持たぬ官邸主
、増税、減税、みんなの党、土建屋崩れの成出者、自殺者溢れど声もなく、毎週欠かさぬ世論

調査。2010年09月07日(火)
 
・若者はやる気が無いのではなくて、やる気を削がれているのだ。教育からして悪平等、起業し

ようとすれば規制、上京したら家賃地獄、就職したら過重労働、街を歩けばパチンコ屋、地元に

戻れば雇用なし、土建屋世襲が金を持ち。働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりじつと手を

みる。2010年09月07日(火)
 
・そこまで強烈にゴミ拾いまで何でもやって、なりふり構わず仕事やれば確かに生活に困窮する

ことは無いだろう。でも、そこまで必死に成らなければ生きていけないこの国って何？いつから

日本は途上国になった？2010年09月07日(火)
 
・最近の文化系トークラジオlifeは、体制の意識が滲み出していてウザイ。つまり「俺たちは時代
の先端を走っている文化人だ」という隠し切れぬ自意識の発露だ。そもサブカルとは非主流であ

り被害者であり疎外者である。サブカルを自称する”文化人”とやらが体制の意識を持った途端にそ
れは陳腐化する。2010年09月14日(火)
 
・僕はポニョをdisった時も、らき☆すたの土師祭をdisった時も、散々ブログ等に死ね、殺す、訴
える、と言われたが全部黙殺した。NHKに出た時もサヨクから「右翼のクズ」「消えろ」と言わ



れた。他人から攻撃を受けるから言論を辞めるというのは日本人の悪しき風習だ。よって今回も

辞めない。2010年09月18日(土)
 
・でも結構twitterで威勢よく弁慶みたいな人は、リアルで会うとおとなしい普通の人なんですよね
。日本が嫌いという韓国人も、リアルで会えば普通に良い人だもん。でもどこからか、そういう

事実を忘れて相手を悪魔・鬼と決め付けてしまう。想像力が無くなる。想像力がなくなったら

怖い。2010年09月19日(日)
 
・中国や韓国の若者が死に物狂いで自己の生存をかけて闘争を挑んでくるのを尻目に、日本で

は「草食系」という電通の広告文句を免罪符にして戦わないことを良しとする腑抜け。ただ、草

食系云々といってカルチャーを煽っている奴らは大抵が曰く「肉食系」の業界人だ。どこまでも

食い物にされるこの国の若者。2010年09月27日(月)
 
・サラ金から金を借りる大半の理由は、その人のプライドが邪魔をして収入が減退しても生活水

準が下げられないから、若しくはプライド（教養）が邪魔をして仕事を選ぶから収入が得られな

いから、のどちらかである。どちらにせよ出鱈目な人間である。2010年09月29日(水)
 
・いつも思うことだが、価値観相対主義は結構なことだ。世の中に絶対などということは無い、

全部の意見が正しく、間違ってもいる…では問いたいが、相対主義者には何か一つでも意思を持
って、これだと主張すべきことはあるのだろうか。何時になったら彼らは自分の意見を世に現す

のであろうか。2010年09月29日(水)
 
・中国人犯罪者に対しては聖母のように優しく、日本人の義憤行動に対しては魔女狩りのように

厳しい異常な内弁慶国家・日本。この国の政府とマスコミ及び司法は後世の歴史によって裁かれ

るであろう。2010年11月07日(日)
 
・「いじめ」問題の劇的な解決方法はひとつだと思う。井上三太の漫画『隣人13号』を読んでみ
ると良い。加害者に対する徹底的な報復、これである。外交問題も同じ。報復する（最低でもそ

の姿勢だけでも見せないと）ことをしないと無理です。人間も国家も基本、事大主義です。2010
年11月15日(月)
 
・「空気読もうね」という流行語？に代表されるこの国の窮屈さと異常性。「空気」という曖昧

な同調圧力が支配するこの国と、それを助長・拡散するテレビ屋。もうこの国で生きるには個人

が自衛（重武装）するしかない。2010年11月15日(月)
 
・僕が司令官なら自分の命令に純朴に従って突撃してくれる兵隊を望む。しかし、余りにも馬鹿

すぎるとこっちまで巻き添えを食らうから、多少頭が柔軟でなければならない。しかし余りに聡

明では自分の立場が危うくなるから、ずば抜けて優秀な兵隊は採用しない。就活もそうでは？素

人考えか。2010年11月16日(火)
 
・つまり、鉄道を24時間化できないのは、タクシー業界への配慮である。地上の鉄道は騒音が…
というがならば地下鉄ならどうだ。これもタクシー業界への配慮で出来ないのである。タクシー

こそ既得権利権強欲団体である。2010年12月23日(木)



 
・自動車も家電も国際市場で日本の存在が低下している中、AVだけがアジアを席巻していること
は逆に深刻なのでは…？ちょっと国辱気味だけど。893の資金源になっているAV業界がHENTAIと
かBUKKAKEで席巻云々を僕は礼賛できないね。（TBSラジオ、文化系トークラジオLifeの放送内
容に際し）2011年02月28日(月)
 
・共産国家は生命を大切にしない。犬猫も人間も大切にしない。世界最後の社会主義工業国、日

本はどうか。犬猫の殺処分世界最悪を筆頭に、外国人には厚遇と慈悲を与え、同胞には内弁慶。

日本人が住居を失い、職を失い路傍に迷う。一方米軍人には7ＬＤＫの戸建てを与える。我々は中
国を馬鹿にできるか？2011年03月10日(木)
 
・猫を捨てるような飼い主は売国奴。重刑を以って処するべき。保健所のガス室で死ぬのは猫で

はなくこのような不届き者である。生命を尊ばない究極の社会主義国家日本の歪みが、世界最悪

の動物殺処分数に現れている。動物を大事に出来ない人間が人間を愛することが出来るわけが

無い。2011年03月10日(木)
 
・政治の専門家が国を滅ぼす。行政の専門家が国をだめにする。外交の専門家が国を売る。素人

が専門家を凌駕する時代がやってきた。それがインターネット時代、遂に我ら素人の時代が来た

のだ。2011年04月15日(金)
 
・栃木6児死亡事故。これでまた「日本てんかん協会」とやらが糾弾するんじゃないだろうな。ち
なみに日本てんかん協会は筒井康隆先生の「無人警察」の「てんかんだから免許が取れない」と

いう部分の描写に難癖をつけ、筒井康隆先生を絶筆に追い込んだ張本人。2011年04月20日(水)
 
・今日は憲法記念日か。好意的に解釈すれば、冷戦下で9条は上手く機能していたというのが私の
持論。というより、戦後日本の根幹は冷戦体制を前提としていたわけだ。冷戦が終わった今、憲

法9条の存在意義はなく、遅くとも95年くらいまでには改正しなければならなかった。2011年05
月03日(火)
 
・某ツイッター知識人がフジTVデモが愛国と結びついた事に苦言したが、戦後愛国心が抑圧され
てきた反動として仕方ない。諸外国では文化批判と愛国発露は普通の光景。愛国厨って馬鹿だよ

ねという見下しとニヒリズムが彼らの根底にある。ニヒリズムからパワーは生まれぬ。その停滞

が日本を駄目にしている。2011年08月09日(火)
 
・堀江貴文は守銭奴ではない。本当の守銭奴は自分の反発が予想される言動をしたり体制に楯突

いたりせず如何に上手く金を稼ぐかの計略だけ練り、必ず「環境」とか抜かして自己イメージの

向上に躍起だ。この典型が孫正義であり、アメリカでは不都合な真実のアル・ゴア。孫とゴアか

らは同じ臭いがする。2011年09月25日(日)
 
・動物への接し方は弱者へのバロメーター。動物を大切にできない奴は人間にも居丈高に接する

。猟奇事件の前に動物の変死が多発するのはこの為。動物虐待者への最高刑を死刑に、殺処分

ゼロ、劣悪ペット業者の規制厳格化を。2011年09月25日(日)
 



・お前たちリア充が社交性のバロメーターとして、或いは交友関係のステータスとして行なって

いるBBQとやら、それはグリルの上で焼いているのではない。祖国日本の豊穣なるインフラの上
で焼いていることを知れ。その味付けは胡椒ではない、先人たちが残したインフラの血の味と

知れ。俺は徹底的にやるぞ。2011年10月10日(月)
 
・自らの立ち位置が、祖国の豊かさによって成り立つことも知らないリア充の馬鹿共は、そんな

もの私が蹴散らしてくれる。お前たちの焼いたBBQの肉を片っぱしから側溝に投げ捨ててやるぞ
。お前たちの幸せは先人の血と努力の上に成り立つ。歴史を忘れた者に未来はない。歴史を知ら

ない者に明日はない。2011年10月10日(月)
 
・我々の全ての生活がこの国の歴史と遺産によって賄われていることを知れば、自然と国家に対

する意識は高まろう。にも関わらずこの国のインフラの上で束の間の享楽を生きるリア充たちは

、そのインフラの源泉を知らず、そしてそれすら正当に享受できていない非リア充を嘲け笑う。

こんな奴らを私は叩き潰す。2011年10月10日(月)
 
・我々が日々使用している快適な公共交通も、清潔なフローリングのリビングも、そして自意識

を掻き立てる東京という大都市も、全てはこの国の近代が成し得た先人たちの遺産。それが何か

自分や親のお陰だと勘違いした者が「若者は幸福だ」と叫ぶ。国家の危機を救うことは我々のイ

ンフラを救うことに等しい。2011年10月10日(月)
 
・親の金で相続するインフラの無謬性を疑わず、自己の友人関係にのみ依拠してそのことに至高

を感じるいわゆる「リア充」には、いくら国家や国防を叫んだ所で「キモイ」の一言で終わる。

しかし、そのインフラを与えたのは親ではなく、悠久に培われたこの国の歴史と財産であること

に何れ気が付くであろう。2011年10月10日(月)
 
・大学中退の最大の原因は友人が居ないので履修情報の交換が出来ず、それ故単位取得に出遅れ

結果留年（中退）すると何処かで聞いた。戦慄を覚える事実だ。社交性を高校時代に付けなけれ

ば成らぬ。入学後では手遅れ。リア充の共通項は大学ではなく高校時代にあり、その養成は時間

の経過に反比例する。2011年11月01日(火)
 
・実は僕、草食男子とかいう言葉が大嫌いなんです。女性に興味が無いとか、嘘を付くな。ゲイ

でも無いのにそんな奴居るわけがない。自分がモテない事を草食の単語で粉飾するなよと思う。

でも口だけは一人前。そんな戦闘力の無い奴が向上心に眼をギラギラさせた中国人に勝てる訳が

ない！2011年11月07日(月)
 
・本当のエグゼクティブは日本・海外と線引きして後者を優秀等とは言わない。それを無意識に

飛び越えるのが真の優秀者。坂本龍一や中田英が「自分は海外で〜」と言わぬのと一緒。日本と

それ以外を区分したがる思考こそ貴殿の嫌いな日本人的思考そのものである。（「優秀な人は日

本を捨て皆海外に移住している」というツイッターでの発言者に対し）2011年11月11日(金)
 
