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2007-11-06 それはおかしいよ 

神奈川県教育委員会が、県公立高校式典時に、国歌斉唱の際、

起立しなかった教員名を校長に報告させていたことについ

て、個人情報保護審査会は、「思想信条に関する個人情報の

収集に当たる」として報告を中止させるよう答申した。 

っていうニュース。 

最近見ないと思ったら、また出てきたね。おかしな人たちが(笑） 

私は別に、国歌も国旗も嫌いという人を否定しない。当然 

思想の自由だと思う。 

だけど、この人たちは、国から(税金）お給料をもらってる  

公務員で、公教育にかかわってる以上、いかなる思想を持と

うがかまわないけど、国旗の掲揚 国歌の斉唱時の起立 斉唱 

そして子供たちにしっかり教育するのは当たり前のことだと

思うんですが・・・それがいやなら、式典に出席しないか、   

いろんな恩恵を受けてるくせに、公務員なんてやめちゃいなよ。 

いや、公務員であるか否かではなく、公的な場所では誰でも、

たとえば電車内でそれなりのマナーが要求されるように、 

自分の希望や考えなど制限されるのだと思います。 

しかし、まだ教育現場に政治的な思想を持ち込む教師がたく

さんいるんだなあ。 

こんな連中、しっかりと個人名を把握して、学習指導要領に

従わないのだから厳罰に処すべきだ。 

後ろで、日教組の政治運動に参加したり、政治団体とつなが

ってる、思想のはっきりされてる教師のみなさんも望むとこ

ろでしょう。 

教師にも思想信条の自由はあるけど、子供たちには まとも

な教育を受ける権利がある。 

いい年して、権利ばかり主張して、公務員としての義務を果

たさない、どうしようもない人たちだ。 

私が親だったら、自分の子供をこんな教師に預けたくないね。 

なにが、「子供たちに、自分が嫌なことは反対する勇気と自

由を、身をもって示したい」だって。バーカって感じです。 

いろんな本を読んでると笑っちゃうような話がたくさんあった。 

「君が代」のピアノ伴奏を拒否する音楽教師。しかたなく 

テープにすると、蚊の鳴くような音量の「君が代」が・・・ 

式典前の校門で、父兄に、「国歌斉唱の強制に反対しましょ

う。着席をお願いします」と、ビラを配る教師。席から見え

ないよう、舞台の袖に国旗を隠したり。 

「日の丸の赤は、血の色、白は骨の色 だから歌ったらだめ

です」と、授業で教える教師。 

私が覚えてるのは、02年のサッカーワールドカップのとき、

ある有名なコメンテーターが（精神科医） 

日の丸の小旗を振って、熱心に日本チームを応援する人たちを、

「プチナショナリズム」と名づけ、「危険な兆候です」と言ってた。 

みお13才だったけど、ばかばかしくて思わず笑っちゃったな。

こんな人が今でも偉そうに、ワイドショーや新聞で意見してる。 

安倍前総理が、「公教育の再生」と、旧教育基本法の改正に

情熱を賭けた理由が、なんとなくわかった。 

まあ、そんな理屈はともかく、国歌斉唱時に、しっかり起立

して、自国と他国の国旗に敬意を表すのは国際常識です。 

またこういうこと書くと、「ネット右翼」とか言われるのか

なあ(笑） 
 

産経社説「問題教員の報告は必要だ」 

(略）国歌斉唱時に、起立して歌うのは国際常識であり、県教

委が国旗国歌の適切な指導を行うためには、これらの法令を

順守しなかった教員名を当然、把握しておかねばならない。

人事異動や、学校評価のためにも不適格な教員名の報告が 

必要になろう。(略）個々の教員がどんな思想、信条を持って

いたとしても、学校では児童生徒に、国旗国歌の適切な指導

を行う義務を負っている。それが公教育というものだ。 

（略）日本の子供たちが将来、国際社会で活躍するには、  

自国の国旗国歌に誇りを持ち、諸外国の国旗国歌にも敬意を

払う心を養うことが大事だ。 

教育委員会や校長らは今回の答申に左右されず、問題教員の

実態を性格に把握したうえで、毅然とした国旗、国歌の指導

を続けるべきである。 
 

好きだなあ、産経新聞(笑）  

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-01-22 いいですねぇ（笑）阿比留さん！！ 

馬鹿なみおの少ない知識。８割９割は、産経新聞と、高校生

の時から読んでます！阿比留記者のブログ。 

偉ぶるわけでもなく、知識をひけらかすわけでもなく、高校生

だったみおでもわかる位の文章で 当たり前の国家観や平和 

や人権という言葉を好む人たちの偽善性を書いてくれています。 

そして何より、安倍前総理の信頼を受けた側近記者として、

在任中は周りのひがみや、安倍総理支持の姿勢が、みおは 

全くそんな事は思いませんが、「権力の提灯持ち」などと  

批判にもあいながらも(笑）、独自の情報で産経新聞、特ダネ

を連発しました。 

上杉隆さん著「官邸崩壊」には、こんなくだりがある。 

（うろ覚えですが・・・） 

「・・・阿比留は安倍との関係を隠すこともなく誇らしげに

ブログに公開している。 

（略）人権派とよばれるような勢力をやぶ蛇のごとく嫌悪して

いる。ブログにも頻繁に民主党への攻撃がエントリーされる。 

代わりに安倍には、驚くほどの共感を寄せている。 

（略）阿比留は偏ることを恐れない、ペンの力で安倍政権を

支える運動家なのだ・・・・」 

だってさ・・・阿比留さん(笑） 

そんななかでも、今日のエントリーはよかったなあ。 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/455191/ 

【いま、なぜ再び「ＫＹ」なのでしょうか】 

読んでて、みお「そのとおり！」って思ったもん(笑）  

「やせ我慢Aさんツイッターより」
 ＊みおさんは2011年2月1日に
 22歳になりました☆ 
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気持ちいいものだ。こういう誠実な方だから、安倍総理も 

他の記者よりも信頼を置いたんだろうなあ・・・と感じる。 

そういえばこのエントリーもよかった！ちょっと感動しま

したね。【フォト・「鶴の恩返しをする会」と安倍前首相】 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/419136/ 

最近、和田アキ子さんの著書、「大人の叱り方」を読みました。 

和田アキ子さんは、テレビを見てても、みお好感持ってたし、

強い女性を演じているけれど、ほんとは優しくてあったかい、

こういう方がいなくなったら、日本はだめになるなと感じて

ました。 

本を読んでも、ほとんど、みおの思ってることと同じだった

し、自分ではしっかりできてるほうかなと思ったことも実は

非常識で、反省させられることも・・・・ 

いい本です（笑）感動もしました！・・・・ただ、和田さん

ほどの、素晴らしい見識と、美意識、生き様を持った方でも

安倍総理のことを、単なる職場放棄、二世議員の甘さ・・・

などという一部メディアの意図的な報道にのせられてるの

は、非常にがっかりしたな。 

今週号の文芸春秋の、安倍さんの手記を読んだけど、肉体的に

も（大変な持病を抱えているそうだ）精神的にもとても追い詰

められ、これ以上、総理を続けることなどできなかったこと。 

総理大臣は、自衛隊のみなさんの最高指揮官だから、安易に在

任中は体調のことを口に出来ないことなど、今ならよくわかる。 

和田さんは、「実はお会いしたこともあって大好きな人なん

ですよ。爽やかで誠実で・・・（略）あのお父さんの息子さ

んなのにやっぱり二世議員というのは、どっかで甘やかされ

てしまうのでしょうか？・・・」 

そして政治の世界は裏切りや、嫉妬の世界なんだろうなと同

情しつつも、そのなかで本気になって安倍さんを叱ってくれ

る人がいたら・・・ 

と結んでおられます。そこだけが、みお、ちょっと違和感だ

なあ（笑）  

国としてやるべきこと。真っ当なことをやり進めていながら、

周りの大臣の不祥事に足を引っ張られ、一部マスコミの、 

異常ともいえる攻撃（現に今では、政治とカネだとか、事務

所費が・・・とか、まったく聞かないじゃん・・・笑） 

過去の政権 民主党の支持組合である、自治労のいい加減な

仕事ぶりが引き起こした年金問題をまるで安倍政権が起し

たかのようにワイドショーに仕立て上げられて、参院選の 

大敗につながってしまったのだと、みおは思います。 

でも、和田アキ子さんは好きです(笑） お説教されてみた

い！！「みお、お前ねぇ・・・」って感じでしょうか(笑） 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-03-02 ざまあみろだね(笑） 

