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【2012年10月3日】 

あと今はネットの時代ですから せめて週１ いや２～３回ぐらい
(笑)動画で１０分ぐらい政策や想いを話してほしいですよね～ 
一人じゃきつかったら毎回違う議員や民間人と対談方式とか…
そう考えると、西やんって凄すぎますよね(笑) 

代表質問って一方通行でつまらないと思ってましたが、これから
は安倍総裁だから 長い時間 自分の政策や想いを延べられる
し めちゃめちゃ楽しみです！ 

まさか臨時国会冒頭は 幹事長ゆずってくれますよね～ 幹事長
が出てきたら怒ります(笑) 

あと、親分は最近 グレーのスーツが多くて 紺のイメージだった
から新鮮でした グレーのほうが若々しく見えました☆ 

西やんは髪の毛との対照で紺のほうが…似合うような気がした
なあ(笑) 

 

【2012年10月16日】 

一方で安倍さんは少し白熱した議論になったほうが 強みとか良
さが抜群に出るように感じます。 

育ちがいいから、自分の話を聞いてくれる人、同じ意見の人と話
すと 正論で正しくはあるんだけど 強さが出ないような(笑) 

西やんや中野剛志さんとも、深い部分では異なる点もあります
よね…そういう議論が見たいんですよねぇ(笑) 

中野さんと、西やんを介して ウィルで企画してくれないかなあ… 

みお的には もちろんまったく合わないところもありますが、田中
康夫さんには なぜか注目してしまいます。稲田さんや城内さん、
西やんと仲がいいのも なんとなくわかるし 安倍さんは多分 嫌
いなタイプだと思うけど(笑) こういううるさ型と交わると…さらに
政治家として魅力や強さが増すと思うんですが… 

昔「アクセス」って長寿ラジオやってたんですよ～軟派な作家時
代は知りません(笑) 

小林よしのり氏は あまりにもひどいですね わずか数年でこうも
意見が変わるものかと(笑) だって安倍晋三にもう一度期待した
いって言ってたんですよ～ 

周りからみんな離れていく意味がやっとわかりました(笑) 

みおが高校生の頃は 西部先生とも盟友だったんですが どうや
ら喧嘩別れしたみたいです(笑) 金先生も、あんなのと早く縁切
らないと 絶対漫画で批判されそう… 

二言目には ネトウヨ、エセ保守 ポチって とてもオピニオン誌
に原稿持ってる人の言葉とは思えません 

花うさぎさんが、彼を嫌悪してた意味が…やっとわかりました～ 
ごめんなさい。気づくのが遅くて(笑) 

真面目に日本を思って活動している国民の人達が 小林氏みた
いなのに揚げ足を取られたり 悪く言われないよう祈ってます。 

【2012年10月25日】 

西村幸祐さんはもちろん知ってますよ♪「反日の構造」だったで
しょうか？白地に赤い文字の単行本のほうです。高校生の時に
読みました。 

非常に初心者にも分かりやすく、入門書のような感じで色んなこ
と、分野に興味が出てきたことを覚えています。 

そういえば…０２年の日韓W杯は、私も鹿嶋スタジアム地元なの
で クールを気取ってたスネた中学生の私でも、さすがに少し興
奮したことを覚えていますが、、、確かに西村さんのきっかけの
持論のように 異常なぐらい韓国チームに有利な判定が多かっ
たですよねぇ(笑) 

あの頃は何も知らなくて…同じアジアの韓国チームの快進撃、
奇跡のように信じてしまっていました。 

妄想の範囲ですが、、フリーの質問とか なかなか見れない対談
とか… ちなみに安倍さんの１８番は大滝えいいちさんの「幸せ
な結末」という曲らしいです！ 

♪髪をほどいた～君の仕草が…って歌ですね。あと一太さんに
よると、カラオケいっしょに行ったとき、西やんはめちゃめちゃ歌
が上手いって言ってました。どんな曲歌うんでしょうね？洋楽だ
ろうなあ… 

一太さんのblogはチェックされてますか？ 安倍さんの情報もよ
く出てきますよ。一太さんは…ぜったい官房副長官になってほし
い(笑) 安倍総理を助けてほしい。。 

意外な組み合わせでいうと、藤井聡さんとか中野剛志さんとか 
三橋貴明さんなど、西やん路線じゃないでしょうか(笑) 青山繁
晴さんとお二人で対談されたことって、今まであったのでしょう
か？ 

 