・生活保護受給者を叩く人は生活保護受給を叩いてるんでは無くて、兎に角怠け者が嫌なんだと

思う。病気で保護が必要な人を叩いてるんではない。そういう意味では親の金でニートやってる

やつとか、働かない某環境局の公務員とか、そういうのも等しく屑ではないか。2011年12月07



日(水)
 



中国問題・国際問題に関するツイート

・『アフリカンドリーム』泣きそうだ…それでも彼らはフツ族とツチ族の対立を乗り越え、共に
祖国再建を目指そうとしているのか…久しぶりに良質のドキュメンタリー番組。「フツ族とツチ
族は必ず一緒に生きて行ける。何故なら私たちは、おなじルワンダ人なのだから」。（NHKス
ペシャル『アフリカン・ドリーム』の放送内容に際し）2010年04月04日(日)
 
・イランと北朝鮮を悪の枢軸と呼んだ挙句、北だけテロ支援国家の指定を解除したアメリカが

憎い。イランの生活水準は北よりも遥かに高く、紛いなりにも民主選挙がある。ラジオのチュー

ニングが半田付けされてる北朝鮮と誇り高きペルシャの末裔を一緒にするな！2010年06月09
日(水)
 
・僕は中国人と仲良くしたいんだよ。でも圧倒的に無茶苦茶なことを一方的に言ってくるからそ

れは無理だと、そういう話だ。日本側は東シナ海に双方から等距離の中間線を引こうというのに

、中国はおもいっきり食い込んだ第一列島線とか言ってくる。相手の立場を一切考えないその精

神性の異常さが怖いわけ。2010年09月22日(水)
 
・中国の脅威は、その国土の大きさや人口の多さやGDPの多寡にあるのではない。中国脅威の本
質は、自分と違う価値観、違う立場のものを徹底的に封殺すると言う、その精神性の異常さに

ある。今回の尖閣然り、チベット然り、ウイグル然りである。2010年09月27日(月)
 
・僕は中国と仲良くしたいのに、中国が一方的に滅茶苦茶な事を言って来るから無理。双方冷

静に、というが、いつも日本は冷静でフェア。双方から50：50の中間線にしようと提案している
のに。日中関係破綻の責任は100％中国にある。我々はナチよりも凶暴なファシズム国家がすぐ横
にあると自覚すべき。2010年09月28日(火)
 
・しかし、横山光輝の三国志とか、KOEIのゲームとかで、中国に微温的に良い感情を抱いていた
日本の若者の心を中国は踏みにじってはいないか？中国人が祖国を思うのなら、一番祖国に利益

をもたらす相手は日本だろうに。本当に彼らは愛国者なのだろうか？2010年09月30日(木)
 
・これからはJ（日本）T（台湾）V（ヴェトナム）I（インド）の、JTVI包囲網だ！2010年09月30
日(木)
 
・朝鮮戦争で金日成がアチソン＝ライン発言で南進を決意したように、アメリカが一言でも「尖

閣はアメリカが持つ防衛ラインの外にある」的なことを言えば、中国は必ずや尖閣に武力侵攻し

てくるであろう。2010年09月30日(木)
 



・私は常日頃中国文化や中国料理は素晴らしいと思っている。同じアジアの同胞として仲良く共

生できればこれ以上のパートナーは居ないであろう。しかし、隣人と仲良くしたいと言うその日

本人のささやかな望みをいつもいつも無慈悲に打ち砕いてきたのは当の中国であり、中国共産党

自身ではないか。2011年01月16日(日)
 
・必ずや中国は今後10年20年後に、北海道の購入地を「先祖の土地を取り返す運動」などと喧伝
するであろう。これら書類上合法的な「浸潤侵略」はナチスがオーストリアやチェコのズデーデ

ンにやったのと同じ手法である。この様な行為を放置していた代償は、第二次世界大戦という莫

大なツケであった。（北海道の林野を中国資本が買収しているTV放送に鑑み）2011年01月16
日(日)
 
・核兵器を廃絶するのは結構だと思うが、核廃絶を国連が主導するとか、そういう過度の国連幻

想みたいなものは捨てたほうが良いと思う。国連が無力なのはイラク戦争で明らか。そういうポ

リティクスパワーを度外視したお花畑の妄想をやっているから核廃絶がいつまでも出来ないので

はないか。2011年08月09日(火)
 
・歴史を忘却した国家は滅びる。かつてスターリンは自らの大虐殺を徹底的に隠蔽し全てドイツ

軍の仕業に改竄した。ソ連の末路は語るまでも無い。死者の数を倍々ゲームで加算する中国、空

想で歴史を教える韓国、神話しか存在しない北朝鮮。面白い事にソ連の教訓に学ばない愚かな国

々が極東に三つ並んでいる。2011年11月18日(金)
 
・京都議定書とか、あれほど無意味な国際協定はないと思う。日本は世界で最も優れた省エネ大

国で、人類の限りある資源を湯水の如く使い続けているのは中国と米国である。よって削減義務

を課すならこの二国のみよい。にも関わらず、鳩山とかいうのが25%減とか言うんだからその愚
かさは筆舌に尽くし難い。2011年12月12日(月)
 
 



愛国心に関するツイート

・戦争起こった時に国ために戦うか、日本が15％で世界最低。しかし、「分からない」と答えた
割合が6割弱も居てこちらも世界最高水準。要するに揺れているんだな、日本人のナショナリティ
がここに来て。2010年03月07日(日)
 
・その言い方だと愛国心があったから無謀な戦争をした、というふうに聞こえる。それならば、

米英中仏ソも当時愛国心を過激に叫んだ。しかし反省をしていない。要するに戦後我が国の愛国

心警戒は敗戦と教育のせいである。 RT @XXXXXXX 今の日本はその反省から「愛国心」を警戒し
てる。2010年03月23日(火)
 
・右も左も、かけがえない日本人同胞だ。「勝ち組」「負け組」などと日本人同胞を分断するな

かれ。無論、根底には愛国心あっての左右だが、日本の左は「反国家」。彼らこそリベラルを装

って同胞を分断している元凶だ。2010年03月23日(火)
 
・「国を憂う」という態度は民主主義国家の国民にあっては本来デフォルト（中道）の政治姿勢

であって、それを「右翼」と呼ぶこの国の異常性。2010年06月25日(金)
 
・10年前までは、日の丸ペインティングだけで「右傾化か？」と『AERA』が騒いでいた。それに
比べれば大変な進歩であるなぁ。2010年06月25日(金)
 
・僕はこの国を愛している。愛しているからこそ、この国の理不尽な制度やシステムは破壊する

べきだと思う。そういう意味では僕は左翼なのかもしれない。でも、これこそが正しい左翼の姿

勢だとは思わないだろうか。2010年09月22日(水)
 
・アメリカの左右の差は、中絶・同性愛・医療保険・銃規制等の問題で、左右どちらも愛国心

がベースにある訳だが、日本の左右はまず愛国心の有無だというんだからお笑いだ。ガラパゴス

を通り越して、異次元国家日本。2010年10月05日(火)
 
・「何も知らないけど私はこう思います」は意見ではなくただの偏見である。偏見と差別は無知

から醸成される。我々は今こそ正しい事実を学び、自らの意見を「主張」に格上げしなければ成

らない。いつまでも意見という名の偏見を垂れ流すサヨクと対峙するための武器は知識だ。2011
年01月02日(日)
 
・愛国者には「変人」が多い。無報酬のデモに自腹で参加し、サヨクに「右翼」とレッテルを貼

られても活動を続け、何の見返りも無いのに偏向メディアの危険性を伝える。損得のみで動いて

きた戦後サヨクには愛国者が「変人」に映るのだろう。この国では「変人」に成らなければ普通



のことが出来ない。2011年01月02日(日)
 
・僕は共同体主義者である。自らの属する、愛すべきパトリは僕の場合、千葉県や松戸市という

事になるが、同じ民族が列島に均一に居住しているを鑑みると、愛すべきパトリの対象は必然的

に「日本」となる。サヨクもこう考えてはどうか。2011年01月28日(金)
 
・僕たちは保守じゃない、中道だと思う。国を愛するのは国際的には当たり前のこと。それが日

本では保守の条件というのが異常。左右の違いは愛国心を前提とした政策的違いのはず。だから

僕は愛国左翼。国際基準ではリベラルなのに、わざわざ愛国左翼と名乗らなければならない不

思議。2011年05月03日(火)
 
・戦後日本の体制が愛国心なきサヨクだったわけだから、彼らこそが体制で保守派。それに対す

るアンチは実のところ本当の意味での反体制・左翼であり、愛国左翼のはずだ。2011年05月24
日(火)
 
・在日認定というのはナチがやった粗悪な優性論と同じです。血統によって人格が形成される

なら、後天的に「愛国に目覚めた！」というお話は矛盾。日本人なら生まれつきの愛国者に成ら

ねばおかしい。環境変化を信じないならば、自らの「目覚め」とやらも眉唾です。2011年08月05
日(金)
 
・「一般人だから知らなくても良い」「一般人だから無根拠な事を書いても良い」は間違いでは

ないか。ギリシア・ローマ方式で言うならばそういうのを「一般人」とは呼ばない。単なる愚民

である。一般人だからこそ日本国民である気概と教養を持たねば成らぬ。2011年08月05日(金)
 
・我が国には正しい左翼が存在しない。国の為に既成の枠組みを破壊し利権と一体化した権力を

糾弾する。これはリベラルの仕事だが日本では弱者が体制となりサヨクが欲のみの権力者になる

。左翼には本来愛国が内包されてるので愛国を付けるのは滑稽だがこんな世の中だから僕は敢え

て愛国左翼を自称している。2011年09月25日(日)
 
・貴方が母譲りの美人なら母に感謝するであろう。父譲りの美男子なら父に感謝するだろう。家

が富豪なら両親に感謝するだろう。それと同じく、貴方を含む我々が豊かならその親なる祖国日

本に感謝する筈だ。その親が危機に瀕すれば助けるだろう、あれこれと行く末を思案するだろう

。それが自然なる愛国心だ。2011年10月10日(月)
 
・愛国心とは後天的に涵養すべきものであり、覚醒するものではない。愛国心とは生まれながら

備わっているものではない。よって愛国心に「覚醒」する事をして良とする人々の言が時に軽薄

なのは、愛国心を生来のものとして覚醒・発見する事のみが終着点で、努力による知識や教養の



醸成が伴わないからである。2011年11月16日(水)
 
・「世界から尊敬される日本」とか「日本は世界の希望たり得る」とか、自分的にはごく平凡な

文章が、やれ国粋主義だ軍靴の足音だと言われるようであれば、日本人の中に自国を貶める戦後

体制に洗脳された愚民が数多く存在するか、若しくは日本人がよほど謙遜が好きなのかのどちら

かだと思う。2011年11月18日(金)
 