プリンスホテルが日教組の集会を右翼団体の抗議活動など

を理由に「宿泊客の安全が守れない」と予約をキャンセルし

たというニュースに、またまた朝日新聞が「憲法違反だ」と

連日記事にして騒いでいる(苦笑。。） 

http://www.asahi.com/paper/editorial20080228.html#syasetu1 

よくやったよプリンスホテル！！って、みおは大拍手です(笑） 

わざわざ全国から教員をあつめ、東京の豪華一流ホテルで 

研修会を開く理由など、どこにあるのかしら。 

ふだん、「教員は、現場を知らない国からの圧力で、朝から

晩まで激務で、こどもたちに向き合う時間がない。教員を 

増やして、予算をふやすべきだ」 

とか言ってる割には、ずいぶんな余裕だな。 

キャンセルされた、あるいは右翼団体から抗議をうけるには、

それなりの理由というものがあるのだ。 

こどもたちに、歴史教育で、一方的な「日本悪」な自虐的な

歴史観ばかり教えこみ 公教育の教員でありながら式典で、

国旗掲揚、国歌斉唱に反対し、政治運動まがいのことを行う。 

過去、この研修会では、日教組に批判的な産経新聞の記者を、

怒号を浴びせて、締め出したそう。 

みおの中学でもいたなあ。「君が代は歌ってはいけません、

立ってはいけません」っていうバカな音楽教師。 

あの女教師は、日教組の組合員だったのかな？ 

まだある。06年の教育基本法が改正される際には、平日で

ありながら全国から教員を動員して クラスを自習にして

まで国会前で座り込みをしてたそう。ホント公務員って、 

たるんでるよね。殴ってやりたいよこいつら(笑） 

私がホテルの客だったら、もし友達の結婚式に向かうときだ

ったら、「こんな問題のある団体。泊めるなよ」って思うと

思います。 

プリンスホテルがんばれ！！ 朝日は終わってる。 

産経がんばって(笑）！！ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-03-18 義務はどうした？ 

季節は卒業式シーズン。毎年のことだけど、今年も卒業式の

国歌斉唱で、起立を強制するのはおかしいと一部の連中が 

騒いでる。昨日の朝日新聞の天声人語には、みお。馬鹿すぎ

て笑いました。 

http://www.asahi.com/paper/column20080317.html 

～起立しない教職員は、国旗と国歌を前にして、他より消費カロ

リーが少ない、つまり国への敬意が足りないと処分される。・・・ 

国旗国歌に起立するうんぬんを、「消費カロリー」に例えち

ゃうとこ、みおが馬鹿なのか、はぁ？と思っちゃった（笑） 

あのねぇ・・・朝日新聞さん。教職員に起立が求められるの

は、彼らが公務員だからだョ。 

公務員としていろいろ恩恵を受けてるんじゃないんです

か？退職したら恩給出ますよね？ 

権利は受けるけど、学習指導要領に書かれてる「国旗、国歌

の指導」という義務は放棄するのだろうか？ 

ああ、なんて非常識な人たちなんだろう(笑） こんな教師

に教わる子供がかわいそうね。 

「内心の自由」や｢様々な思想」も結構ですが、公的な場所

では、それらもある程度制限されること、中学生でもわかる

ようなことすら理解できずに、いい年した大人がバカじゃな

いのって思います。 

それでは朝日は、サッカーや野球の日韓戦を見に行って、 

韓国が好きじゃなかったら、 
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「内心の自由」とやらで、韓国国歌斉唱で起立しなくてもい

いんだな。そういう人を、国際常識では非常識というのだ。

サッカーのアジアカップで、「君が代」にブーイングしてた

中国人と同レベルになってしまう。 

そして知識の少ない真っ白な状態の子供たちに、小さいうち

から「国歌を歌いたくなかったら、起立しないで歌わないの

が正しいんだよ」なんて教育をしてたら 長野五輪で金メダ

ルをとって、表彰台で「髪型が崩れるから」と帽子を取らず、

世間にあきれられたらしい、モーグルの女性選手みたいに 

なっちゃうんじゃないの？ 

いや、彼女は悪くないのだ。綺麗だし、みおも好きだしね（笑）  

国旗国歌を前にしての、ちゃんとしたマナーを意図的に(笑）、

教えられてこなかったんだからしょうがない。 

なにが「たとえクビになっても、国歌斉唱で起立しない」だ。

バーカって感じです。 

石原都知事。こういう連中は今年こそ一掃してくださいね（笑） 

そんなに政治運動や組合の活動に熱心で、国歌の指導、起立が

したくないのなら結構。公教育の教員などやめていただきたい。 

日本の伝統よりも、国際教育に力を入れてる私立の学校に 

転職しろって。 

ホント、論理が破綻してるバカ新聞と、自分達だけの正義を

振りかざす、クズ教員にはつける薬がないね。。。 

｢産経抄」（産経新聞の１面コラム）で皮肉ってくれないか

しら（笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-06-22 終身刑など必要ない。 

18日産経抄より 

・・・・26歳の青年は逮捕から20年近く生きながらえたが、   

殺された子供たち４人は かわいい盛りで時計が止まったままだ。 

鳩山邦夫法相は、就任以来13人の死刑執行を命じた、平成

では最多の執行数とあって「鳩山法相は、ほぼ２ヶ月置きに

死刑を執行し、ベルトコンベアーのごとく処理している」と、

かみついた国会議員の集団がある。 

亀井静香氏が会長を務め、加藤紘一 福島瑞穂氏といった、

おなじみの面々も名を連ねている超党派の｢死刑廃止を推進

する議員連盟」だ。亀井氏は｢法相の資格もなければ人間の

資格もない」とまで 罵ったことがあるが、正義は鳩山氏の

ほうにある。(略）宗教上の理由から在任中、死刑執行の  

命令を一度もしなかった法相が何人かいるが彼らこそ法律

違反者なのだ。(略）国家権力による殺人だ という死刑廃

止論者の理屈は一見もっともにみえる。 

だが凶悪犯の衣食住を保障し、国民の税金で一生のうのうと

過ごさせることが社会正義にかなうはずがない（略）欧州連合

（EU)では死刑を廃止してるので日本も、という出羽守（でわの

かみ）はさっさと文明の都、パリあたりに移住したらいかがか。 
 

いいですねぇ産経抄。。。こういうこと書いてくれる限り、 

みおは毎日 産経新聞買い続けますョ(笑） 
 

終身刑を導入することが すべての解決に繋がるみたいな、

馬鹿な論調には、もうウンザリだ。 

なんで国民の税金で、何人も殺した殺人者を生かさなければ

いけないのだ・・・と、みおは思うのです。 

この議連とは違うが、「量刑制度を考える～」とやらで、  

終身刑の導入 

裁判員制度を導入する来年から、心理的な負担を少なくする

ため、全員一致じゃないと死刑を認めない・・・ 

など、あきらかに段階を踏んで、死刑廃止へと繋げたい人た

ちの魂胆がみえみえで みお吐き気がするよ。 

しかし・・・この議員の方々。ほとんどが｢日朝国交正常化

議連」の連中じゃん！！ 

安倍さんが、拉致問題を軽視して、国交正常化を急ぐ連中を

｢百害あって利権あり」と言って、一部の連中が猛反発して

るみたいですが(笑） 

さすが安倍さん！！ みおは拍手しました。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-08-13  これだけは絶対にゆずれない。 

ひいおじいさまは、おばあちゃんに、お父さんに会いたかっ

たら、九段の靖国神社に来なさい。いつでも見守ってるから

ね。と、戦地から、お手紙を送ってきたそうだ。 

みおが、中学生のとき、実際にお手紙を何通も見せてもらっ

て その文面から伝わる優しさと、愛情の深さに感動して 

泣いてしまったことを、今でもよく覚えてます。 

みおのひいおじいさまだけではない。様々な本を読めば、 

多くの、あの時代を必死に生きた人々が 母親や、兄弟や 

恋人、残してゆく人々に対して、 

「今までありがとう。自分は国のために戦って先に行くけれ

ども、どうか元気でいてください。靖国神社で待ってます。

九段に会いに来てください」と、書き残している。 

ところが・・・60年以上たった現在。靖国神社を戦争の悪の

象徴のように言い 国のトップが国のために戦った方々を、

節目節目で慰霊し、敬意を表すことは 他国ではどこの国でも

やっている国際常識であるのに、総理大臣の靖国参拝を批判

し、政治運動に利用している勢力や、新聞があるのだ。 

したり顔で、そういう人たちは言う。 

「靖国神社には、Ａ級戦犯が祀られてるから、総理大臣が 

参拝することは、戦争を反省していないことになる」 

ああ・・・無知というのは恐ろしい（笑）  

昭和27年４月28日にサンフランシスコ講和条約が発効さ

れて戦争状態が終結すると国会はただちに、連合国によって

戦犯とされた人々の名誉回復に取り組んで、 

昭和28年８月には、全会一致で「遺族援護法」を成立させ、

戦犯とされた方々も、「国内法では罪人とみなさない」と  

して戦争で亡くなられた方々と同じように、遺族年金 忌慰

金も支給され一般の戦没者と同じように「昭和殉難者｣｢法務

死」として名誉を回復された。 

社会党の堤ツルヨ衆院議員。 

「戦犯とされた方々の遺族は、国家の補償も受けられないで

いる。しかも英霊のみなさんは靖国神社の中にさえ祀って 

もらえない。このことを大変憂いております。」 

土井たか子さん 福島みずほさん、社民党のみなさん あな

たたちの先輩のご発言ですよ。自分たちの党の歴史と、何を

発言したかぐらい、覚えとけって(笑） 
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このころ、他国に収容された方々や、国内の戦犯とされた