【2012年10月28日】 

やっぱり、都市の論理や効率や効果、採算など机上の数字ばか
りではなく しっかりとした公共事業、国土強靭化はやってほしい
なって 個人的には感じます。 

安倍さんも最近は「子供や国民の命を守る為、景気をよくする為
の公共事業は躊躇わずにやる！」って言ってくれてますから嬉し
いです。 

ああいうこと、６年前はなかなか聞けなかったから、やっぱ西や
んや城内さん、江藤拓さんあたりがかなり強く提言してくれてた
ら嬉しいですねっ・江藤拓さんって政治家さん♪わたし一番好き
なタイプの政治家さんです！なかなか注目するのが遅れてしま
って申し訳ないです(笑)ああいうタイプの政治家さんに、お金持
ちになって少額でも政治献金したいなあ 

 

【2012年11月2日】 

でも、小川先生がご本を書いてくれたことが、安倍総裁の総裁就
任の貴重な力、サポートになったと思います。 ずっと安倍総裁
を信じて応援してきた人はもちろん、それぞれの事情で安倍さん
から心が一瞬離れてしまった方々も、また今までややネガティブ
な印象を持っていた人も…『約束の日』を読んで、きっと 「もう一
度信じてみよう！」「やっぱり安倍さんに頑張ってほしい」 または
「安倍さんって実はこんなに頑張っていてくれたんだ…」 

そういう思いがまとまったパワー、熱になって あのような奇跡を
起こしたのだと。決して石破議員を安倍さんより劣っているなどと
言うつもりはありません。石破さんも発信力も説明能力も素晴らし
い。五年前の夏の怨念は(笑)もう綺麗さっぱり水に流しました！ 

最後はほんの紙一重の差、安倍さんの新しいストーリーを共に
紡ぎたいとゆう、国民の熱が勝利に繋がったと思っています。 

「やせ我慢Aさんツイッターより」
 ＊みおさんは2013年2月1日に
 24歳になります。 
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ブログのチェックもありがとうございました。安心しました。これか
らは長文でも、不安にならずに（携帯から）投稿できますね(笑) 

【西田昌司 「菅直人、この薄っぺらな」（１）（２）（2011.7新潮45）】 

確かに長文で大変でしたが、「負けるものか！」って 送信ボック
スに下書きを何日もかけて書き溜めました…まぁ西やんへの愛
と、主張していることの素晴らしさ。またブログを通じて、なんとか
みおも なにか安倍総裁の役に立ちたいと思ったのです(*^o^*) 

こだわりがあります… タイトルで人名を前に持ってきたことで、
確信はありませんが なんとなく西やんの名前を検索した人に、
ひっかかりやすいかなと… 選挙前になったら自分の選挙区の
候補者の名前を検索する人も多いのではないか？と思いました。 

来年の夏の参議院選挙前には、膨大なデータがストックされて
るblogにしたいなあ(笑) 

金先生がバシッと小林よしのりに反論してくれたら…それを軸に
ネット上で拡散してゆくと思うんですが… 小林の醜さには、なか
なか一般の人間では対応できませんね。まあ、今の小林よしの
りなんて、それこそ…我こそが正義の 排他的な人間しかいませ
んから心配はしていませんが 漫画で醜く書いて攻撃するという
手法に 安倍総裁はもちろん、金先生や安倍さんを応援する
方々を晒されてたまるか！という思いはあります… 

つくづく、保守派って明るくて度量が広くて そして強くなきゃいけ
ないなって感じました。  

自民党のホームページは確かに、応援している人には魅力的な
コンテンツが揃ってますが、わたしだったら『国民の皆さんから、
安倍総裁に実現してほしい政策募集瀨』とか『応援メッセージ＆
ＢＢＳ』とか いれてほしいなあ(笑) 

安倍総裁の力になること、パワーになれることはないかと考えて
いたら 病院の廊下の椅子で気づいたら朝でした(笑) 

やっぱり…私はアナログ、手紙しかないなあって思いました。。。 

普段、ホームページで意見を貰うことには慣れてても、なかなか
手紙を貰う機会は少ないと思いました。 

 

【2012年11月6日】 

やっぱり第一党は取れると思いますが、小細工を許さない 評論
家や誰にも文句を言わさないように 安倍総裁が首班指名で他
を圧倒できるように、選挙で自民党が勝ってほしいですね。 

そのためには石原平沼新党を徹底して叩かないと(笑) 西やん
が挑発してくれないかなあ… 

もはや民主党なんてまったく相手ではなく、敵が代わっているこ
とに早く気づいてほしいです。 

 