・その人物の所属や背景で耳を閉ざす者は、最早何らの知的進歩はなく知的死に体の状態。自民

党支持者は赤旗を、共産党支持者は産経新聞を求めなければならない。「あいつは在日だから

」「あいつは右翼だから」は同じ穴の狢だ。こうして知性が後退していった結果、最終的に行き

着く先はレイシストである。2011年12月08日(木）
 
・今日凄い話を聞いた。オーストリア人でウィーン大をでた秀才（20代)が、日本の心に触れたい
と上野天満宮の神職になっているという。日本と神道に魅いられた彼の文章はどうみても日本の

若者。まるで平成版小泉八雲ではないか！日本人とは血統ではない。日本人なのに日本を忘れた

現在。君は日本人か？2011年12月27日(火)

 



沖縄に関するツイート

・沖縄が反ヤマトなんてありえないだろう。日本人同胞なのに。潜在的に反米、米軍基地が自衛

隊基地だったら感情は違うはず。要は米軍出て行けって本音では言いたいはずだ。俺も含めて

。2010年03月23日(火)
 
・市井の沖縄県人もアイヌ人も、本当に「俺たちはヤマト民族とは違うのだ」という意識を持っ

ているのかな。なんか僕には、左翼の活動家が無理やり煽ってる様な気がするんだ。わざわざ寝

た子を起こす様にしてさ。2010年06月08日(火)
 
・僕は本当は沖縄から即刻米軍基地が無くなれば良いと思っております。自国の領土・安全の保

障を条約により他国軍に委ねていると言うのは異常。そういう意味で伊波氏（伊奈洋一、社民党

）の主張は本質的には正しいのであるが、じゃあ自衛隊増強・自主防衛と成らない所がまた異常

なわけで…2010年11月29日(月)



北海道に関するツイート

・北海道には名家とか旧家とか土着の○○と言う概念が無いから、すぐに外来の危険な価値観に

巣食われる。統一教会、異常なNPO、社民党、市民団体とか俺の周りにうじゃうじゃといた。み
んな窪塚洋介の勤労者バージョン。当然やる気が無いから失業率は高い。2010年02月28日(日)
 
・北海道新聞（愛称どうしん）は、地方紙にしては準全国紙並の取材体制を持ち、北海道内では

圧倒的な独占体制で君臨しています。朝日も読売も、北海道ではマイノリティ。どうしんは異常

。2010年08月27日(金)
 
・因みに北海道新聞は国旗国家法云々の時、地元の左翼学生がやってるたった2人のサークル（日
の丸に代わる国旗を考える会）を大々的に特集していた。だったら、今回のデモ2,600人は1,300
回に渡って記事にしなければ。（尖閣諸島抗議デモ2,600人集結に際して）2010年10月04日(月)
 
・小中学校の教員を養成する国立の教員養成系大学は全国に設置されているが、その中でも北海

道教育大学は全国最大で、札幌・旭川・函館・釧路・岩見沢の道内5ヶ所に独立大学を有する。全
国的にみても異常な北海道教育大学の巨大さは、北海道の左傾化に拍車をかけているように思

える。2011年05月24日(火)
 
 



自衛隊/軍事/安全保障に関するツイート

・こっそり長崎型を10発ぐらい作って、核疑惑がおこったら「遺憾の意」、核査察が入ったら「
極めて遺憾」、などとお茶を濁しておけばよい。そのうち公然の秘密になるから。イスラエルの

ように。2010年02月28日(日)
 
・何故「後方支援」を戦争行為じゃないと思うのだろうか？古今東西の戦争で、後方支援・兵站

がもっとも重要なのは明白。日本人の軍事知識の無さの方が危機的。 2010年03月11日(木)
 
・核兵器は意外と平和利用ができると思っている。月面や火星の開発（峡谷や岩石の爆破）、地

球に飛来する小惑星の粉砕など。この兵器は人を殺すために二度と使用してはならない。2010
年04月12日(月)
 
・基地はあってもいいんだよ、それが日本軍の基地ならな。アメリカの軍人はガンダムもエヴァ

観ないけど、自衛隊員は観てる。アメリカの軍人はジャンプもモーニングも読まないけど自衛隊

員は読んでる。同じ日本人ってだけで全く違うんだよ、だから外国軍じゃ駄目なんだよ。2010
年05月28日(金)
 
・じゃあ貴方の街に自衛隊が来たらどうするの、というが俺の街にも自衛隊居るし。何の問題も

無い。それが外国軍なのが問題な訳で、基地出てけでは無くて、「アメリカ軍出て行け」が正解

。そうすると愛国心の話になるが、左翼はそこが欠落しているから永遠に解決できない。2010
年05月28日(金)
 
・日米安保維持のほうが自主防衛より安上がりだから・・・そういう損か徳か論で語りだしたら

日本なんてアメリカの州になったほうが得なんじゃないの？そういう損得論は人を腐らせ滅ぼす

と思う。「損得で生きて何になる！？」by最強伝説黒沢 2010年06月01日(火)
 
・正直、女子中学生を装甲車に轢き殺されて反米一色に染まった韓国人の方が反応としてはマト

モな気がする。おいおい、日本は広島と長崎で30万人焼き殺されてるんだよ？ RT @XXXXXXX
米軍基地への論議にも関わらず、怒りの矛先は鳩山首相 2010年06月03日(木)
 
・いい加減その軍事アレルギーみたいのやめてほしい。世界中から資源を買っておいて、「目に

見える」軍事の部分だけ駄目とか、都合が良すぎる。戦争や軍事に関わりたくないのならブータ

ンのような国になるしかない。でもそれは嫌。なんとも勝手な国だ。2010年06月16日(水)
 
・日本で一番でかい空港って成田でも羽田でも関空でもセンとレアでもなく嘉手納基地だもんな

。2010年07月21日(水)



 



政治に関するツイート

・戸別訪問はダメ、ネット運動はダメ。「得体の知れない技術で不正をする奴がいる」という

発想。要するに国民を信用していない。根本からして見下している。放っておいたら大衆はいい

加減なことをすると言う思い込み。日本で許認可が多すぎるのはその理由。2010年02月28日(日)
 
・選挙中にネット使っちゃダメと言うのは、電車の中で携帯使っちゃダメと言う科学的に無根拠

な「自分の知らないモノへの恐怖」に突き動かされた老人の情動。2010年02月28日(日)
 
・民主党はここで外国人参政権反対を鮮明にすれば参院選で保守派を取り込めたろうに…なにの
農協とか医師会とか自民党の旧い利権団体ばかりを取り込もうとしている。選挙戦術として全く

間違っている。小沢氏が選挙の神様なんて真っ赤なウソである。2010年03月01日（月）
 
・後世の人間は「何故あなた達ドイツ人はナチスを止められなかったのか？」と問う。それと同

じく、100年後の子孫たちに「何故あなた達は自民党の腐敗と民主党の暴走を止められなかった
のか？」と問われたときに我々はぐうの音も出ない。2010年05月10日(月)
 
・そうそう、戦前（戦争直前のやばい時期）の日本も1年ごとはおろか、ほんの数ヶ月毎に総理大
臣が交代していた。林銑十郎（4ヶ月），米内光政（6ヶ月），阿部信行（5ヶ月），平沼騏一
郎（8ヶ月）…そうして日本は戦争に突入して負けたわけだが。2010年06月02日(水）
 
・自民党がバブル後に使った公共投資500,000,000,000,000円、はやぶさ2号の予算17億円。はや
ぶさから貰った希望プライスレス。2010年06月16日(水)
 
・何で参議院なんて無意味な議会を作ったんだよ、貴族院じゃない時点で無意味だろ…良識の府
って、あんた谷亮子にそんなもの期待できないよ。参議院の数合わせのために連立を組まなくて

はならず、日本の成長が阻害されていると思う。2010年06月22日(火)
 
・小泉内閣が10年続いていれば、いまごろ安倍氏が体調を万全にしてアップを始めていたに違い
ない。てゆうか十分にその可能性があったのに、5年で手放してしまう変人・小泉元総理。日本の
改革が5年で出来るわけは無いだろうに。2010年08月26日(木)
 
・廣田弘毅（11ヶ月）、林銑十郎（4ヶ月）、平沼騏一郎（8ヶ月）、阿部信行（5ヶ月）、小磯國
昭(9ヶ月)、鈴木貫太郎（4ヶ月）⇒1945年日本敗戦。安倍晋三（12ヶ月）、福田康夫（12ヶ月）
、麻生太郎（12ヶ月）、鳩山由紀夫（9ヶ月）⇒201X年？。2010年08月26日(木)
 
・ニクソンは「声無き声の普通のアメリカ人の為に政治をやる」といって無名候補から一躍大旋



風を巻き起こして大統領になった。プロ市民でも活動家でもない、「普通」の声無き一般国民の

為でなければ政治など嘘である。大丈夫ですか民主党。2010年08月27日(金)
 
・自由党時代の小沢一郎氏なら支持していたが、民主党では徹底的に田中派の土建政治に逆戻

り（？）している。要するに、彼には確固とした政治信条は無く、日和見で政策を変え、その時

の権力の台風の目に成る事のみを志向しているように思える、と思われても仕方ない。結局小沢

が何なの未だに分からない。2010年09月01日(水)
 
・小沢が改革派だとか言う人は一寸どうかしてると思う。”小鳩内閣”時代に彼らがやったことを思
い出せ。農業所得補償、郵政民営化の後退、土建票の復活、高速道路無料化凍結、子供手当て、

高校無償化検討…、全く改革とは程遠い田中派の社会主義経済だ。2010年09月15日(水)
 
・日米戦をずーと反対し続けたのは、共和党のフーヴァー。日本初訪問は共和党のフォード。そ

れなのに日本のマスゴミはマケインを無視してオバマ一色の愚かさ…。2010年11月23日(火)
 
・公明党の異常性は宗教政党だからなのではなく、表向きは平和を標榜する中道？政党でありな

がら、その実態は池田大作を頂点とするヒエラルキー、池田の支持によって一糸乱れぬ動きをす

る闘争集団であるところにある。初期のナチスに酷似している。2010年11月25日(木)
 
・小泉が支持されたのがワンフレーズ・ポリティクスとか演説がうまいとか、マスコミによる大

衆蔑視である。小泉の構造改革路線が時代の要請として必要であると、具体的な政策に詳しくは

無くとも、およそ殆どの国民が皮膚感覚で感じ取っていたからこそ小泉は支持を受けたのである

。2010年11月27日(土)
 
・与謝野氏の「たちあがれ」参加の時点で、”打算的結婚”はミエミエであった。思想が違う平沼氏
と与謝野氏が一蓮托生などありえない。損得だけの打算的結婚は必ず破綻する。そして現に破綻

した。ドイツとソビエトの”打算的結婚”がその後どのようになったか。言うまでも無く今回も同じ
である。2011年01月13日(木)
 