方々を釈放せよ という一般市民の署名は4000万名にも

のぼったそう。間違いなく当時の方々は、連合国によって「戦

犯」などとされた人々にしっかり敬意を表していたんだって、

みおは感動しました。 

この事実よりも、馬鹿なみおの、高校生の授業で習ったレベ

ルでも、講和条約が結ばれた時点で、捕虜は釈放されて、  

戦争裁判の効力は無くなる いわゆるチャラになるという

のが、国際社会の常識なのだ。 

Ａ級戦犯とされた方々は、死刑となった方もいるし、みな 

刑期をまっとうされて責任をとられた。 

刑罰が終了した時点で、受刑者の罪は消失するのが、まとも

な国家の考え方なはず。 

もう犯罪人ではない。それでも犯罪人と言うのなら、そんな

国は民主主義国家じゃないよ。 

ましては・・・・戦勝国が自らの戦争犯罪は棚にあげて、   

日本のみを「事後法」で裁いた リンチ 報復裁判と言って

もいい「東京裁判」の判決だし。 

外国人が言うならともかく、日本人でもありながら、自分た

ちの世代が偉そうに現代の解釈で過去の時代や人々の評価

や歴史判断をしたり そういうやつら虫酸が走る。 

そうすると・・・・Ａ級戦犯は分祀すべきだ という意見も

出てくる。 

あの・・・祀られてる英霊の方の魂を、どうやってすべて、

他の神社に お引越ししてもらうんでしょうか(笑） 

無知にも程があるね。骨が埋められてるとでも勘違いしてる

んじゃないの。 

お前たちは連合国が決めた戦犯なんだ。ここに祀られる資格

はない・・・など ぬくぬくと生きてる現代の人間に 誰一

人言う資格はないと思います。 

靖国神社を弱体化させたい連中は、無宗教の国立追悼施設を

作って、誰もがわだかまりなく参拝できるようにするべきだ。 

っていうのも、一見正論にみえて、実は偽善に満ちてると、

みおは思う。 

無宗教で、どうやって、英霊を祀るんでしょうか？亡くなっ

た方々の霊や魂を信じるという、前提があってはじめて追悼

って言えるんじゃないですか？ 

追悼するのに、なんの宗教儀礼もしないの？そんなところに 

どうやって魂が宿るのかなあ？(笑） 

ばかばかしい。勝手に石をたてて、お墓ごっこしてる小学生

と同レベルだ。 

朝日新聞は、靖国神社に総理大臣が参拝することは、アジアの

人々が悲しむと言うけれど 中国韓国 北朝鮮以外で、激しい

トーンで参拝を批判した国など、みお聞いたことがない(笑） 

ほとんどの国は、｢当たり前の行為だ」と理解を示してくれ

ていると聞く。 

むしろ、靖国神社を、自らの思想のために利用してるのは、

朝日新聞なんじゃないの(笑） 

昭和60年までまったく存在しなかったらしい｢靖国問題」を 

ここまで大きくしたのは 朝日新聞と、社会党だと、多くの

方が指摘していたのを何回も読んだ。 

いつものことながら、まったくもう・・・(笑） 

何度でも言おう。戦争で命を落とした方を、参拝したり敬意

を表すことは、「戦争を美化している｣のではなく どこの国

でもしている当然な行為であり 外国のかたがたの意見に

よって、総理大臣や日本人が 行ってはいけない場所など 

あっていいはずがない。他国が口を挟む筋合いじゃないのだ。 

ましては、国のため「公｣のために命を落とした方々を国民

の代表である総理大臣や国会議員が｢私的｣にしか参拝でき

ない。独立国家なのに、こんな屈辱的なことがあっていいは

ずがない。 

今年はママの介護があるから、ひいおじいさまには逢いに 

行けなかったけど ひいおじいさまの、可愛い孫のママが 

元気になったら、みお、靖国神社に逢いにゆくからね。 

ひいおじいさま。みおがんばります。ママに力をください。

お願い助けて！！(笑） ゆっくり休んでください。 

阿比留さんのブログの今日のエントリー。よかった(笑）  

安倍さんが参拝してくれてうれしかったなあ。 

当然のことだけど、やっぱ、さすがだ(笑） めったに人を

信じない、みおが信じた人だけあるな(笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-08-22 考え方、かみあわないだろうなあ・・・ 

ジャーナリスト上杉隆さんの新刊「ジャーナリズム崩壊」 

(立ち読み！！）に、みおの尊敬する産経新聞の阿比留さん

が また載ってた（笑） 

＜安倍政権崩壊時に、自身のブログで失意の念を綴った、産

経新聞の阿比留瑠比記者など、政治権力との距離感を忘れた  

古いタイプの派閥記者といえる・・・＞ 

それに対して・・・(笑） 

「また最近、某政治ジャーナリストの新刊に、私は古いタイ

プの派閥記者と書かれてましたが・・・・(略） 

この方は著書や雑誌で繰り返し、私の名前を出しているわけ

ですが、一度も会ったことも話したことも、もちろん取材を

受けたこともありません。不思議だなあと思います」 

「私はジャーナリストである前に、日本人として仕事をした

いと思います」 

「そもそもジャーナリズムとは何か、何のために記者になっ

たのか。そういうことであれば彼とも議論なり意見交換した

いと思います。本当に正しい、これしかないというものが目

の前にあったときにそれから距離を置くことに何の意味が

あるのか。また、その置いた距離とは何なのか。世の中を少

しでも良くしたいと思わないのか？ （略） マスコミ以上

の権力が、日本にあるのか。ということも」 
 

う～ん。。。おもしろいなあ！！阿比留さんかっこいい！！(笑） 

上杉隆さんの「官邸崩壊」にも、阿比留さんがまるで安倍  

政権の広報的な役割として 

「阿比留は偏ることを恐れない。ペンの力で安倍政権を支え

る活動家なのだ・・・」なんて書かれてたしね(笑） 

みおはこう思う。「マスコミは権力を監視 批判しなければ」

とか言う人多いけど、そうゆう「反体制」を気取って、「何

でも反対」的なやつが、みおは一番嫌いなのだ。 

改善策や対案を出さずに、批判することほど楽なことはない。 

じゃあ、本当に正しいことを、時の政府や総理大臣がやった

としても、背中を押すことなく批判するのだろうかと？ 
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少なくとも、みおは当時のワイドショーも新聞も、あの異常