【2012年11月10日】 

産経新聞烏山センター凄いですね～衆院選前は無理ですけど
参院選前に「烏山区民会館」で、ぜひお力を借りて 応援イベント
やりましょうよ～(笑) 

西やんに、衛藤さんに、赤池さんに一太さん 磯崎さん…そして
安倍総裁の「意中の１枠」比例区候補の大物にも(笑) みんな来
てほしいなあ♪ そんな夢です☆ 

花うさぎさんのことは存じ上げていました。だから「約束の日」に
は運命的なものを感じました。いいかげんな国家運営に、ストレ
スが溜まられたこともあられたと思います。。感謝を胸に私もが
んばります。blogでお顔を拝見していたので、似顔絵とても似て
おられますね お墓はどちらにあるんですか？今年のクリスマス
や一周忌に『首班指名 激戦を制して 新総理に安倍氏』 そんな
新聞が届けられたらいいですね(笑) 

雨に濡れないように額にいれなきゃ！！ 

【2012年11月12日】 

ひとりの講演会じゃありふれてるから、今までで初めての、夢の
組み合わせの対談形式とか 

田中康夫＆安倍総裁とか… 親分が嫌がるかな(笑) 援軍として
西やんと青山繁晴さん・でも…今までの枠組みとは違う、夢のよ
うな対談が見たいのです。真逆の人と話してもわかりあえないけ
ど、９０度ぐらいの違いの人と討論したら、大げんかになるか(笑)、
今まで予想しなかったような融合反応、エネルギーが生まれる
かもしれません瀨わかってくれます？(笑) 

中野剛志氏＆安倍総裁ぐらいなら、西部先生が間に入ってくれ
たら実現できそうなのに～ 

藤井聡先生は、総裁を支持してくれてるみたいです♪♪ 

やっぱり構造改革派と財政出動派…本来なら相容れない両派
から慕われる、、それが安倍総裁の凄いところだと思います。 

他の保守派の政治家でも、なかなかいませんものね 

総裁と三橋さんの対談も見てみたいですね… 

なーんて妄想な話でごめんなさい。 

 

【2012年11月16日】 

（WiLL掲載について…）はい。ＯＫで、尊敬する小川先生に気に
かけていただけるなんて、夢のようで、とても光栄です…しかし
大丈夫でしょうか？私あんまり堅くならないようにって思いと、 
真面目に政治について！なんて真剣に語るより、少し距離を 
持っていたい…みたいな若者特有な照れ隠し？(^O^)な文章☆
「親分」「西やん」…とか(笑) ここ数年はずっと、そんなふざけた
文章でしたし♪ 

もう、そんなこと言ってられないですしね。なんとか安倍総裁と 
自民党の優秀な議員さんのために、出来ることを頑張りたいです。 

 

【2012年11月18日】 

ブログに書いた西やんの文章、去年のものなんですが、これぞ
「西田イズム全開！」って感じじゃありません？(笑)また、これほ
ど民主党の体質を書いた文章もめずらしく、参政権から防衛まで
真正保守のエッセンスが満載ですよねっ 

 

【2012年11月25日】 

あと、テレビの討論の人選、ちょっと外してますね。菅先生は  
素晴らしい政治家さんだと思いますし安倍さん側近なのは理解
しますが、裏方、調整タイプで少しファイトに欠けるとゆうか(笑) 

それこそ、石破先生や西やんみたいに、圧倒的な論理と気迫で
勝てる人か、もしくは高村副総裁みたいな、誰もが一目置く重鎮
タイプじゃないとなって思うんですよね。 

 

【2012年12月9日】 

（女子高生との写真♪）西やん肩に手を添えてて素敵ですね 

安倍さんの声が出なくなっちゃいましたね…きのう北海道で大雪
でしたし、中小野党とは比べ物にならない位の分刻みのスケジ
ュールですもの♪  

今日は三茶だったみたいですね、いいなあ…おととい石破幹事
長は烏山区民センター前の敷地で街頭演説に来たみたいです
(^O^) あそこ広くていいですよね！ 

びっくり…義家さんと競ってる後藤祐一さん、『市民の党』とズブ
ズブです。西やん応援に入ってガンガンやってほしい～ 

もうひとりの維新のほうがヤバイのかと思ってたら、この後藤って
ゆうのと、かなり競ってるみたいです。 
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【2012年12月26日】 