・復興増税とか、復興目的消費税とか、キチガイの類。いまこそ減税・産業育成国債発行だろ

うが。お前ら散々子供手当とか農業戸別補償に何十兆も費やしたのに、なんで未曽有の復興だけ

増税で賄おうとするのか。異常か。金は出して防衛・科学・復興はないがしろ。流石自民党経世

会＝民主党やな。2011年04月21日(木)
 
・敢えて僕流に。右翼「急峻な道を行くのは日本人だけ。朝鮮人は付いてくるな」保守「体力の

ない同胞を見捨てるわけにはいかぬ」左翼「選ばれた者たちだけで登ろう」サヨク「山登りより9
条ダンスを踊りましょう！」S価「池田先生が登れと言えば」2011年04月22日(金)



 
・福島みずほよ、真に日本国を憂いて脱原発を言うのならば、いちいち社民党の宣伝と絡めるな

！浅ましいその態度そのものが社民党凋落の原因だとわからないのか。（福嶋みずほの朝まで生

テレビ出演に際して） 2011年05月28日(土)
 
・俺は石原発言に激怒したゲイ団体のブログで、かの有名な「硫黄島の星条旗」をレインボー旗

に取り替えて硫黄島に突き刺しているコラをみた。発言一つでここまで英霊を侮辱するのはど

うか。どっちも狂ってる。（石原慎太郎都知事の「同性愛者はちょっと足りない」発言での反応

に際し）2011年06月23日(木)
 
・民主党は社会党の残党と自民党のサヨクが合流した革新政党であり、政権交代とは単なる55年
体制でなし得なかった社会党の悲願を民主党が代弁してるにすぎない。つまり政権交代とは、単

に保革逆転した60年前の政治状況が繰り返されているだけ。騙されるな。いま我々は社会党に統
治されているのだ。2011年08月10日(水)
 
・名前が同じという理由で千葉県野田市にテレビ局が来る→最初の支持率をご祝儀相場と揶揄す

る→組閣で反小沢との抗争の図式にもっていく→些細なスキャンダルが発覚→単語の使い方の間

違いや読み違いを殊更に強調→ポスト野田の合唱→野田で選挙は無理→辞任→1に戻る。（野田首
相の誕生に際して） 2011年08月29日(月)
 
・日本は政治献金についての規制が厳しすぎる他、選挙行為、土地建物、営業起業、航空、物流

、保健衛生等あらゆる物が規制大国である。これは「民衆は放っておいたら何をするか分から

ない」という官の大衆蔑視だ。大衆は悪事をするに決まっている、という思想がこの国の許認可

制度の根底にある気がする。2011年09月08日(木)
 
・私なりにTPPを勉強した結果、デフレという凍傷により体力を温存しなければならぬのに「捜
索隊をこちらから捜しに行こう」と、わざわざ吹雪の山小屋を飛び出すのと同じ行為と例えて

いる。この場合じっと小屋の中で体力の回復と吹雪が止むのを待つが正解。天候が好転してから

積極攻勢をしても遅くない。2011年11月01日(火)
 
・デモの時いつも疑問に思うことであるが、『民主党解体！』で本当にいいのだろうか。解体し

て分裂した残党が何食わぬ顔で連立政権に参画したら元の木阿弥ではないか。それをやってきた

のが、民主党の前身である新進党と旧社会党である。民主党解体！ではなく『民主党絶滅！』が

筋ではないか。2011年11月07日(月)
 
・ブータン国王陛下の晩餐会を欠席し、パーティに顔を出していた一川防衛大臣。ブータンへの

非礼極まりない態度はもとより、ブータン国土の北部を侵略している中国に対し、日本の国防担



当者がまるでそれを黙認しているような、北京へのメッセージとの解釈を世界に与えているので

はないか。重大問題である。2011年11月20日(日)
 
・鳩山由紀夫というのは本当に「戦後」の塊。日本は日本人だけのものでない、という地球市民

思想を筆頭に、産業を絶滅させるとでも言いたいのか「鳩山版モーゲンソープラン」のCo2・25
％減、軍事知識が皆無なのに普天間に口を出し全てを台無しに。こんな屑が首相だったのだ。後

世に残る暗黒の1年だ。2011年12月12日(月)
 
・「地球環境」というとすべての免罪符になるらしい。私が小学生の頃からその傾向は顕著だ

った。漢字も碌に書けない子供にこの星の気候変動などという大スケールを教えてどうする。軍

事も政治も地理も歴史も抜け落ちて、環境と国連と人権だけが突出。そうして生まれるのは鳩山

のような屑である。2011年12月12日(月)
 
・軍事知識ゼロの幸運な素人が首相になり普天間に口を出して沖縄を滅茶苦茶にして首相をほう

り投げた鳩山由紀夫は田園調布に土地200坪建物110坪の大邸宅を有し、自動車関連株350万株を
保有。その口で「Co2 25％減」等と産業根絶を国際公約。菅で忘れがちだが鳩山の屑も絶対に忘
れるな。2011年12月12日(月)
 
 



歴史（近代以前）に関するツイート

・江戸時代は奉行所が「2両以上窃盗は死刑」を厳格には適用してなくて、実際には10両盗んでる
けど書類上2両未満にして死刑にしなかった例が殆ど。一般民衆をボンボン死刑にしたら社会不安
になる。江戸幕府も上手いこと考えていた。だから260年も続いたんだな。2010年07月29日(木)
 
・その通りです。今の価値観で過去を見ると、鎌倉幕府は独裁政府、江戸時代に人権はなかった

、ピラミッドは強制労働の産物、という風になる。それじゃトンデモ史観なんでｗｗｗ RT
@XXXXXXX 歴史を当時の価値観でみるべきだというあなたの意見に共感しました。2010年08
月19日(木)
 
・地方分権の好例としてよく江戸時代の幕藩体制が挙げられるが、あの時代殆どの藩は中央（

幕府）の意向に右に倣えで、真に独自色を発揮していたのは絶対に取り潰される心配の無い御三

家くらい。日本人は何時の時代も中央の顔色を伺うのが好きだ。2010年09月07日(火)
 
・江戸幕府中興の祖、徳川吉宗の享保の改革の主軸は、増税ではなく税収納率の向上であった。

つまり、税金計算の母数から逃れている農民のへそくり的な隠し田などを一斉に検地し直したの

である。現在で言うなら、税申告が当人に任されている自営業者や農業者からの徴収の厳正化で

ある。2011年11月09日(水)
 
・「白川の清き流れに耐えかねて元の濁りの田沼恋しき」この句は寛政改革でムダ削減を断行し

た松平定信への皮肉と、賄賂社会であった田沼時代への懐古を謳ったもの、とされる。しかし田

沼＝金権腐敗のイメージは定信による中傷工作であり、改革の実体は増税と大不景気であった。

民主党、歴史は繰り返す。2011年11月16日(水)
 
 



歴史（第二次世界大戦）に関するツイート

・沖縄戦で玉砕した大田中将は、東京に向けた決別の電報「沖縄県民かく戦えり」で「県民に対

し後世特別の御高配を」と打った。それを思い出すたび、戦後の沖縄に対し「特別のご高配」

を行っているとは思えない。「特別のご高配」とは敵である米軍基地を追い出すことではない

のか。2010年02月26日(金)
 
・Heart of IronⅡというWWⅡを再現したゲームがある。これを米側からプレイする。物量に任せ
て連合艦隊をボコリ、マリアナ⇒比⇒沖縄と史実通りに攻め日本降伏。占領後、日本を独立させ

ると沖縄が米領になり、日本の政体には「日本はアメリカの属国です」と表示されて笑えない

。2010年03月02日(火)
 
・日本は戦前から陸海軍が別々に兵器研究していた。一方アメリカは官民の垣根を超えて膨大な

予算をかけ真空管と原爆の開発を行った。「陸海軍相争いて余力をもって米英と戦う」、この構

図が現在まで続く…2010年03月03日(水)
 
・東京大空襲では日本の迎撃機はB-29を12機撃墜、43機に被害を与えている。一応、彼らも力を
尽くしたんだよ。2010年03月11日(木)
 
・沖縄戦の前に台湾が主戦場になると考え、精鋭を台湾に配置していたんや！あと沖縄戦が始ま

る前に県知事が本土へ疎開命令を出しているんや！その避難船を米軍は魚雷攻撃で沈めたんや

！（対馬丸）2010年03月11日(木)
 
・戦時中には防空法があり、空襲で延焼があった場合には市民に消火義務（罰則）があった。だ

から、3月10日の空襲では消火しようと逃げ遅れ、犠牲が増えた。所がその後、消火は不可能だと
悟り警報の段階で退避。「国民は軍部に洗脳されていた論」はこの事からも誤り。祖先達はそん

なに馬鹿ではない。2010年03月11日(木)
 
・東京大空襲は3月10日が有名だが、その後米軍は5月・6月と実は東京大空襲を上回る規模の空襲
を行っている。3月の空襲では10万が死んだが、その後の2回の大空襲では併せて3,000人程度しか
死ななかった。これは市民が教訓として焼夷弾の初期消火を諦め、警報の時点で退避行動を取っ

たため。2010年03月11日(木)
 
・何を言っているの？沖縄の基地は占領時代に米軍が強制収容した土地を、返還後に日本政府が

追認しただけに過ぎない。日本人が進んで提供した土地など無い！ RT @XXXXXX 沖縄の基地を
提供する代わりに米軍が命をかけて守ってくれてる有難さ。2010年03月12日(金)
 



・1943年にガダルカナルで敗北して撤退したのを時の大本営は「戦略的転戦」と言い換えた。そ
れ以来、敗戦を終戦、占領軍を進駐軍、軍隊を自衛隊…全部言い換えて本質をぼかしている。「
いじめ」もその一種。あと売春を援交。2010年04月09日(金)
 
・全くその通りです。朝鮮も枢軸の一部なのです。ところがあちらでは李承晩が亡命政府で日本

と戦った事になっている。 RT XXXXXXX そもそも、戦前の朝鮮は日本の一部だったのですから、
本来ならば韓国も「当時の日本の一員」として一緒に謝罪と賠償をしなければおかしい。2010
年07月08日(木）
 
・何でもBL（ボーイ・ズラブ）にしないと学ぼうとしない、BLにしたところで歴史の勉強などし
ようともしない。「ヘタリア」をはじめ、こういう近現代史に無知すぎる日本人の風潮に亡国の

兆しを見る。2010年08月06日(金)
 
・今まで日本人は、こと第二次大戦の話題になると、「難しい問題」「よく考えて…」等と口を
濁してきたが、それは配慮や遠慮が友好を生むという誤った考え方だ。これからの日本人は、例

え相手に不利でも堂々と自分の考えを述べるべき。配慮を基礎とした主張は如何なる外国人にも

尊敬されない。2010年08月18日(水)
 