とも言える「安倍批判」の嵐のなかで産経新聞と、阿比留さ

んのブログを読まなければ、正確な情報はつかめなかったし、

安倍前総理の正しい仕事ぶりを一番しっかり伝えてたのは、

産経新聞だったと思う。 

偉ぶって知識をひけらかし、下手に中立を気取る人間よりも、

自分の信じるものや、正しいと思うことを、記事を通じて 

世の中に広めようとされてる阿比留さんはかっこいいと 

思ったなぁ(笑） 

みお、上杉さんも悪い人じゃないと思うけど、阿比留さん 

支持デス(笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-01-04 あなたがいたから・・・ 

入院してたんで、４日たちますが、今やります！！ 

こうゆうの、やってみたかったんだよなあ・・・よくＣＤ  

アルバムのブックレッドの最後のスタッフ紹介（？）の一番

下に書いてあるよね（笑） 

みなさん2008年 みおを支えてくれて、パワーをくれて 

ありがとうございました。 

悲しいことも多かった大変な１年でしたが 皆さんのおか

げで、みお頑張って乗り越えられたョ。 

みおの大好きで大切な 尊敬する人たちです！！ 

会ったことある、ないは この際 関係ないぞ（笑） 

パパ ママ  みおの２人目のお父さん（笑） ヒロちゃん 

マキ みずき ラグビー部のみなさん。 

高校時代のお友達のみんな、最近会えない（笑）愛犬リック。 

素敵な最高の３年間を送らせてくれた、みおの高校。ななち

ゃんをよろしくね（笑） 

美紀姉ちゃん あやちゃん、お店のホステスのみんな、 

開店当時から支えてくれてる リュウさんを始め、従業員の

みなさん。 

いつも笑顔をくれる奈々ちゃん おばさん、おじさん 寂し

い思いをさせてすみません・・・ 

ダンススクールで 出逢った先生お友達、７年間の沢山の思い出。 

いつも優しい言葉をくれる、中学生の時から憧れの、みおに

「生きる力」をくれた 光と熱をくれた あさ美ちゃん  

守るべき大切な文化 歴史、女の生き方を教えてくれた  

凛とした、みおの大好きだったおばあちゃん。 

尊敬する、ひいおじいさま。命をミオまで繋いでくれた   

私の祖先 家族 親戚の皆様！ 

竹仲絵里ちゃん、慎司さん、馬場俊英さん、就職先の介護施

設のスタッフ 入居者の皆さん、 

FMNACK5、土屋滋生さん 澤美代子さん、あいざわ元気さ

ん かおりん 

上柳昌彦さん、aikoちゃん 上田昭夫さん 慶応義塾大学 

ラグビー部 宿沢広朗さん 

みおとパパとの思い出を作ってくれた 深夜放送の楽しさ

を教えてくれた、石川よしひろさん 

「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張っ

て戦ってくださった 安倍晋三先生 

「教育再生」の為に戦う義家弘介さん、尊敬する中山なりあき先生、 

「国を守る」ということを教えてくださった 日本を想う 

素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄前航空幕僚長 

増元照明さん いつまでたっても拉致被害者の皆さんを 

奪還、救出できない情けない国ですみません・・・  

拉致被害者家族会、救う会のみなさん。さかもと未明さん、

西村眞吾先生 安明進さん 宮嶋茂樹カメラマン！ 

産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 

櫻井よしこさん、小野田寛郎さん  

ふくだみお、2008年 死ぬ気でがんばりました・・・・  

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

なんだか小学校の、卒業式の言葉みたいだなあ（笑） 

2009年のみなさんの幸せと健康を、みおはなによりお祈り

しております。ありがとうございました。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-01-11 相変わらず、しぶといねぇ（笑） 

例の「女性国際戦犯法廷」を取り上げたＮＨＫのドキュメン

トが、安倍晋三 中川昭一両氏の、ＮＨＫに対する政治圧力

によって 主催者側の望まない改変のされ方をした・・・ 

という、「今さら、その話題まだやってんの？」って、みお

なんか思ってしまうけど（笑） 

ＢＰＯ（放送倫理、番組向上委員会）が、あらためて、不当

な圧力 改変があったのか審議に入るという記事を読んだ。 

去年、最高裁で、主催者側のバウネット・ジャパンの敗訴が

確定してる。 

もう、この問題が世間を騒がせてから ちょうど4年になる

のに、あらゆる手を使う 

あちら側の人たちの「執念」、「意地」には みお、敵ながら

（笑） 180度思想の違う、ぜったいに歩み寄れない人たち

ですが、まあ、たいしたもんだね。 

さて、みおの浅い知識で、記憶してる程度のことを振り返り

ます。 

連中の茶番劇に、真面目に付き合うつもりはありませんので、

100％正確とはいきませんが。 

2000年、12月8日から3日間。市民団体「バウネット・  

ジャパン」が東京の九段会館で「女性国際戦犯法廷」という、

簡単に言えば、「裁判ごっこ」をした（笑） 

戦時下の日本を糾弾するのはもちろん、一番の要は 昭和天

皇を「天皇ヒロヒトを性奴隷の罪において、死刑に処する」 

という判決をだし、その判決がでたとたん 

会場内は、歓喜の拍手と喜びの涙で、抱き合う人たちであふ

れたそうだ・・・・ 

朝日新聞は、他紙と比べても異常な割合で、この裁判を紙面

に取りあげ この裁判をとりあげた、ＮＨＫのドキュメント

が、放送直前になって、あまりにも偏向した内容だと言う 

ことでＮＨＫ幹部の自主判断によって、表現のきつい部分が

削られた。 

2005年の1月12日。朝日新聞は安倍、中川両氏がNHK  

幹部を呼びつけ番組改変の圧力をかけた。 

と大体的に報じましたが、何一つ具体的な圧力の証拠を示せ

なかった。 

まあ・・・こんなとこでしょうか？（笑） 実にくだらない。
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ばかばかしいね（笑） 

まず、この裁判ごっこには、日本軍、昭和天皇を弁護する  

弁護士役の人間すら いなかったと聞いています。 

また、この裁判を、批判的なスタンスで取材しようとした 

産経新聞の記者さんは、入り口で屈強な男性に入場を断られ

た・・・と。 

検事役の人間には、北朝鮮の工作員、2005年当時でも日本

への入国を禁止されてる男が担当していたそうだ。 

いつものことですが北朝鮮、韓国、朝日新聞、国内の反日勢

力が繋がった、見事な連係プレーだこと（笑） お見事だね。 

100歩譲って、思想の自由、集会の自由は みおも認めよう。

だけど、所詮 裁判ごっこであり とても歴史に残るもの 

とはいえない。 

意見の違うものは受けつけない。批判を認めない。これだけ

で、この裁判が茶番であり 天皇陛下を侮辱するのはもちろ

んですが、とても公共放送の番組として許されるものでは 

なく削られるのは当然のことだ。 

BPO（放送倫理番組向上委員会）という団体も、みおは  

なんか、うさんくささを感じる（笑） 

「ＷＩＬＬ」で、山口県光市の母子殺害事件で孤独な戦いを

続けていらっしゃる、本村洋さんが手記で この団体が、 

この事件の裁判にかかわった、いわゆる人権派弁護士たちの

強い申し出によって「少年を取り上げたテレビ番組が偏向し

ていた」という結論を、判決前に出してきたことに不快感を

表していました。 

美緒が思うに、こんなの最初から結論ありきの「出来レース」

でしょ。 

どういう人たちで構成されているか知らないが、いわゆる反

体制、リベラル系な思想の人たちで固められてるに違いない。 

阿比留さん、調べてくれないかなあ？（笑） 

こういう連中が、自分勝手な正義を振りかざすと未来は危な

い。言論の自由すら無くなるな・・・と感じます。 

人権擁護法案にも、そのうち繋がってしまうのではないでし

ょうか？ 

しかしこのときの、安倍さんの迫力、強さは みおは今でも

はっきり覚えている。 

「まあ昔、サンゴ事件というのがありましたね。あの時も 

朝日新聞は認めるまで36日かかって 今、30日ちょっと 

過ぎてますが（笑） そろそろ、そういう間違いがあれば  

ですね。間違った点はちゃんと認めるべきだと思いますね。」 

「あの時社長は辞めたわけですから、そうすると安倍さんが

今、おっしゃってるのは朝日新聞の社長は あと何日かで 

やめるべき。と聞こえかねないと・・・これは、圧力とか   

いう議論をするとき、やっかいな事じゃないでしょうか？」 

「（あきれて）それは全然関係ない！！ 今のはとんでもな

い話ですね（笑）」 

「圧力を、どう受け止めるか・・・という ま、それは・・・」 

「この問題は私が提示したんじゃなくて、１月12日に書い

たのは朝日新聞ですよ！ 書いた朝日新聞が、事実をちゃん

と述べるべきだと・・・で、間違ってるんだったら、間違っ

てるんだったらですね。それを認めるべきだと言ってるのが、

何で圧力になるんですか？（苦笑） そうなると私はこれか

ら、こういう問題については、何の反応もできませんね。」 

「（中略）・・・ですからたとえば、筑紫さんと考え方の違う

人もですね。ちゃんと出して、それで公正な議論がされなけ

れば それは、まともな報道番組とは言えないと思いますよ」 

・・・この時は、みお。お店のテレビで見てた。思わず拍手

しちゃったもんね（笑） 

隣にいたお客さんが、「俺、アベは好きなんだよ。久々に  

骨のある、毅然としたマトモな政治家が出てきたね！ ソフ

トな口調で、きつい事、しっかり主張するのがいいじゃない」

って言ってました（笑） 

あとあと、報道ステーションで、加藤千洋さんと大激論に  

なったとき、加藤さんが検事役の工作員と「おかしいです

ね・・・私、一緒に食事したことありますよ」的な間抜けな   

コメントしたときに安倍さんがあきれた微笑みを浮かべて 

「彼らはそうやって、マスコミの皆さんから取り入って工作

していくんです。まあ・・・加藤さんにはご存知ない世界だ

と思いますが......」って反論したとこがよかったです(笑） 

しかし、あそこで勝ってしまった分、総理になられてからの 

異常なまでのマスコミの敵意をむきだしにした 

「反安倍キャンペーン」に繋がってゆくんだろうなあ。 

あちら側の連中を初めて本気にさせた・・・ってトコでしょうか？ 

しかし安倍さん以外に、左翼、リベラル勢力と喧嘩できる 

まともな政治家が一体何人いるっていうんでしょうか？ 

みおが子供を生むころには、まともな日本に、普通の国に 

なってほしいと思っています。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-02-08  こんな日曜日の過ごし方♪ 