稲田先生が入閣しました。行革、公務員改革だそうです。一太さ
んが沖縄北方、新藤さんが総務だそうです。 思ったより側近が
入れましたぁ！ こりゃ…西やんは予算委員会筆頭理事でしょう
か？（笑） 

森雅子参議院議員、少子化担当♪ 参議院予算委員会の肉食
系が(^O^) みんな晴れの舞台へ旅立ちます。あとは西やんと 
江藤さんですね～ 西やん、麻生さんの下で副だったら素敵で
すね！ 農水が林なのが？やっぱ同郷だし総裁選がらみで外せ
なかったのかなあ？ やっぱTPPは、推進ということで、あきらめ
ないとならないかもしれませんね… 

まあ、なんでも思い通りになるわけないし 今は信じるしかありま
せんね 

 

【2012年12月30日】 

参院選に当選して、西やんの晴れ姿もいつか見たい 一太さん
に磯崎陽輔さん、予算委員会の理事ふたりが、政府に入ったか
ら、ひょっとして予算委員会の理事かも～  おそらく民主党の理
事はレンホウだったり、小沢系の森ゆうこだったり、理事、西やん
じゃないと戦えないですよね（笑） 

こっちチームの森まさこさんは、こないだ大臣記者会見で日の丸
への礼の仕方とか、立ち振舞いとか、凛としててかっこよかった
です。参院選、福島は一人区だから大活躍して名前を売って、
夏に当選してほしいなあ～安倍さんも、入閣そこを考慮してくれ
たのかもしれませんね♪ 

安倍さん、ニコ動に西やんみたいにビデオレター配信してくれた
ら…日本が変わりそう さすがに難しいかなあ( ~っ~) 

 

【2013年1月4日】 

わたし『週刊西田』って観ることが出来ないんですが（笑）今週号
のタイトルみてるだけで、ドキドキしちゃいました！ 西田×城内
対談も凄いですし、「安倍総理と初めて会った時のこと」ってなん
だろう？って(・o・) 

世間の表面的には、安倍総理ってかなりの親米保守って思われ
ていますが、決してアメリカ的な価値観を評価していない西田さ
んが、安倍さんを慕うという所に やはりなかなか発信できてい
ない、まだ理解されていない安倍晋三さんの政治家としての魅
力があるんでしょうね 

逆に言えば、そこをうまく発信できれば安倍晋三さんを支持する
国民が爆発的に増えてくれるかもしれません 

西やんが予算委員会で質問する時が楽しみ、今までと同じよう
に厳しく、政権を質し鍛える質問をしてほしいものです☆そうで
なければ締まらないし、馴れ合いになっちゃうし…逆に注目され
るぐらい与党なのに異例の厳しい質問 みたいな～ 

ちなみにちなみに～明日の西部ゼミナールは、藤井聡教授と中
野剛志先生が安倍政権について語ります♪ 数日したらホーム
ページに動画アップされるので見てみてください。 

藤井教授は安倍支持なのは知ってますが、中野さん、なにを仰
るのか怖いなあ（笑）まあ、キツイ事言う人も大事ですものね・  

義家さんの新年の日記が良かったです！ さあ、始まるぞ～って
感じです☆ しかし、当選のお礼の文章が書けないっていうのは
ナンセンスですね(-_-#)  

春の例大祭は厳しいかもしれませんが、落ち着いて秋の例大祭
にしっかり参拝してくれたらいいかな…なんて思います！ 敗戦
記念日だと逆にリベラル勢力のいいように利用されちゃうだけだ
し、なかなか難しいものですね… 

株価上がれ～もっと上がれ～(笑) 別に私には関係のない株の

世界ですが たとえ実態のない数字の世界だと嫌みを言う評論
家がいても…笑顔の人が増えるのは嬉しいものです 

なんかNHKの今のニュースで 新たな談話も…ってタイトルが出
てました☆ 見れたらワンセグで見てみてください・ 

今はたとえ困難な政策でも、しっかり発信し、自らの思いを説明
し続ければ 今はＳＮＳも発達してるし、自分自身で流されずにし
っかり考えたいって人々が増えてるから、大丈夫なような気がし
ます！ 安倍政権に頑張ってほしいですね～ 

---------------------- 

ありがとうございました 西部先生が最初だったんですね～感動
しました☆ 西田さんが選挙に集中するためにポストを固辞した
と噂を聞きましたが、かっこいい～☆ いつの日か、西やんの晴
れ姿も見たいですよね～  