・半藤一利『ソ連が満州に進行した夏』は、「自分が考えている事と同じことを相手も考えてい

るに違いない」という甘い考えが、如何に破滅を招くかという事が克明に描写されている。これ

は国家間の戦争のみならず、取引や交渉といった個人でも同様である。名著なので是非読んで欲

しい。2010年09月02日(木)
 
・バターン死の行進の元米兵に外務省が公式謝罪「非人道的な扱いを受け、ご苦労され、日本政

府代表として外相として、心からおわび申し上げます」までは百歩譲るとして、「エノラ＝ゲイ

、ボックス＝カーのクルーとマンハッタン計画の責任者も広島・長崎で謝罪することを期待する

」くらいは言わないと。2010年09月14日(火)
 
・1930年代半ばの国民総生産順位は1位アメリカ、2位ソ連、3位イギリス、4位ドイツ、5位フラ
ンス、6位日本、7位イタリア。それから約80年経った現在（2010年）の順位は、1位アメリカ、2
位中国、3位日本、4位ドイツ、5位フランス、6位イギリス、7位イタリア、8位ブラジル。2010
年12月17日(金)
 
・硫黄島の戦いで栗林中将は「絶対に此方から突撃はするな」と厳命した。硫黄島守備隊は砂地

の奥に堅固なトーチカを作り地下溝を掘ってムダな積極攻勢をせず、徹底した守勢で米軍に2万の
損害を与えた。つまり、劣勢の時は絶対に自分から攻勢を掛けてはならない。TPPも同じではな
いか？ 2011年11月01日(火)



 
・本当の枢軸国とは、ドイツ・イタリア・日本・オーストリア・韓国（北含む）・台湾・フィン

ランド・ルーマニア・ブルガリア・チェコ・スロバキア・ヴィシーフランス（準）・スイス（準

）を言う。これは一寸近代史を齧れば常識。これを知らなくして「歴史が得意」とか笑止！そん

な奴はD評定（落第）だ。2010年12月17日(金)
 
・TPP推進派曰く「バスに乗り遅れるな」の意味を知っているのだろうか？この言葉は日独伊三
国同盟締結の際、ナチが仏に電撃侵攻してパリを占領した輝ける枢軸軍初期の活躍を見、日本も

枢軸の世界分割に遅れると世論を煽った新聞の論調。その後「バスに乗った」イタリアと日本は

どうなった？2011年11月10日(木)
 
・仏全土を占領したヒトラーはピレネー山脈を越え、フランコに直談判に行った。スペイン枢軸

加盟への誘いだ。処がフランコは地中海での伊海軍の弱さと独の国力を冷静に見抜いていた。彼

はシエスタのフリをしてヒトラーを追い払う。フランコは独裁者だったが同時にタフネゴシエ

イターであった。2011年11月10日(木)
 
・バスに乗り遅れるなの掛け声の下、それに乗った伊と日本の結末は言うまい。ここで一つ、バ

スに乗れと勧誘され続けて最後まで乗らなかった国があった。フランコのスペインである。同国

参謀部は独の将来的必敗を予想し枢軸参加の誘いを巧みにかわし続けた。そして戦後、スペイン

の躍進が始まる。2011年11月10日(木)
 
・真珠湾攻撃を当時の米大衆紙は「ダーティ・ジャップ」と非難。在米日本大使館は市民に取り

囲まれ大騒動に。その後、「真珠湾攻撃の復讐」と称して学童疎開船を撃沈、民間人も戦闘員だ

として大空襲。広島は軍事都市である、と嘯いて外科病院の上空に原爆投下。どちらが「ダ

ーティ」だろうか。2011年12月08日(木)
 
・真珠湾攻撃により自由と民主主義を守る大義とやらを得た米国。ところがこの時米政府は、西

海岸の日系人約12万人を「敵性市民」として全財産を没収し、強制収容所への連行を始める。
12.8は在米日系人の悲劇の始まりの日である事も忘れてはならぬ。米国でこの様な待遇を受けたの
は日系人だけである。2011年12月08日(木)
 
・従軍娼婦はどの国の軍隊にも存在したが、娼館を設置せず一般兵の強姦に任せたソ連軍に比べ

ると第二次大戦下で殆どの列国は大人しいものだ。日本は朝鮮を国土にしていたとはいえ内地と

の格差甚だしく身売りして従軍娼婦になった者もいるが契約であり強制は皆無。従軍慰安婦とい

う嘘は根絶されねばならぬ。2011年12月14日(水)
 
・従軍慰安婦の真実とは日本軍と契約した従軍娼婦であり、公娼である。これは第二次大戦当時



の米独仏英蘭の列国全部がそうだ。従軍慰安婦などという嘘をこれ以上放置してはならない。そ

のうち連中は、勤労奉仕も、隣組の防空訓練も、朝礼やラジオ体操まで「軍の強制だ」と称して

損害賠償を要求してくるぞ。2011年12月14日(水)
 
・従軍慰安婦というのは嘘で、日本軍との契約に基づいた娼婦だ、と言わないと大変な事になる

。歴史を改竄して金儲けが出来る前例を作れば「援助交際は日本政府の強制だ」と50年後に言い
出す奴が出て来る。その時に「事実と違う」という声が封殺されたら。恐ろしい未来を防ぐ為に

も従軍慰安婦にNOを！2011年12月14日(水)

 



広島原爆/長崎原爆に関するツイート

・広島の原爆が原爆ドーム（産業奨励館）の上で炸裂したと誤解している人が多いが、実際はそ

こより数百メートル離れた島外科病院上空550メートルが爆心。ちなみにこの病院は現在も営業中
。当時の院長は岡山に出張中で無事だったが、入院患者と看護婦は全員爆死している。2010年03
月11日(木)
 
・広島原爆の折、とある薬局が空襲の用心にと地下室に薬剤を疎開させていた。原爆で薬局は

壊滅，経営者の両親も即死。一人疎開していた長男が廃墟の土を掘ると、薬品は無傷であった。

戦後、長男はその薬を元に薬局を再建。現在も子息が市内で営業中である。2010年05月23日(日)
 
・ちなみに、「はだしのゲン」で原爆がパラシュートをつけて投下されている描写があるがあれ

は中沢先生の間違い。原爆本体は素で落下して、パラシュートがついてたのは計測器。2010年07
月27日(火)
 
・「映像の世紀」で、被爆直後の広島に何にも無い（瓦礫すら無い）のは、あれは枕崎台風の直

撃を受けた後に撮ったものだからで、被爆直後には瓦礫とか被災者のバラックとか一杯あったん

ですよ。2010年07月27日(火)
 
・多数の被爆者の方が「落下傘」を目撃したため尾ひれがついたのです。因みに落下傘がついた

計測器は爆発が正常に行えたかを硫黄島の米軍基地（当時占領されたばかり）に送信する役割

。2010年07月31日(土)
 
・馬鹿げた事実誤認。原爆は軍事施設を狙ってません。広島の目標は相生橋（生活橋梁）、長崎

の原爆は住宅地に落ちた。日本も米の民間人を殺したが、せいぜい真珠湾の100人。しかも真珠湾
は戦艦（軍事施設）だけが目的、原爆は日本市民の殺戮が目的。 RT @XXXXXX 原爆は軍事施設
を狙ってた。2010年08月06日(金)
 
・原爆は「人類の罪」ではなくて「アメリカの罪」なんだ。宮崎哲弥も同じこと言ってるんだな

。原爆の責任を「人類」とかにしちゃうと、アメリカ人はまたいつか同じことをやるよ。だから

原爆の責任はアメリカ人に問わなければならないと思うんだな。2010年08月06日(金)
 
・米軍はわざと広島上空をB29単独で飛行して、「単独行動の米軍機は何もしない」というイメー
ジを広島市民に植え付け、「本番」のその時にできるだけ外に出ているように、警戒心を持たな

いようにと周到に計画していた。あと空襲警報を出させて解除の後投下できるように、わざと先

行機を行かせたり…2010年08月06日(金)
 



・原爆を自然災害か何かと勘違いするような表現が多くて困る。原爆は「落ちてきた」んじゃな

くて、「アメリカに落とされた」んですよ、そこんとこ宜しく。2010年08月06日(金)
 
・チェゲバラがはじめて来日して広島の資料館に行ったとき、「何故君たち日本人はこれだけの

事をされてアメリカに何も言わないのか？」と言ったのは有名です。チェにそういわれると答え

ることができない。2010年08月06日(金)
 
・原爆と言うと左翼の人はすぐ「人類の罪」とかボケたことを言うけれど、もうね馬鹿かアホ

かと。原爆は「アメリカの罪」でしょう。被爆者の方は、表立って言わないだけでアメリカに対

する恨みを今でも持っているのは当然のことだ。2010年08月06日(金)
 
・原爆と言うとすぐアメリカ人は「真珠湾」と馬鹿の一つ覚えのようにいうが、真珠湾で死んだ

アメリカの民間人はせいぜい100人、広島は140,000人。2010年08月06日(金)
 
・第二総軍司令官の畑俊六大将は原爆投下の日、奇跡的に市内で難を逃れ、被災直後の混乱の中

、陣頭指揮を取った。戦後、畑はA級戦犯として訴追されたが、服役ののち釈放、82歳で没した
。2010年08月06日(金)
 
・二重被爆を笑いものにしたBBSの司会者、「原爆直後に鉄道が動いていたことに驚き」とあ
るが、実際は広島市内の壊滅地帯の鉄道は動かず、その東西の両端で折り返し運転を行っている

。罹災証明があれば鉄道を含め交通機関は無料。この罹災証明の有無が、後の原爆症認定のキー

ポイントとなったのは皮肉。2011年01月23日(日)
 
・いま、明日の広島原爆忌を前に、広島市内在住のKさん（爆心から3キロ内で被爆）に久しぶり
に電話。Kさんは僕が高校のとき、広島で被爆体験を話してくれた女性。数年前、偶然連絡先が分
かり、手紙や年賀状のやり取りをしている。夏風邪の様で余り長く話せなかったが、ご健在のよ

うで安心。2011年08月05日(金)
 
 



学校教育/公教育/日教組問題に関するツイート

・日本は学校で「生きる方法」を徹底的に教えない。学校で愛・平和だのの社会主義教育が盛ん

な県ほど青少年が荒れる。それは学校で教えられたことと、現実の落差があまりに凄まじいと青

少年が気づくからだ。2010年02月27日(土)
 
・経済が疲弊して若者に活力が無いのは、君たち日教組が銀行振込のやり方も教えず、株式の何

たるかも教えず、毎日毎日子供にアジアと人権と平和ばかり教えていたからじゃないのか？？

？2010年03月02日(火)
 
・高校時代の同級のM君はいま北教組（北海道教職員組合）に入って9条守れ9条守れと活動して
いるそうです。そんな彼は教壇に立ち、子どもたちに愛平和人権環境国連アジアを毎日教えてい

ると聞きました。ちなみに彼はス◎ト◎マニアです。2010年03月02日(火)
 