（前略） 

今日の尊敬する阿比留さんのブログの内容には、ひさびさ 

みおの血が騒いだぜ＊＊ 

阿比留さん・・・みお入院中☆ 血圧上がっちゃいますよぉ。。。

（笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-03-29  品の無い対応。 

捏造ジャーナリスト（笑）上杉隆さんの週刊文春の記事は、

みおも読みましたが、今度という今度は、よほど腹に据えか

ねたのでしょう。 

安倍元総理が、ホームページ上で上杉さんの記事がいかに、

でっちあげで捏造であるか 写真を提示して また会場で

取材されていたマスコミの方々の証言なども載せて見事に

反論されています。よしよし、いいぞいいぞ（笑） 

この方は、みおも少し誤解してたようだ。誤解というのは、

言葉の使い方が逆なのかな？ なんだ・・・とんでもない奴

じゃん！ 

上杉隆氏の記事が、またアレだという指摘について 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/924472 

上杉氏の「アレ」な記事に関する続報  

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/942706/ 

安倍晋三事務所から、上杉氏への反論  

謝罪要求 自称「保守政治家」を哂う 万国の自称ジャーナ

リスト（JJ）分裂せよ （反撃開始）  
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上杉隆氏の、低次元なレッテル貼り癖について 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/970747/ 

上杉氏の反論は、まったくバカな私には理解できませんでした。 

ここでなぜ、靖国問題での安倍総理の対応が出てくるのか？

論点のすりかえもいいところだ。 

あれれ・・・上杉さんって総理大臣の靖国参拝支持派でした

っけ？ そんな記事読んだこと一度も無いけど（笑） 

そして、官邸崩壊のラストでも、ご自身で安倍総理の退陣を

迫ってるじゃん。 

それなのに今になって、退陣を批判するのは、これはほかの

連中にも言えることですが まったくもってフェアじゃない。 

むしろ、「辞めてくれてありがとう」って言う人のほうが、

まだ私は 考え方は違っても信頼できると思います. 

そんなことより早く、週刊文春の記事が事実だという証拠、

安倍事務所が提示した５つの質問に答えろって（笑） 

また上杉さんは今までに何度も国が難病に指定している 

安倍元総理の持病を茶化し揶揄した記事を書いている。 

捏造ジャーナリストはもちろん、人間性も？な人らしい。 

何でこんなやつが、まるで正義の味方、庶民の味方みたいな

顔でよくテレビに出てるんだろう。 

阿比留さんに対しての批判は、はっきりいって40歳のいい

年した大人とは思えない、非常識で下品な まったく根拠の

無い悪意に満ちた中傷だと思います。 

まあ、いい年して、「ＫＹ」とか「ＪＪ」なんて言ってるよ

うな人だからねぇ。。。 

ちなみに、みおが阿比留さんに、「官邸崩壊」に書かれて  

あることは実際の所はどうなのか、作り話とまでいかなくて

も、まったく脚色は無いのか、質問させてもらったところ 

お忙しい中ご回答をいただけてうれしかったです。ありがと

うございました。 
 

＜・・・・私自身は「官邸崩壊」については斜め読みしか   

していません。というのも当時、官邸サブキャップ、また  

キャップとして政府高官その他を取材し、直接いろいろな 

場面に立ち会った人間としては また安倍政権が出来るに

至る経緯をかなりの部分、見聞してきた身としては、上杉氏

の書いてることには、斜め読みしただけでも「違うよそれは」

「何を思いこんでるの？」ということが ちょっと読んだ 

だけで多かったためです。 

この「官邸崩壊」という本では、私が見聞きした事実、直接  

当事者から聞いた証言、また当時の政治情勢について私は多く

の異議 異論があります。また、この本の中でいいかげんな 

ことを書かれた政治家や、関係者の憤り 諦念も知っています。 

何かを主張するのであれば、最低限事実は踏まえてほしい、

自分が他者から聞きかじったことを絶対視するような 

新聞記者であれば、支局の若手が陥りがちな幼いレベルで 

ものを書かないでほしいと本当に願います。」 
 

阿比留さんがよく、おっしゃってる「私に直接取材されたこ

とも 会ったことすらないのに あちこちで名前を出され

て、いいかげんなことを話されてる」っていうのを聞くと、

正直、よくテレビで拝見しますが ちょっとおかしな人なの

かな・・・って思いました（笑） 

去年の終戦記念日に、靖国神社で阿比留さんが来たことを 

知ると、大急ぎでその場を立ち去った・・・って話がおかし

かった＊＊ 

ここまでいうなら、反撃が楽しみだ。逃げないでね（笑） 

普段記者クラブを批判しながら、フリーでありながら自分の

立場が悪くなると「週刊文春」の傘の下に隠れ、「週刊文春

を通じて、回答は出している。」などと開き直るところ(笑） 

回答書のＨＰでの公開を拒否する所、自分にやましいところ

が無いのなら おかしいと思いませんか上杉さん？ 

立証責任は書いたほうにあるはずだ。 

確定申告、転居で忙しくて反論出来なかった・・・とは笑え

ます。遠まわしに、稼いでることを自慢したいみたい♪ 

みおは阿比留さんを支持する。2006年の夏からずっと文章

を読ませてもらってきて偉ぶらず、とても誠実な方だと思う

からだ。かといって、わざと一段低いところに自分を置いて

庶民ぶったりもしないしね。 

こう見えても、ホステス経験あるミオは人を見る目だけは 

同世代の子よりはあるつもりです。 

痛い目いっぱいあったからなぁ(笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-08-16  鎮魂 風化招く代替施設 

（16日産経新聞 引用） 

長く「戦没者慰霊の中心施設」とされてきた靖国神社が、  

代替となる国立追悼施設建設構想が またも浮上したことに

より、その位置づけを危うくされかねない状況にある。 

民主党の鳩山由紀夫代表は、15日の記者会見で「戦争で  

亡くなられた方の追悼に関して、必ずしも大きく争点化は 

したくない」と述べた上で、矛盾する言葉を付け加えた。 

「天皇陛下が安らかに参拝していただける施設が必要では

ないか。国立の宗教色のない追悼施設を視野に入れながら 

党として取り組んでいくべきではないか。粛々と行いたい」 

民主党では岡田克也幹事長も熱心な追悼施設推進派だ。政策

集「INDEX2009」でも、宗教性をもたない新施設の設置に

取り組むことをうたっている。 

とはいえ、宗教性がなく「魂」の存在しない追悼施設がどれだ

け国民の心を慰め 誰が喜んでそこに行くというのだろうか。 

国立・無宗教の新施設構想は、福田康夫前首相の官房長官 

当時の私的懇談会も平成14年に建設を堤言したが、自民党

内で猛反発を受けつぶれた経緯がある。 

だが、実はこの構想は、「Ａ級戦犯分祀論」と並び、それ  

以前から何度も浮上しては消えた「亡霊」のようなアイデア

なのだ。故 藤波孝生元官房長官は、かつてこの構想につい

て、こう語った。 

「中曽根内閣のときも非公式に検討したが、それでは解決に

ならない。鎮魂は国家の基本だが、国民は靖国こそが、戦没

者追悼の中心施設だと思っている」 

15日に靖国神社境内で開催された戦没者追悼中央国民集会

では、民主党の新施設構想の批判が続出。 

日本会議の三好達会長（元最高裁長官）は、こう訴えた。 

「『靖国で会おう』と誓いあった 英霊の心を踏みにじるもの

で、言語道断だ」 
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一方、鳩山氏は15日発表の「終戦の日にあたって」との   

談話で、先の大戦について「悲惨で愚かな戦争」と簡単に  

総括し、「民主党政権は過去の歴史と正面から向き合い・・・」

と記した。 

安倍晋三元首相は15日の参拝後、「英霊に尊崇の念を表する

ためにお参りした」と語ったが、鳩山氏の言葉には、中国や

韓国への配慮はあっても、英霊への思いはうかがえない。 

新施設建設への安易な推進は、日本のために一身をささげた

英霊の鎮魂を 国民の目から遠ざけ、風化させることにつな

がりかねない。（阿比留 瑠比） 

 

・・・・・みおの、ひいおじいさまは、「悲惨で愚かな戦争」

で死んだんじゃないんだよ。 

「日本を守りたい。一人でも多くの人々、女性や子供たちを

守りたい。」と、50年後100年後の日本の発展を祈って、  

信じて戦いに行ったのだ。なんなら、膨大な資料、手紙の  

コピーを鳩山事務所に送りましょうか？ 

ホント、なんでも現代の解釈で判断して、なんら当時の考え

方、世界情勢そうゆうものを考えようともしない こんな人

が総理大臣になったら、ひいおじいさまや英霊の方々は、 

なんのために命をかけたのかと、悲しくなります・・・・ 

それと、無宗教で どうやって霊を祀ったり、慰霊するので

しょうか？ どうやって靖国神社からお引越ししてもらう

のかしら？ 

無宗教だから宗教儀礼なしで、花も供えず、手もあわせない

のかな？ そんなところにどうやって、英霊の方々の霊が 

宿ってくれるのか？ 

最低限の知識も持たない、不勉強にもほどがある。ちなみに

福田官房長官の懇談会では、新施設では「慰霊も顕彰もしな

い」と はっきり言っていた。 

今の平和と安眠をむさぼって生活している私たちが、現代の

価値観 画一的で善悪二元論な考えで 判断できるほど、 

そんな単純な話ではないのだ。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-09-18  腹八分目でいいから、食べてみたいの♪♪ 