最近はまだ国会が始まってないから、嵐の前の静けさ やや退
屈でありますが(笑) 月末からは本当に戦争が始まるんだと… 
五年前のあの苦しさや痛みも蘇ってくるでしょうが、今度はぜっ
たい負けません 

 

【2013年1月9日】 

西やんが本を書くのなら～ 

西やんの動画って、トータルしたらもう、数百の世界ですよねぇ？
まとめてＤＶＤにして売ればいいのに～(笑)売ってほしいなあ 

政治家事務所がやったら法律に引っかかるんでしょうか？ 
でも本を書いたりはしますものね。。そっか！西田さんがいつの
日か御本を書かれて、豪華ＤＶＤセット付き販売みたいな(笑) 

最近はＣＤが売れないから、抱き合わせで曲のプロモーション 
ビデオ集とか、コンサートのＤＶＤをまとめてセットで、そのぶん
少し割高で売るんですよ～(笑) 組み合わせのスリーパターンと
かバージョンがあったりして★ 

これからは政治家の本で、そういうことやったら面白そう☆ 

------------------- 

あっ…（西やんって言い始めた）ほんとのほんとのきっかけは、
まだあまり予算委員会デビューとかされてない頃でしょうか？ 
一太さんのblogでゆってたのを頂いちゃったのです(^O^) 

０８年…時系列は確かではないんですが、ウィルとかで西田先
生を知って調べたり、麻生さんの時の総裁選に一時名前が上が
った時とか、、懐かしいですね～ 

今年は森まさこ先生にブレイクしていただかないと（笑） 安倍総
理、ほんとに元気で力強いのが画面から伝わってきて…ほんと
に嬉しいものですね。 

明るくて茶目っ気とかユーモアとか、政治と離れた所で人間的な
少しの弱さと(笑) それで発信力と丁寧に説明する姿勢があれ
ば、きっとすごい長期政権になってくれそう… 

だからみおは、親分は少し早口で甲高い声のほうが、ぜったい
人間的な魅力が出てるって思うんですよね～ みんな早口言葉
が弱点って言われますが… 

ゆっくりしゃべると、どうしてもガチガチな敬語と丁寧語のオンパ
レードになっちゃうし、あれだと聞いてるほうが緊張しちゃう(笑) 

ニュータイプな、見たことのない総理、若者に『安倍ちゃん』って
心から慕われる、そんな総理大臣になってほしいです。 

私は恐れ多くて、『安倍ちゃん』なんて言えませんっ 
「親分」のほうが、まだくだけてませんよねぇ(笑) 

 



みおボード 
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【2013年1月13日】 

義家さんのホームページに書いてある懇談会？これいいなあ…
こういうの観に行きたいですよね ゲストがいない分、無料なの
でしょうか(^O^) 西やんのは、さすが政治家のパーティー券の
本流 ２万とか手がでない(笑) 

来週から西部ゼミナール、西田さんと脇さんなんですって♪ 
参議院選挙までに親分が、石破幹事長と動画で各テーマにつき、
１５分ぐらい本音で語り合うシリーズ…これ最強のコンテンツだと
思いません？(笑) 興味関心を惹き付ける、これぐらいの冒険的
な試みやったら、ぜったい勝てると思うなあ～ 

私も０７年の夏は石破幹事長に憎しみに近い感情を抱きました
が(笑) …だってアクセスっていうＴＢＳラジオに石破さんがゲス
ト出演した時に、めっちゃ抗議メール番組に送り続けましたもの・ 
見事に一発、命中して読まれちゃいました(笑) 

内部で抗議の声をあげずに、マスコミに「太田総理」のようなバ
ラエティに出て安倍さんの批判をするのは、組織人としてどうな
んだ！って内容です☆ １８才にしては‥なかなかでしょ 

あの頃は多分、安倍さんも心底ムカついたと思うけど、今はあの
ふたり、和解して信頼関係があるだろうなってマジで感じます。
週刊誌の不仲説はまったく本質からずれてる(笑) 

携帯のデータフォルダにこないだの、安倍首班指名のワンセグ
録画したやつが入ってるんですが、隣同士ふたりで親しげに話し
てたり、伊吹さんが安倍さんの名前を読んだ時に、拍手が起こる
前に石破さんが『ニコッ』ってしたのを見たとき、 

「あっ、こいついい奴じゃん 許したげる・水に流すわ♪」って感動
しましたよ～  

今月号の中央公論って論壇誌に慶應高校時代の同窓会対談み
たいのされてて、めちゃめちゃおもしろいですよ～女の子と、アイ
ドルとキャンディーズの話ばっか(笑) やっぱいい奴だ♪ 