・日本の公教育の最大の問題は、日本は資本主義国家なのに、子供に対しては愛・平和・人権・

国連・憲法9条しか教えないから。社会で生きていく経済的概念を一切教えない社会主義・ピー
スボート教育が原因。要は日教組が悪い。 2010年05月01日(土)
 
・日本では学校教育で軍事を教えない。独学で軍事を学ぶと軍オタと言われ、さらに詳しくなる

と右翼と罵られる。一体なんなんだこの国は。2010年06月01日(火)
 
・日本でマルチ商法が横行するのは、「自分でお金を稼ぐ方法＝経済学」を学校教育で教えない

からじゃないのか。どんな仕組みで企業が利益を上げているのか、株式とは何か、銀行の役割と

はetc…こういう基本的な経済教育がゼロだから、夢みたいなマルチ商法にコロリとひっかかる
。2010年08月05日(木)
 
・考えて見れば、僕は子供の頃、交通法規を守れ・掃除当番を守れ・学級会の決定を守れとは散

々教えられた。しかし、小中高の12年間、ただの一度たりとも「国を守れ」と教えられた事は
無かった。こんな異常なこの国の公教育に未来がある訳がない。2010年11月29日(月)
 
・国旗掲揚・国歌斉唱の際に起立しない教員。子供たちがそれを見たらどう思うだろうか。反国

家がカッコイイ、反国家が正義と思ってしまう。しまいには日の丸が侵略の象徴とか、君が代は

軍歌、とか言い出す。そしてピースボートに乗ったり、9条ダンスを踊りだす。ここまで来るとも
う誰にも止められない。2011年05月20日(金)
 
 
 



左翼問題に関するツイート

・サヨク（共産党除く）は中韓の歴史も日本史も何もかも不勉強です。彼らは只「平和・人権・

アジア」と言う自分に酔っているナルです。青春時代の非モテな体験を昇華できず、心の防御と

して成人後ナルシストになるのです。失った青春を取り戻そうと運動している。ブサヨはその所

以でしょう。2010年02月28日(日)
 
・たった140文字の呟きで他人を色眼鏡で見る、そういう無思慮な感性こそがサヨクが見放されバ
カにされ嫌悪される最大の要因の一つだ。2010年03月23日(火)
 
・昔の共産党は日米安保破棄して非同盟中立の自主防衛、千島樺太奪還！といっていたのです、

素晴らしかった。今の共産党は確かに変な人が多めですが、社民党よりは良いです。2010年09
月25日(土)
 
・僕は社民党は駄目だが共産党はマシだと思う。なぜなら勉強した上での左翼だから。国を思う

がタメの共産主義者の共産党員もいるから。ところが社民党は”反国家”の集団、社民党系の若い奴
とか全員ブサイクナルシストです。2010年09月25日(土)
 
・確かに9条ダンスを踊りピースボートに乗る若者と、あずにゃんぺろぺろの若者の両者を比べ
ると、まだしも後者のほうがマシの気がしなくも無いｗｗｗ。9条ダンスの若者は自分しか愛せな
いナルシストだが、あずにゃんぺろぺろはまだ二次元の他者を愛しているからだ。2010年09月27
日(月)
 
・宮下公園問題（ホームレス小屋撤去）の反対派が区民でも無いのにデモをやりシュプレヒコー

ルをやり区議に詰め寄る。そこからはホームレスという弱者に味方している俺ってカッコイイ、

という歪んだ自意識が見え隠れする。普通にホームレスと言えば良いのに、ホームレスの人たち

、と腫れ物。左翼はナルシスト。2010年09月24日(金)
 
・中国や韓国の若者が死に物狂いで自己の生存をかけて闘争を挑んでくるのに、日本の若者はピ

ースボートに乗って9条ダンスを踊るのか、若しくはあずにゃんぺろぺろが関の山か。どちらが生
き残るかは書くまでも無い。2010年09月27日(月)
 
・ルーズベルトと言いトルーマンと言い、フィルモア（黒船）といい、アメリカのリベラルには

碌な奴がいない気がします。自由・人権といいつつ本当に好きなのは自分だけ、という日本のサ

ヨクに通じるきな臭さ・ナルシシズムを感じます。2010年11月23日(火)
 
・東京レズビアン&ゲイパレードに社民党が参加しているのは「弱者に優しい」からではなくて（



弱者って見下しだよね）、「社会的弱者に優しくしている自分ってなんて素晴らしいの！」とい

う自意識・ナルシシズムによるものである、と前々から言っている。2010年11月25日(木)
 
・陰惨な青春時代の代償として受験勝者となった彼らは、その根底に強烈なコンプレックスを抱

えている。それはやがて優越感とナルシシズムに発展する。社会的地位を手にした彼らが失われ

た青春の代償行為として人権・護憲を口にする。法曹界、高学歴者にサヨクが多いのはこの為で

ある。2010年11月28日(日)
 
・常に自分の主張の無謬性を疑い、常に他者と相対化する意見を述べることが教養であり、知性

である事のように、中沢や浅田らに代表される知識人（笑)が若者を洗脳してきた。その結果今の
若者は何一つ決断しないことがカッコイイと錯覚している。例え偏っていても、声を出すことの

一挙手すらできぬのか！2010年12月02日(木)
 
・なまじの教養がある戦後民主主義に洗脳された若者に限って、朝鮮人の中にも良い奴は居る、

中国人の中にも良い奴が居る、白黒で決め付けるのは安直、自分の意見が正しくないのではない

かと言う無謬性を云々…と口にするが、そのまま何一つ自分の決意を述べぬまま、何一つ決定せ
ぬまま、老いて行くが良い。2010年12月02日(木)
 
・社会保障番号の導入には、朝日新聞が「国民総背番号制」という造語を作って妨害。左翼が「

国家権力にプライバシーが掌握される」と騒いで常にこれを潰してきた。左翼のイデオロギー

によって行政の合理化が阻まれ、借金まみれになる日本。2011年06月29日(水)
 
・反天連のデモに潜入して感じた事。彼らは暴徒ではなかった。心の底から天皇制解体と靖国破

壊が善なる行為と信じてる一寸狂った小市民だ。普通に喋るし普通に笑う。デモが無ければ日常

風景にとけ込む垢抜けない小市民。であるが故に恐怖。彼らの妙な無機質さと「普通さ」が怖い

。これが戦後日本人か、と。2011年08月16日(火)
 
・暴力団員と共産党員、どっちかにならないといけないなら、私は迷うことなく共産党員。部落

解放同盟とか、共産党は昔からそういうヤクザ連中と闘ってきた。いまの共産は腑抜けだけど、

全千島奪還を叫び、解同のヤクザとやりあってた大昔の共産党は好きだ。2011年08月24日(水)
 
・ラーメンの汁が一滴ついただけで「服を汚してしまいました」と母親に携帯で報告するH、スカ
○ロ同人誌を大量購入し堂々と赤本の隣に陳列していたM。中国人を殺した犯罪者の子孫である事
を恥じていたT、テポドンのとき北朝鮮は悪くないと半泣きで私に突っかかってきたE。これ皆学
校の先生になった。2011年10月10日(月)
 
・立命館大学は日本共産党が誇るわが国最大の学問拠点である。とくに生協と衣笠はその牙城で



あり、中国の要人が来日した際は必ず立命に寄る。悪名高い立命国際平和ミュージアムは全新入

生が強制連行。2011年11月14日(月)
 
・青春時代の異性コンプレックスが、社会人になってからジェンダーフリーや過剰なセックスへ

の寛容という歪みになって現れる。『カレ、夫、男友達』のプロデューサーも、青春時代を取り

返そうと今躍起なのであろう。（NHK番組『カレ、夫、男友達』放送に際し） 2011年11月16
日(水)
 
・知識が足りないと左翼になる。抽象論しかいえないので議論ができない。やがてそれらは社民

党にいきつく。2011年12月16日(金)
 
 



同和問題/被差別部落/アイヌに関するツイート

・京都の改良住宅の入居者には家賃を何年滞納しても居座る公務員がいるのに、１日遅れただけ

でシリンダーを変えられ、家具を捨てられる人々がいる。バックに何の圧力団体も無い市井の日

本人が今、徹底的に搾取されているこの国の不思議。 2010年03月02日(火)
 
・どうせサウスパークみたいなのやったら部○解放同盟とかてん○ん協会とか創○学会とかが街

宣車とかつれて脅迫に来るんだろう？そんで自主規制で当たり障りの無いお笑い芸人だらけの番

組になるんだろう？ほんとうに「ブサイク」な国だな偽装先進国ニッポン。2010年04月30日(金)
 
・昔、STV（札幌の地元局）の特集で札幌の大学生♀が二十歳を過ぎてから祖父に家系にアイヌ
の血入ってると知らされ、民族意識に目覚めていくというのがあった。元々強烈な同胞意識があ

る在日や、ブラジル人なんかとは全く違う。融和していたアイヌの民族意識を後天的に発掘し、

作られされたという感じ。2011年11月08日(火)
 
・寝た子を起こすな、論がある。これは教育や啓発を過剰に行う事によって同和に無知な層にな

まじの偏見を与えるから、という考え。差別を無くしたくない部落解放同盟はこの考えを全面否

定し、徹底的な人権教育を訴えてきた。同和教育のせいで差別が生まれるから必要ない、と言

い切ったのは同和出身の知人。2011年11月08日(火)
 
・｢寝た子を起こすな｣論はアイヌでも通じる。ただ違うのは、同和で寝た子は揺すれば起きるが

、アイヌで寝た子は耳元で爆竹を鳴らさないと起きない。そもそも北海道で差別意識が存在しな

い所に、大騒ぎして先住民族がどうの差別がどうのと騒ぐのは、内地の人権屋と左翼勢力の策動

とみて間違いはない。2011年11月08日(火)
 
・私は関西の大学に行ってたので、周囲に旧同和出身者が多く彼らは｢同和教育は逆効果｣と醒め

ていた。こうした若者世代に危機感を覚えたのか、部落解放同盟の機関誌である解放新聞は｢市役

所のトイレに差別落書きが!｣等と大騒ぎ。差別を無くせば食えなくなる解同の醜さは出身者からも
憎悪の対象だ。2011年11月08日(火)
 
・最近の部落解放同盟は｢同和地区の歴史と伝統を守れ｣等という。解同は最初、一般地区と融和

させよ!と絶叫していたのに、いざ同和地区が融和して差別が無くなると利権が消滅するので、今
度は同和の特殊性を守れと二枚舌。日本最大のがんは部落解放同盟。被差別のよしみで総連や民

団とも昵懇だ。2011年11月08日(火)
 
・同和地区の住民が悪というのは勘違いです。利権に群がったり、同和関係の不正融資を受ける

周辺には、地区以外の者もたくさん居る。これは部落民を「言われなき差別を伝統的に受け続け



ている人」と解同自身が定義してるから。伝統的に、とは具体的に10年なのか100年なのか。実は
曖昧なのです。2011年11月08日(火)
 