（前略） 

判決が確定した死刑囚の死刑執行のサインができない法務

大臣は、憲法違反で職務怠慢、失格だと思います。 

そんな人間は大臣の職を辞退するのが筋なのだ。あの女、 

みおの敵だな。 

人権救済機関設置 その他も含めて、みおの目線では相当な

危険人物だと思いました。 

私、死刑廃止論者と、国歌斉唱で起立しない人だけは、どん

なにいい人でも認めない。軽蔑します。 

しかも、有名な話ですが、北朝鮮による日本人拉致事件の 

実行犯であり、横田めぐみさん拉致にもかかわったとされる

シンガンス元死刑囚の韓国大統領への「助命・釈放嘆願書」

にもサインした国会議員の一人だ。 

ちなみに、管直人さんもね。 

極めてまぬけな議員たちを忘れない 

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/25194/ 

阿比留さんが、ＮＨＫで全国放映されてた鳩山総理大臣の 

就任記者会見で見事にこの問題を質問して「よし いい

ぞ！！」って思った（笑） さすがです。 

なんか精神的に ここ2，3日疲れてしまいました。体調悪

すぎ（笑） 

体力的な疲れなら、何度も何度も・・・10代のころは乗り

越えてきたんだけどなぁ・・・ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2011-02-08 いろいろあったのだぁ☆ 

（前略） 

目が辛い。活字が追えない・・・でも産経だけは読む☆ 産経

読んでないと、どんどんバカになる気がする 

『みおスタンダード』を、なんとか守る（笑） 

スタンダードって言葉が好きだなあ・・・「基準」あるいは

「愛され続ける普遍的なもの・・・」 

そんな捉え方で あってるかしら？ 

こないだ、みおの大好き宮嶋さんがコラムで、『お笑い芸人

が戦場○○を･･･』ってくだりで 

あっ・・・仲悪いのかなあ？ って複雑な心境になりました（笑）  

ママが倒れたのが、３年前の２月。今も苦しいけど、あの時

も辛かったなあ・・・ 

でも必死に駆け抜けた。あきらめなかった。あの強さが、  

また欲しい！！ 

そして４年前の高３の卒業直前の今頃・・・あの、なんとな

く胸がキュンキュンする感じと（笑） 

就職は決まってたし、東京に行く為のお金作る為なら、なん

でもできた あの強さも欲しい。。。 

わたし日払いの派遣のバイトで、引越しとか事務所移転も 

やったもん！！  

「お姉ちゃん、そこらへんの若い兄ちゃんより あんたのほ

うがよっぽど働くし使えるな！」って 仕事終わりに 怖い

体格のいい リーダー的なおじさんが握手して言ってくれ

た言葉が忘れられないです・・・ 

途中で逃げなくてよかったなあ・・・って思いましたの（笑） 

あの厳しい体験や、わずかな社会人経験ではあったけど 

「仕事は自己実現の手段」とか、「やりがい」とか ああ、

嘘だなあ、甘ったれてるなあ・・・って そう思うきっかけ

になった。 

そんで大急ぎで帰って、シャワーだけ浴びて夜中まで実家の

お店で働くという・・・わずか４年前。。。 

なんであんなことが出来たのか、自信にはなったけど今の 

私には信じられない。。。 

すごいね～ 青春時代は情熱の消費が高いのです。クールに

斜に構えてたら、もったいないね（笑） 

そしてわたしもがんばる２月！！ おやすみなさい。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2011-02-12 素敵なイヤホンがあればだいじょうぶ。。。 

（前略） 

最近阿比留さんの筆が鋭くて も～う。。。シアワセです（笑） 

（後略） 
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阿比留記者ｉｚａブログより 初登場コメント☆ 

『安倍前首相が山崎拓氏に「私の言葉を肝に銘じろ！」』
（2008/06/20） http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/615773/ 

 

 

 

 
 

阿比留記者との往復書簡♪（コメント欄より） 

Commented by 福田美緒 さん（2008/06/21） 

阿比留さんはじめまして。 

安倍さんが好きで、高校生のときから産経新聞と、ブログ読ま
せていただいてます！ 今は19才の介護士になりました(笑） 

いろんな事や、大勢の視点とは違う、ものの見方を教えて 
もらって感謝してます。ありがとうございました。 

さてさて・・山崎拓さんが「幼稚だ」っていう発言をした時
は私も本当に腹がたちました。 

いくら年齢は一回り下でも、前総理である方にあんな発言を
するとは・・・ でも、考えたくもありませんが、人権擁護
法案ができたら、安倍さんのこういう発言も、 
「人権を侵害された」と、秘書や支援者から訴えられてしま
う可能性があるんですよね？ 

通常の裁判だったら、訴訟を起こすのにも費用がかかると思
うんですが、人権委員会に、人権侵害の申し立てをするのは 
訴えるほうには特に費用などの負担もないのでしょうか？ 

もしこの法律ができたら、市民団体やリベラル系の人たちは、
人権侵害の申し立てを乱発すると思うのですが、それに対し
て、訴えられた側の対処の仕方とか名誉があっというまに底
に落ちてしまうのではないかと凄く不安になります。 

わけのわからない文章ですみません。 

明日は24時から義家さんと安倍さんのラジオですね！すご
く楽しみです。これから暑くなりますが、阿比留さんも、  
ご家族の皆様も 毎日お元気でいられることを祈ってます。 

外でのお仕事も多いと思いますが、こまめに水分補給して 
くださいね(笑） 

産経新聞がだいすきです！ 署名記事で阿比留さんの名前
を見ると、胸がキュンとします(笑） それでは失礼しました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/06/21） 

福田美緒様 

はじめまして。産経とブログのご愛読ありがとうございます。 

＞胸がキュンとします(笑） 

…たとえ（笑）がついていようと、こういうことを言われたのは
生まれて初めてなので、少々狼狽しました。明日の紙面でも署名
記事が出ているはずなので、またよろしくお願いします（笑）。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2008/07/13） 

阿比留さんこんばんわ。毎日の激務おつかれさまです。 

暑いですネ・・・私は未成年なんでわからないのですがこんな夜
には、ビールはめっちゃ美味しいんだろうな・・・と感じます！！ 

コーラ飲んだあとの清涼感とは違うのでしょうか？(笑） 

さて・・私は東野圭吾さんがおすすめです。 

最新作の単行本「流星の絆」がよかったです。洋食屋さんの
ハヤシライスがキーになるミステリーなんですが、 

美味しそうなハヤシライスと、美しい兄妹愛に感動しました☆ 

新聞休刊日の前日は、記者のみなさまは だいたいゆっくり
できるのでしょうか？ 

阿比留さん。リフレッシュして、また いい記事いっぱい 
書いてくださいね！ 

阿比留さんの文章は、難しいことをわかりやすく書いてくれ
るから好きです。 

なんだか軽いコメントですみません・・・失礼しました。 
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Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/07/14） 

福田美緒様 

こんにちは。ビールのよさは…うーん、清涼感というか、  
私は液体をどんどん喉の奥に送り込むのが好きなようです。
他の酒だとそうは飲めないので。本のご紹介ありがとうござ
います。薦めていただくと、参考になるのでありがたいです。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2008/08/03） 

ステーキなのに、お味噌汁っていうのが素敵ですネ。 

ごはんはおかわり自由なのでしょうか？こんなにあったら、
２，５皿はいけそうです(笑） 

わたしの実家は、お店をやっているので、よくお皿洗いも手
伝わされたんですが 阿比留さんの時代は、食器洗浄器って
ありましたか？ 庶民的なアルバイトも経験されてる阿比
留さんの、ますます大ファンになりました！！（笑） 

暑い毎日ですが、美味しいもの食べて、お仕事がんばって 
ください。 

いっぱい食べる男の方素敵です（笑） 失礼しました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/08/03） 

福田美緒様 

はい、若布のみそ汁です。ステーキランチにパンなんていわ
れると興醒めですよね。＞食器洗浄器ってありましたか？…
私がバイトを始めたことろはまだ導入されていなくて、途中
で入りました。ずいぶんと楽になったのを覚えています。 
鉄板をタワシで洗うのが重労働でしたが。ライスはお代わり
自由だったかどうか記憶していないのですが、大盛りなんか
たのむと大変なことになります。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん（2008/08/16） 