西やんってサッカー好きなんでしょうかねぇ？ 明日の高校サッ
カー 宮崎対京都の決勝です。 江藤拓さんは準決勝ぐらいから
燃えてます(笑)  

息子さんがサッカー部で、県大会の決勝で今回、明日の決勝を
戦う宮崎代表チームにPK戦で惜しくも負けたんですって。それ
凄すぎますよね！ドラマチックすぎます 

 

【2013年1月14日】 

ＮＨＫの世論調査、支持率６４％だそうです。高いですね～ 

通常国会が始まってやっと、安倍総理を実感できると思いま
す！ 

この１ヶ月は近いような遠いような感覚でした(笑) この半年で全
て決まりますし、ホントの大荒れ、戦争になるんじゃないでしょう
か 

むしろ、いろんな人達の本音や真の姿が炙り出されるから、どん
どん荒れてほしい(笑)  

ちなみに前の就任直後は予算委員会で、菅、田中真紀子あるい
は共産、社民がネチネチと歴史認識を突いてきたことを覚えて
いますが、、今回も突いてきてほしいなあ 

安倍総理はギリギリのラインで、譲ってはならない所はしっかり
答弁してくれると思いますが、まわりがポロポロ、勝手に総理の
意志を忖度した発言が出て…揚げ足とられそうですよね♪ 

逆に西田さんとかが、総理が答弁しやすいように、うまく引き出
す質問してほしいですよね(笑) 

論理的に 

「なぜＡ級戦犯は戦争犯罪人でないのか」「東京裁判とは？」 

「国家のリーダーの戦没者慰霊の意義とは…」 

って自説を述べながら 

「安倍総理？ ご異議ありませんよね？」って(笑) 

全国ネットのテレビ中継で、初めてしっかりとした歴史観をめぐる
対決(*^o^*) 

動画とかみた感じでは、西田さんは今の安倍総理の いわゆる
マスコミが言う参院選まで穏健路線？ 不満な感じなのでしょう
か？気になりますねぇ 

そうは言いつつも、安倍内閣だったら国家にとってやるべきこと
は後回しにせずやってくれると信じてます 

明日「ザ・ボイス」上念司さんですよ～ 絶対おもしろいと思いま
す！ 

わたしラジオはトランジスタラジオです。このデジタルな時代に
単３電池ですよぉ(*^o^*) 

 

【2013年1月15日】 

NHKの平日２４時からの『ニュースweb２４』ってニュースご存知で
しょうか？ 

ネット上の、おそらくリベラル系の理屈っぽい方々には(笑)大人
気だと思いますが Twitterとニュースの連動ってのが売りで、ニ
ュースの下画面にツイートが流れつづけてるんですね。 

もちろん、どれでも採用されるわけではなく、当たり障りのないや
つが多いですが、よく言えば民意を吸い上げる努力、悪く言えば
大衆迎合 

アンカーが津田大介さんとか社会学者の古市さんって知ってま
す？ 津田さんはまあ安定してるけど、あとはとにかく軽い(笑) 

そのTwitterのツイートが、なんてゆうか思い上がりっていうか分
をわきまえてないっていうか、ニュースの関係者とかに向かって、
「数字と費用対効果を明らかにしてください」的な、あとはやたら
に質問形のツイートが多いんです。それもくだらない、きっと自分
で調べればわかるような内容なんですよ(*^o^*) 

リベラル勢力の、この思い上がった態度やツイートみてると、こう
はなりたくないな、って感じてます。 

正義を楯に、したりがおで何でも噛みつく、謙虚さや対等だと勘
違いする… 

保守とリベラルの違いって最後はおそらく、どんなに勉強しても、
数字や透明性を担保しても、もちろんそれも大事なことですが…
最後はどんなに勉強しても、わからないこと、出来ないこと敵わ
ないものもあり、だから長い歴史で先人が繋いできた考え方を、
うまく時代に合わせて変化しつつ踏襲していくっていうのが保守
だと思うんですよね。 

リベラル勢力は、今の時代の我々が最先端で、なんでも自分が
学び環境さえ整っていさえすれば、なんでも理解できる。かなえ
られるって考え方でしょう？ 

みおも謙虚に、思い上がらず気をつけないとねって感じです。 

最近、誉められ続きでして～(笑)だって１０代努力したも～ん 

いやあ…語ったなあ～ 

 

 