・1950年代の政府調査の結果、同和地区の人口は約300万人であった。その後、住民の自由意志
で「引越し」が行われた結果、現在では約100万人以下。高齢化が進み、改良住宅内のコミューン
も形骸化している。消滅寸前の同和地区を、差別はまだあるとして必死に守っているのが部落解

放同盟だ。2011年11月08日(火)
 
・三大同和利権とは、ずばり住宅・就職・融資である。住宅は自治体が建設した改良住宅への低

廉な入居権。就職とは下水道・ごみし尿部門への斡旋（役所等）だが、最も大きいのは融資で厳

格な審査がある筈の企業への融資を、同和関係だとほぼ無審査。一応低利貸し付け、という体だ

が実態は殆ど未返済である。2011年11月08日(火)
 
・関東では大阪都構想に眉唾の人も多かいだろう。表だっていわれないことだが大阪市と大阪府

の二重行政をなくすというのは同和利権にメスをいれるのと同じ。行政の隙間に部落解放同盟が

入り込んで利権をむさぼっている。大阪都実現は同和利権の根絶に繋がるのを忘れてはいけない

。同和が関西を駄目にした。2011年11月28日(月)
 
・大阪都構想の真の目的は、市と府が二重行政で肥大化している隙間にはいりこんでヒルのよう

に血税を吸っている部落解放同盟の追放と同盟利権の根絶である。解同は民団総連草加と密接な

連携状態にありその中心は関西にある。つまり大阪都構想の実現は、日本の売国左翼を瓦解させ

る突破口になりえる。2011年11月28日(月)
 
・いまいち橋下氏の圧勝にピンと来ない東京の方。溝口敦「同和利権の真相」寺園敦史「同和中

毒都市」等がこの問題を理解する入門書としてお勧め。大阪市役所に部落解放同盟が入り込んで

やりたい放題。覚醒剤の吸引・売買で毎年逮捕者続出。この腐った役所を解体しようというのが

大阪都構想の真の目的だ。2011年11月29日(火)
 
・部落解放同盟は京都から結成された。その先鞭である浅田満は主に京都市役所や関西の自治体

に圧力をかける。いわゆる「解同浅田一派」。この時に獲得した公務員の優先雇用枠（下水/清掃/
し尿/バス運転手）がやがて巨大利権になり今に至る。解同は総連創価など売国左翼の成長と共に
肥大したその元締め。2011年11月29日(火)
 
・大阪都構想の真実1部落解放同盟は50年代に、部落民は差別されているから就職が無いとして大
阪や京都の市役所で主に下水・し尿・清掃等の公務員に優先雇用枠を認めさせた。確かに当時部

落民は困窮していたので一定の評価はできる。しかし部落差別が解消された80年代以降それは巨
大な利権となる。2011年11月29日(火)



 
・大阪都構想の真実2数々の同和対策事業（佐藤内閣以降）により、同和地区とそれ以外の格差は
無くなって同和問題は発展的解消をしたかに思えた。しかし部落解放同盟は長年の交渉の結果、

関西の自治体、特に大阪市・京都市で膨大な権力を行使するに至った。この権力と利権を手放し

たくない解同は>>2011年11月29日(火)
 
・大阪都構想の真実3利権の温存と拡張を始めた。同和事業への不正融資や、同和団体経営の病院
問題などなど、同和利権の闇が明るみに出たのは90年代後半以降である。ゼロ年代に入ると溝口
敦の「同和利権の真相」などがベストセラーになり、しだいに解同への風当たりは厳しくなっ

た>>2011年11月29日(火)
 
・大阪都構想の真実4確かに一時期に比べて熾烈な解同の手口は減った。関西ローカルで同和利権
への追求が厳しさを増した。しかし、一番の問題は一度優先雇用枠として市役所に入り込んだ解

同斡旋の職員は公務員であり、簡単には解雇できないというジレンマだった。優先雇用枠の職員

は総じて士気低く>>2011年11月29日(火)
 
・大阪都構想の真実5覚醒剤の吸引、売買、窃盗など、公務員の常識では考えられない犯罪を犯
す「市役所の愚連隊」と化した。こうした闇は全て大阪市役所と部落解放同盟の癒着から生じた

積年の構造であり、橋下氏の大阪都構想は、この腐れきった大阪市役所を解体して、解同の影響

力を排除する事にある。2011年11月29日(火)
 
・ちなみに同和系の団体として最も巨大なものは部落解放同盟（社会党支持・現在は民主党

支持）。保守系の団体として自由同和会（自民党支持＊但し野中など）。そして共産党系の団体

全人連（旧全国部落解放運動連合会。共産党の下部団体に近い）が主にある。解放同盟と徹底的

に戦ってきたのが全人連である。2011年11月29日(火)
 
・部落解放同盟は全同和地区の住民が過半、解同に加盟してると豪語しているが実際は水増しで

加入率は2割程度とされる。大半の旧同和地区住民は思想の別なく普通に引っ越し、過去に地区住
民だった事も忘れて仕事をしてる。同和に群がるのは甘い汁に誘われた地区以外の黒い勢力もい

る事を忘れてはならない。2011年11月29日(火)
 
・部落解放同盟憎しで「解同は全部駄目」というものもいるがそれは間違い。70年代までの被差
別部落は舗装道路も無く下水道・ガス設備等が無く住宅もバラック同然で凄まじい劣悪な貧困状

態にあった。解同は歴史的には評価できる部分も多い。ただそうした弱者がやがて権力者になる

のが戦後日本の怖い所だ。2011年11月29日(火)
 
 



暴力団/ヤクザ問題に関するツイート

・いまだに「俺ヤクザに知り合いおんねんで」とかいうのを何かのステータスのように喧伝する

恥ずかしい奴も法で規制してもらいたい。 2010年06月02日(水)
 
・暴力団と無縁のところで、日々頑張っている芸能人やタレントを応援しよう。暴力団と昵懇に

しているのが何が悪いと開き直る島田は京都に帰ってヤー公に京都市バスの運転手でも斡旋して

もらえ。まじめにひた向きに努力する人たちが報われる社会にしなければならない。その背後に

暴力団などいらない。2011年08月24日(水)
 
・「ごくせん」のせいかなんか知らんが、暴力団に寛容な奴も多いみたいだけど、いまの暴力団

って人間のクズだから。一般人のくせに「俺、○○組の□□さん知ってんねんで〜」とか強がる

馬鹿が大嫌い。島田紳介ってその典型でしょ。騙されんなよ。2011年08月24日(水)



朝鮮半島/韓国問題/日韓関係に関するツイート

・アルピニストの野口健が各国の登山隊について論評。欧）登山に普段着を持っていく。山頂で

音楽をかけて踊る為。日）登山以外に発想が無いから普段着などない。韓）登頂に成功しないと

帰国出来ないから吹雪でも強行。死亡率が最も高い。野口氏はこの例をして、人生で如何に「

余裕」が大切かを語った。2010年03月01日(月)
 
・言っておきますが、僕は日韓友好論者です。本当の友人関係は、腫れ物を障るような物言いや

、配慮と言う名の土下座外交ではない。お互いの悪い所を言い合えるのが本当の友人であり友好

関係です。2010年08月14日(土)
 
・確かに日本の統治下ではパルチザン駆逐や活動家の投獄とか誤認逮捕とか韓国民に恨まれる事

はしている。ただ、1の被害を1000に誇張するのは余りにもおかしいんですね。2010年08月16
日(月)
 
・中国王朝が明から清に交代した時、清は満州族（蛮族）の国ですから、中華文明の正当なる後

継でない。そこで明朝無き今、朝鮮こそが中華文明の頂点である、と考えたのが小中華思想です

。だから朝鮮は中国を兄と思っていなくて内心では朝鮮が一番と思っている。だから中国とも揉

める。2010年08月20日(金)
 
・日本人は相手と違う事を堂々と述べることが「関係の破壊」に繋がると言う、間違った考え

の元、韓国に対し配慮・遠慮を繰り返してきた。相手と違う価値観を主張する事は、関係の破壊

ではなく友好の基礎である。相手の考えに追従し、相手の価値観を妄信する事は友好ではなく主

従関係である事を肝に銘じよ。2010年08月23日(月)
 
・韓国側と異なった価値観を提示する事、違う考えを堂々と述べる事の何が「対立」になるのか

。まるで日本人が主張する事が日韓関係を阻害しているような趣旨。話になりませんよ、貴方は

もう少し議論できる人と思っていたが残念です。 RT @XXXXXX 先日のような発言をする度に対
立を繰り返す…2010年08月23日(月)
 
・いやしかし、プラネテスやガンダムの時代になっても、韓国が電波史観を捨てずに、「独島は

新羅時代から我が国固有の領土」「アジアで最も豊かだった李氏朝鮮を日帝が潰した」とか言っ

ていたとしたらもう無理としか言いようが無い。あの作品の中ではそうでない事をアニオタの一

人として心より祈る。2010年08月23日(月)
 
・宮崎駿の『もののけ姫』では、価値観の共有は出来ないが、それでも貴方と共に生きたいと願

うことは出来る、と謳っています。サンとアシタカは、お互いを感じながらも一緒に暮らす事は



無い。でも共に生きようと願う。日韓も同じでお互いの差異を認めて離れた所で生きるべきかと

。2010年08月23日(月)
 
・我々は、崔洋一監督が言ったように「客観的な歴史事実」を基に歴史観を構築しなければなら

ないのです。客観的歴史事実とは、日本は朝鮮民族にホロコーストはしていない、朝鮮人を何百

万も強制連行して無いとか、そういう歴史学の常識です。韓国の左派にはそれすら無い。それは

歴史観ではなく電波です。2010年08月23日(月)
 
・チベット統治にもある意味で光の側面があり、ナチの経済政策は良い面もある。歴史の評価と

は明暗が混在していて当然なんですね。人間と同じでゼロイチでは無いんですね。朝鮮側は暗の

部分のみ1,000倍に拡大し、更に明の部分が無いことにしてるのは歴史観として偏ってると。2010
年08月23日(月)
 
・正直、韓国映画は一定程度レベルが高いが、ドラマは陳腐すぎる。脚本も、カメラワークもま

るで駄目。日本の20年前の水準。これで韓国ドラマにはまるというのは、単に映像リテラシー皆
無の人です。2010年10月06日(水)
 
・あるラジオのイベントで登壇者が「新大久保って朝鮮人街ですよね」と発言したら客席から大

声で「差別だ！」という波乱があった。朝鮮人街の何が差別か。朝鮮人を腫れ物に触るように

扱う、その思想自体が朝鮮人を見下し差別している。彼らこそが強烈な見下し君であり差別主義

者だ。 2011年03月03日(木)
 
・1万年と2千年前から恨んでる〜♪8千年すぎた頃からもう独島はわが国の領土 2011年03月03
日(木)
 
・一度「LOST」と韓流ドラマ（何でもいいけど「冬ソナ」「チャングム」あたり）を2画面同時
に比較してみればよい。カットのテンポ、フィルターの使用、画面演出のダイナミズム、ライテ