阿比留さんこんばんわ。 

去年の夏に、初めて靖国神社を参拝して、思っていたより 
静かでびっくりしました。 

同時に伝統や文化の重みも感じて、何度か胸が詰まる気持ち
にもなりました。 

さて、無宗教の国家追悼慰霊施設というのも、言葉は悪いで
すが なんか胡散臭いものを感じます（笑） 

無宗教で、どうやって霊を祀ったり、慰霊したりするのでし
ょうか？ 宗教儀礼なしで、どうやって英霊のみなさんの魂
が、その新しい施設とやらに宿ってくれるのか、発想を疑い
ます（笑） 絶対、実現してほしくないなあ・・・ 

今生きてる人たちだけで、過去築いてきた文化や伝統を、
軽々しく変えちゃいけないなって、感じました。 

阿比留さん。暑さに負けないでくださいね（笑） 

食べ物の写真やエントリー、めっちゃおもしろいです！！ 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2008/08/16） 

福田美緒様 

こんばんは。 

＞なんか胡散臭いものを感じます（笑）…。 

はい、看破された通り、出自から経緯から内容に至るまで、
すべて胡散臭いテキトーなものだと思います。本当に安易で
くだらない発想であり、何の意味もありません。福田氏の私
的懇談会は、慰霊も顕彰もしないとはっきり言っていました。
つまり、英霊の存在はそこになすということで、無味乾燥で
機械的なそんな施設に、だれが行くのだろうかという当たり
前の疑問には答えていません。彼らの発想の貧困さには目眩
すらします。 

＞食べ物の写真やエントリー、めっちゃおもしろいです！！ 

…ありがとうございます。いろいろと気持ちが沈みがちだっ
たきょう一日で、一番嬉しいお言葉でした。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん（2008/10/30） 

阿比留さんこんばんわ 

かつて安倍さんが、朝日新聞や週刊朝日の あまりにもひど
い事実と異なる報道をされたとき、 

うやむやに流さずに しっかり抗議をされてて好感を持ち
ました。その後、あちらは自らの記事の正確さや信頼性で、
勝ち目がない（？）とわかると 

「総理大臣ともあろう人が・・・」とか「冷静さを失った  
感情的な対応・・・」などの評論家の意見を載せて、論点を
微妙にずらしてきたことを(笑）よく覚えています。 

私も、おととい週刊朝日を読んだとき「まさか阿比留さん
が・・・」って思ってしまいました。すみません（笑） 

自分の許容範囲を超えた、事実と異なることを書かれてお仕
事にも影響が出るようなら しっかりと抗議、反論すること
は当然だと私も思います。生意気言ってすいません（笑） 

涼しくなってきたので、お元気でいらしてくださいね☆ 

冬場は、お酒のおつまみも やっぱ変わってくるのでしょう
か？（笑） 失礼しました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2008/10/31） 

福田美緒様 

おはようございます。 

＞私も、おととい週刊朝日を読んだとき 「まさか阿比留さ
んが・・・」って思ってしまいました。すみません（笑） 

…おっと、危ない。こういうことがあるから、私も困らせら
れているのですよね。これまでも上杉氏に一方的に張られた
レッテルで見られるようになって迷惑してきたのに。 

寒くなってきましたが、私は１年中ビールです。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2009/03/07） 

阿比留さんこんばんわ☆ 

答えられる範囲で結構なんですが（笑）質問させてください！ 

上杉さんの「官邸崩壊」を読んで、悔しい思いをしたんです
が（笑） その場にいなかった人間が、ああいう会話調で構
成して書くときって 素人考えでは、どうやって一語一句 
間違いなく取材するのかな？って思います。 

あそこに書かれてあることを、本当に当時の安倍総理が  
おっしゃったのかな・・・って。 

まったく脚色とかは無いんでしょうか？（笑） 

私は、「うわぁ...阿比留さんの名前が出てる！」って思ってし
まいました（笑）すみません... 

阿比留さんは花粉症は大丈夫ですか？ トマトがいいみた
いです♪ 

季節の代わり目ですが どうかお元気でいらしてください！！ 

失礼いたします。ありがとうございました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/03/07） 

福田美緒様 

こんばんは。お久しぶりです。 

＞その場にいなかった人間が、ああいう会話調で構成して書
くときって素人考えでは、どうやって一語一句 間違いなく
取材するのかな？って思います。 
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…これは一般論で言えば、新聞の検証記事などでもときどき
見ていたようなものを掲載しますが、それは、その場にいた
当事者か、当事者側近などに聞いたことを複数の筋から付き
合わせ、確からしさをそのときどきのキャップなりなんなり
が判断して載せるものです。私自身は「官邸崩壊」について
は、斜め読みしかしていません。というのも、当時、官邸サ
ブキャップ、またキャップとして政府高官その他を取材し、
直接いろいろな場面に立ち会った人間としては、また、安倍
政権ができるに至る経緯をかなりの部分、見聞してきた身と
しては、上杉氏の書いていることには斜め読みしただけでも
「違うよ、それは」「何を思いこんでいるの？」ということ
がちょっと読んだだけで多かったためです。この「官邸崩壊」
という本では、私が見聞きした事実、直接当事者から聞いた
証言、また当時の政治情勢について、私は多くの意義・異論
があります。また、この本の中でいかげんなことを書かれた
政治家や関係者の憤り、諦念も知っています、何かを主張す
るのであれば、最低限、事実は踏まえてほしい、自分が他者
から聞きかじったことを絶対視するような、新聞記者であれ
ば支局の若手が陥りがちな幼いレベルでものを書かないで
ほしいと、本当に願います。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2009/06/28） 

阿比留さんは、ご自身が大絶賛だった本が ドラマとか映像
化されると、その出来に、割と辛口になられますでしょうか？ 

私は、どうも・・・嬉しくて期待してたぶん、がっかりしち
ゃうタイプです（笑） 

脚本家さんもお仕事だから、しょうがありませんが、どうし
て自分の色を出したがるんでしょうかねぇ？（笑） 

やっぱ活字だと、映像や情景を自分でイメージするから素敵な
んだろうなって思います！ わかりにくい文章ですみません☆ 

暑い毎日だと思いますが、どうかお元気でいらしてください。 

阿比留さんが美味しいビールが飲めますように☆☆ 

貰えるとしたら、ビール券と図書カード、どっちが嬉しいで
すか？（笑） 

ブログ読むの楽しいです。いつも、いろいろ教えてくださっ
てありがとうございます。失礼しました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/06/28） 

福田美緒様 

お久しぶりです。最近は調子はいかがですか？ 

＞ご自身が大絶賛だった本が ドラマとか映像化されると、
その出来に、割と辛口になられますでしょうか？ 

…ぜひ観たい場合と、逆に最初から観る気が起きないときと
あります。キャストを知った段階でもうダメだということも
ありますし、原作と全く別物でがっかり、ということも。  
活字はイメージがいかようにも広がりますからいいですね。 

＞ビール券と図書カード、どっちが嬉しいですか？（笑） 

…また究極の選択を（笑）。私の場合、その二つはセットな
ので選びようがありません。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2009/07/08） 

阿比留さんこんばんわ☆ 質問させてください！ 

民主党政権になったら、やはり教育基本法や関連法の再改正
は、やはり間違いなく行われてしまうのでしょうか？ 

わずか３年で、また旧教育基本法に近い考え方に戻されてし
まうなんて現実とはいえ恐ろしいです。悔しいなぁ・・・（笑） 

国民世論がうまく湧き上がって、再改正反対の流れが出来れ
ばいいんですが。 

なんかいいこと・・・といえば、ビアガーデンで綺麗な星を
見ながらビールを飲むとか、どうでしょう？（笑） 

お元気でいてください☆ 失礼しました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/07/08） 

福田美緒様 

こんばんは。 

＞やはり教育基本法や関連法の再改正は、やはり間違いなく
行われてしまうのでしょうか？ 

…この点は二つあり、まず改正教育基本法廃止法案のような
ものを出してくる可能性があります。それと、民主党独自の
日本国教育基本法案があるので、それをもとに法の再改正の
形をとることもあるでしょう。ただ、民主党が政府の改正教
育基本法案への対案として提出した日本国教育基本法案は、
「どうせ通りっこない」（当時の小沢代表）という政府案牽
制のための法律だったこともあり、民主党内にも「これを出
すなら絶対に反対する」（女性議員）などの反対論も根強い
のです。ですので、どうなるかは政権交代後の執行部や担当
大臣の布陣、党内情勢も含めてよくみてみないと分からない
点はあります。 

＞なんかいいこと・・・といえば、ビアガーデンで綺麗な星
を見ながらビールを飲むとか、どうでしょう？（笑） 

…そうですねえ。いいアイデアです。大学１年生の夏休み、
ビアガーデンでバイトしていた日々のことをふと思い出し
ました（笑）。暑い季節が到来しました。ご自愛ください。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2009/09/20） 

阿比留さんこんにちわ。 

世の中の出来事にまったく無知無関心なのはもちろん問題
ありますが、かといって、いかにも「正義」を振りかざすよ
うな報道姿勢や ジャーナリストとか わざと自分を卑下し
て「我々、庶民は～」なんて したり顔で言ってるようなコ
メンテーターみたいな人たちにも正直、吐き気がします（笑） 

中立なんて奇麗事で、誰でも偏りがあるのは当然だと思うの
で、今までどおり阿比留さんが伝えたいと思ったことを  
ご自分の考えで、無理のないペースで伝えてくだされば嬉し
く思います！！ 

何にもしらなかった高校生だった私が、この５年間ぐらいで
産経新聞と阿比留さんのブログに沢山いろんなこと教えて
いただきました♪ ありがとうございました。 

それと、毎朝紙上で阿比留さんの名前を目にするとやっぱり
うれしいです（笑） 

季節の変わり目ですが、お体のほうは大丈夫でしょうか？ 
毎日、きっと想像も出来ないぐらいの激務だと思います。 

いつかお時間が出来たら、私の地元茨城県の、海沿いの大洗
っていう町に観光で来てみてください☆ 

安い値段で回転寿司はもちろん、いくら丼からシラス丼まで 
海のものなら何でも揃ってますョ！！ なんなら私がガイ
ドします（笑） 

あと今、入院してるんですが 病院の食堂のカレーやハン 
バーグがうらやましいです・・・ 人間、やっぱり結局は 
シンプルな食べものを求めるものですね（笑） 

なんか、ピントのずれたコメントで、申し訳ありません。 

年内はとても忙しい毎日が続くと思いますが、お元気でいて
ください。応援してます♪ 失礼いたしました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/09/21） 

福田美緒様 

こんにちは。入院生活が続いているようですが、最近のお体
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の調子はいかがでしょうか。そのような環境にありながら、
私を励ましていただき、ありがとうございます。わが身の 
贅沢さに恥じ入る次第です（このクセはなかなか直りません
が）。大洗と言えば、水族館に一度行ったことがあります。
愉しい思い出です。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん （2009/11/22） 

阿比留さんは、まだお子様にサンタさんの存在信じてもらえ
てますか？（笑） 

私は小６まで まったく疑うことなく信じてました♪♪ 
大人になってもイルミネーションとか、クリスマスは心が洗
われますよね☆☆ 

寒いなか毎日激務だと思いますが、お元気でいてください。 

インフルエンザや風邪のウイルスは、湿度６０％以上で死ぬみ
たいです！！加湿器とか、ご自宅にいかがでしょうか？（笑） 

ピントのずれた投稿ですみません☆ 

素敵な日曜日になりますように♪ 失礼いたしました。 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/11/22） 

福田美緒様 

＞まだお子様にサンタさんの存在信じてもらえてますか？（笑） 

…うーん、どうでしょうねえ。「自宅にはこびとが住んでい
て、ときどき夜中にビールを飲んで片づけないでそのままに
している」という話はけっこう信じていましたが…。 

＞加湿器とか、ご自宅にいかがでしょうか？（笑） 

…はい。私は気管支が弱いので、何年も前から冬場は欠かせ
ません。今年は古いのが壊れたので買い換えました（笑）。 

ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆ 

Commented by 福田美緒 さん（2010/04/10） 

こんばんわ阿比留さん♪ 

ぎっくり腰 直後は冷やしたほうがいいんですけど、時間が
たってからは患部を温めたり 温シップ コルセットがい
いそうです☆ 

すりおろした生姜を、布巾かなんかに包んで、思いっきり患
部に当てて巻いちゃうといいんですョ！！ 

私、一応 元ラグビー部のマネージャーです（笑） 

でも、めんどくさいですよね。すみません♪ 

あと急に運動すると膝を痛めるので、室内で出来る様な通販
によくある自転車が 膝に優しく脚に効きますョ☆☆ 

阿比留さんは、重松清さんって作家さんの本 読んだこと 
ありますか？ 

なかなかテーマにする所が、おもしろくて最近ハマってます♪ 

少し綺麗にまとめすぎな所もありましたが、「ステップ」っ
て小説が泣けました！ 

新しい季節、暑くなってきて大変だと思いますが お元気で
いてください。失礼いたします・・・ 

Commented by 阿比留瑠比 さん （2010/04/10） 

福田美緒様 

こんばんは。 

＞私、一応 元ラグビー部のマネージャーです（笑） 

…そうだったんですか。それではいろんな事例をご存じなん
ですね（笑）。重松清氏の本は10冊ほど読みました。独特の
哀愁がありますね。 

上杉 隆『東京脱力SPORTS & RESORTS（試作版） 
～ゴルフとスパと、時々、永田町』より 

元内閣総理大臣公認 自称「ジャーナリスト」上杉隆のラグジュアリー・ブログ 

June 28, 2007 （前略） 

でも意外にも、即日「ファンレター」が来ました（驚）。 

しかも、いつものような「抗議文」「内容証明」「脅迫状」の
類ではありません。正真正銘の「ファンレター」です。 
なぜなら、メールのタイトルにきちんとそう書かかれている
からです。で、心躍らせて、メールを開いてみました♪ 

【以下貼り付け】 

上杉隆さま 18才 福田美緒と申します。介護施設勤務です。
週刊文春での義家氏の出馬の記事拝見しました。 

私は、現場を離れてからも、ラジオで若者とまっすぐぶつかり、
情熱を持って向かいあってる義家氏を支持してるので、世間の
無責任で、いいかげんな再生会議批判 義家批判にはイライラ
してるんですね。上杉さんの記事は、義家氏を貶めるものにな
ってると思うのですが、文春が書くならともかく フリーライ
ターの上杉さんが この記事を書く理由は何なのでしょう
か？ もちろん悪は徹底的に追及すべきだと思います。 

しかし義家氏が、再生会議の理念、提言を政治に反映させるん
だ、苦しんでる子や、努力が正当に報われない現場の先生を、
救うために仕組みを変えるんだと立候補する事が、そんなに 
批判されるべき事でしょうか？ 

事実、再生会議の提言は、政治家や官僚によって骨抜きにされて、
反映されてないって事は上杉さんも以前書いておられますよね。 

現場の最先端にいた義家氏が、ただ提言を出すだけでは変わら
ない 政治家として再生会議をサポートしようと考えること
は真っ当な発想だと私は思うんですが。 

宮崎哲弥さんがおっしゃったこともわかるんですが、議員とし
ては再生会議の委員は続けられないわけですし、落選した時の
事を考えて、今の役職のまま出馬したら これまた上杉さん 
みたいなコワ～イ（笑）マスコミに批判されますよね。 

だから再生会議に辞表をだすのは当然じゃないかなあ。 

加藤浩次さんがテレビで不快そうに呼びかけたとありますが 
上杉さん拝見しましたか？ 私は見てたけど、人によって解釈
の違いはあるにせよ、私にはどうみても加藤浩次さんが不快そ
うに呼びかけてるとは見えませんでした。 

むしろ堅い話題のなかに、一息つかせる 見てる人を笑顔に 
させるような 加藤さん一流の微笑ましい呼びかけに私には
見えたんですが・・・ 義家氏は今までも多忙のためか毎週の
出演ではありませんでした。 

その前週もほかのコメンテーターの方が出られてます。上杉さ
んの書き方だと、義家さんがいわゆるばっくれたみたいなイメ
ージなんですが、義家氏のスタッフの方からホントにTV局に
一言も連絡ないんですか？私はそんなはずはないと思います。 

上杉さんの記事に限らず誰かのコメントを紹介する時に幹部
経験者とか再生会議の委員の１人とか安倍周辺とかばっかで
ずるいです。だってホントに、そう発言したかどうかわからな
いじゃないですか？ 上杉さんの持ってゆきたい方向に勝手
に書いてしまうことだってできる。結局上杉さんも国や権力側
のやることは全て間違ってるんだ、なんでも批判しなきゃいけ
ないんだっていう普通のマスコミと一緒なんでしょうか？ 

こういう記事を書く以上 義家弘介氏本人にしっかり取材し
なきゃフェアじゃないと思うんですが、どう思われますか？ 

マスコミはいつも批判的ですが、再生会議や義家氏 安倍内閣
を支持する方々も確実にいますよね。そういう方の意見は吸い
上げないのはどうなのかなって感じます。 

長くなってごめんなさい。私上杉さん でも嫌いじゃないんで
す！！この前アクセス聞きました！！これからもがんばって
ください。暑くなりますが お身体気をつけてくださいね。 

熱中症に注意ですョ。こまめな水分補給デス。 

ありがとうございました！！  【以上貼り付け】 

う～ん、やっぱり「ファンレター」ではないですね……（涙）。 

でも、まさに、その通りです……（反省）。膝を打ちながら   
読み進めました。あまりに打ったんで、打撲気味です（ベタ）。 

それにしても福田さん、的確な指摘、ほんとに立派な18歳です。 
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