ィング（照明）技術、OPCGの秀麗さ、脚本の練り上げと均整、どれを取ってもプロ野球と草野球
の差だから。2011年07月31日(日)
 
・日本のドラマは片落ちしたディーゼル車。デザインも経済性も最早現代には通用しない旧式。

ところが韓流はクルマですらなく、屋台のリヤカー。それが電通とフジという交通整理員に無理

やり車線をこじ開けられ、高速道を走っている。しかも一番目立つ車列の先頭に。優秀な後続の

車は堪ったものでない。2011年07月31日(日)
 
・韓流に苦言を呈すと所属事務所を解雇、韓流をパロった芸人が出入り禁止、韓流をdisると人種
差別主義者とのレッテル…同和利権に苦言を呈すと糾弾会、差別レッテル、集団抗議（押し



かけ）、個人脅迫のオンパレードだった一昔前の部落開放同盟のやり方に、今回の件はそっくり

。2011年07月31日(日)
 
・なぜ韓国自体を批判するのがタブーなのか？基地問題でアメリカ批判するメディアが、何故韓

国批判をことさら禁断視するのか？それは韓国は弱者だと思っているメディアの見下しだ。僕は

韓流批判と韓国批判が同一でもいいと思う。2011年08月12日(金)
 
・明らかに米国作品に比べ、質的に劣る韓流ドラマやPOPソングがこれだけ氾濫し、視聴者の選
択肢の幅が狭まっているのは政治的な匂いがしても仕方ない。結局テレビ局と戦後サヨクの韓国

に対する過度の配慮が全ての原因である。2011年08月12日(金)
 
・韓国の反日は国是だから、中国の反日は共産党への反発だから彼らの国内事情を加味すべき、

という人が居る。それが本当だとして何故我が国だけが他国の内情を鑑み配慮する必要がある

のか。日本が反韓教育をしたら向こうは「日本の国内事情だから」と納得するのか。笑止。歪ん

だ似非相対主義に喝！2011年09月25日(日)
 
・韓国政府に告ぐ。日本軍と契約して売春した公認娼婦を、軍が強制して性奴にした従軍慰安婦

との捏造を即刻やめよ。さもなくば日韓関係は後戻りできぬ破滅を迎えるだろう。韓国の老婆を

担ぎ上げ大騒ぎしている日本人に告ぐ。今からでも遅くないから家へ帰れ。諸君の祖父は濡れ衣

を着せられて泣いておるぞ。2011年12月15日(木)
 
・俺が朝鮮人だったら、やっぱり金の死を喜ぶと思う。だって朝鮮族の敵だもの。数百万の同胞

を餓死させておいて同情の余地は無い。ヒトラーの死を喜ぶのと同じ。同じ独裁者でもムッソリ

ーニはおろか、フランコ、カストロ、チャベスの足元に及ばない。毛沢東は格が違うし、ポル・

ポトと同等かそれ以下。2011年12月20日(火)
 
・明日の生活も苦しい北の人民が、何故将軍様に反乱を起こさなかったか。不思議だが、ソダ

ーバーグの『チェ38歳別れの手紙』でその理由が分かった気がする。極貧のボリビアで反政府活
動を展開するゲバラに、現地の貧民は僅かの金で彼を警察に売る。つまり、余りに貧しすぎると

保身しか考えないのだ。2011年12月20日(火)
 
・西側から見るとなぜ北の人民は革命を起こして体制を打破しないのか。と訝しがるが、今日

の米、明日の野菜、明後日の石鹸のひとつに窮する北の人民は、失敗したら死のリスクを伴う革

命が出来ないのだろう。古今革命とは余力のある中産階級がその中枢を担うものである。なるほ

ど金王朝も上手く考えたな。2011年12月20日(火)
 
・北の人民2,000万は漆黒の闇の中で食糧難と圧政で泣き、その貧しさから革命を起こすことも出



来ず、ただ子の死を親の死を座視するばかりである。それに比べ我が日本は、投票所に行けば全

てが変えられる。絶望も個人の力で希望に変える事が出来る。何と幸福か。民主党など金王朝に

比べれば雑魚である。2011年12月20日(火)
 
・私は反日も親日の別なく一個の近代人として、言われ無き圧政と屈従に無辜の人民が打ちひし

がれているのを黙って見過ごすことは出来ない。思想の左右の別なく、理不尽な圧政と暴力を

憎む。その意味で北の人民は救われて欲しいし、その為に金王朝は全部滅亡しなければならない

。ただ望むのはそれだけだ。2011年12月20日(火 )
 
・韓国にとって最大の恩人は日本と米国であり、韓国民はこの2者と共同歩調を取って北朝鮮の同
胞を圧殺する金王朝と対決せねばならない、と韓国人の崔基鎬先生自身が言っているのにね。こ

の期に及んで、南が従軍慰安婦、独島、東海というんならもう救いようの無い馬鹿だわ。国が滅

んでも日本を恨むなよ。2011年12月20日(火)
 
・韓国人よ、朝鮮半島緊迫の今、最大の味方は日本ではないのか？3年8ヶ月の日米戦を同じ帝国
の一員として戦い抜いた日本人こそ君たちの味方ではないのか？同じ資本主義で一応自由主義を

志す日本が君たち最大の同盟ではないのか？この期に及んで従軍慰安婦・独島の韓国人よ、手遅

れになっても知らんぞ！2011年12月20日(火)
 



在日問題に関するツイート

・在日参政権推進の民潭とかは、何か自分たちをコードギアスのイレブンみたいな被害者感覚

で語っているように思える。僕たちは在日を弾圧しているわけでも虐殺しているわけでもない。

本当はみんなと仲良くしたいんだ。2010年03月01日(月)
 
・私が大学のときバイト先でお世話になった在日の社長は、戦前から京都市内に土着している在

日の末裔であり、戦後一夜にして勃興した朝鮮進駐軍のような連中とは違った。戦前からある程

度の財産を形成していた在日朝鮮人と、戦後に不法渡航してきたそれは分ける必要がある。2011
年03月04日(金)
 
・いや朝鮮学校で教えてる事は”歴史観の違い”ではなくて、単に電波じゃないのかね。朝鮮人
を800万人連行した、200万人殺したとかは歴史観じゃなくて異常なプロパガンダでしょう。歴史
観というものは事実を基にしたものであって、朝鮮学校で教えてるのは歴史観ではない。2010
年11月18日(木)
 
・関西学院の金明秀というのが、朝鮮学校が日本にもたらしている恩恵を５つ強調しているらし

いが、逆説的に恩恵を強調しなければ周知しないということはどういうことなのであるか。よく

自答したらよい。2010年11月18日(金)
 
・解放同盟が差別差別といっている構図と全く同じ。差別が無ければ彼らは食っていけないから

である。在日利権団体と全く同質だ。大半の日本人は在日や朝鮮人と仲良くしていきたいと願っ

ている。それを阻害しているのは何を隠そう、彼ら朝鮮総連やその下部組織それ自体である

。2010年11月19日(金)
 
・朝鮮学校が問題なのではなく、朝鮮の文化や言語を教えるのは結構。問題は朝鮮学校は事実と

全く違うことを教えているということだ。朝鮮人を800万人強制連行した事実は無く、朝鮮が連合
国だった事実は存在しない。事実と全く違うことを教え込むのは教育ではなくプロパガンダで

ある。2010年11月19日(金)
 
・社会的マイノリティがコロニーを作るのは世界的にも顕著であるが、日本に於ける在日朝鮮韓

国人の一部は、極めて反社会的・反日本的な性格を内包している。それが総連に代表される利権

団体である。このような在日の一部の先鋭的行為が、彼ら自身のイメージを害しているのは間違

いない。2010年11月19日(金)
 
・日本で生活実態が永らくありながら、強烈に祖国朝鮮を意識し、同族意識が強く排他的で、日

本の中に、ある種特殊な社会的コロニーを作る。その閉鎖性こそが、昨今の在日朝鮮・韓国人に



対する一般の日本人が違和感・嫌悪感を持つことの遠因である。2010年11月19日(金)
 
・朝鮮学校に於ける教育の最大の問題とは、それが朝鮮学校だからではなく、事実と全く違う歴

史のプロパガンダ（朝鮮人強制連行８００万人、朝鮮が日本と戦争をした連合国だった）などの

プロパガンダを行っていることである。これらは事実と全く違う以上、無償化を行うのは滑稽

。2010年11月19日(金)
 

 



不動産/住宅に関するツイート

・「まんが道」で才野と満賀が両国の下宿に2畳の部屋を間借りし、その後トキワ荘に移って4畳
半の広さに愕然とする。現代人なら気が狂うと思うが、日本の住宅事情も随分と改善されたも

のだ。2010年03月01日(月)
 
・日本はもっと航空法とか容積率とかの規制をとっぱらって300ｍクラスの高層ビルを建てまくる
べき。夜、聳え立つ摩天楼を遠くに望むと何だかやる気が出てくるのは俺だけ…？だから東京ス
カイツリーには期待している。2010年03月05日(金)
 
・パチ屋だらけの京都が景観景観と、どの口でいうのだろうか。寧ろ高度利用が出来ないので地

方の割に家賃が異様に高く、市の発展を阻害している。2010年04月29日(木)
 
・日本は賃貸住宅の質の低さが問題だ。あと入居の初期費用が高すぎる。賃貸住宅の質の向上と

流動性が課題。賃貸住宅にすら入れない都市部のネカフェ難民の問題の根本は殆どここにあると

思う。2010年07月01日(木)
 
・野口悠紀雄いわく「戦後に於ける勝者とは昭和30年代までに大都市部で土地を所有したもの」
だそう。その通りだな、今の若者はたった6畳の部屋に6万も7万も払うんだかえら。土地が安い時
代に東京や大阪で土地を取得したもの（老人）が権力を持ち、若者が土地代の奴隷になるのは当

たり前だ。2010年07月22日(木)
 
・土地土地土地…土地が無いと銀行は金を貸さないので、必然的に起業資金を準備できるのは土
地所有者であるが、大抵彼らは老人なので起業意欲は無い。意欲があっても土地が無い大多数の

若者は、ワンルームに6万も7万も払って老人に搾取され続ける。どう考えても経済は衰退する
。2010年07月23日(金)
 
・全ての元凶は借地借家法です。戦時中の空襲対策の為に作られたこの法律が、戦後異常なほど

借主の立場を強化してしまった。そこで大家は自己防衛の為に、賃貸のハードルを高くせざるを

得ず、不動産の流動性が低いままになった。これに尽きます。2010年09月24日(金)
 
・日本のホームレス問題は全部住宅政策が悪い。保証人が無いと無理とか、敷金礼金の初期費用

が異常に高いとか、全部日本の住宅慣習の異常性に起因する。だからレオパレスのような粗悪な

業者がはびこる。かといって公営住宅への入居は高齢者優先とか規制が厳しい。日本の賃貸住宅

は異常。2010年09月24日(金)
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