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2008-11-27  長い間、おつかれさまでした。 

みおの、ひいおじいさまは職業軍人として、国のために必死

に働いてくださった。 

だから中学生の時から、戦後民主主義や憲法は、疑う余地が 

かけらも無いぐらい 素晴らしいもので 反面 戦前は自由の

ない暗黒の時代だったみたいに言うやつら マスコミの論調

には、はっきりいって嫌悪感を感じているし 社会科の授業で

も、サヨクかぶれした教師と討論して論破したこともあった。 

まあ・・・そういうことしてるから、先生に冷たくされるん

だけどね(笑） 

田母神前幕僚長の論文も、みおは産経で、ちゃんと全文読み 

ました。戦争中のことについては、私は生きてないので何一つ

意見する資格はない。しかし、後半から、ラストにかけての、 

＜～さて日米戦争はさけられたのだろうか？・・・＞ 

からの文章は、はっきり言って、ほぼ みおの考えてること

と同じで、「よくぞ言ってくれました ありがとうございま

した」って言いたいぐらいです。 

みおも含めて、今、平和にぬくぬくと生活できてるのは自分

の仕事や生活に集中するだけで 安全な暮らしを送れてる

のは誰のおかげか わかっているのだろうか？ 

かつて この国を 他国に支配されることが無いよう必死

に戦ってくださった方々、そして現在では、海、空、陸と  

厳しい訓練に耐え、命を懸けて日本を守ってくださる田母神

さんをはじめとした自衛隊や、アメリカ軍の方々のおかげな

のだと思います。 

間違っても、憲法9条があるから平和なのではないのだ。 
 

昨日発売の、「ＷＩＬＬ」は凄かった（笑） ヒロちゃんと

まわし読みしたもん！！ 

田母神さんを正しい歴史資料に基づいて、しっかり擁護でき

るのは、ＷＩＬＬと産経ぐらいだね。 

いかに、この論文騒動で、マスコミや政治家がおかしいか、

まちがってるのはいったいどっちなのか？わかった。 

田母神前幕僚長さんには、長い間、日本を守るための厳しい

任務。お疲れ様でした。 

そして、ありがとうございましたって、みおは心から言いた

いです。 
 

ＷＩＬＬの田母神さんの文章、長かったけど(笑） 国を守

るとは・・・とか 日本を想う気持ちにあふれてて 

ホントに感動しました。。。ヒロちゃんも、「すごいね・・・」

って目が潤んでたもん(笑） 

現場を知らない、机上の空論の政治家や「平和」という言葉

に、ただ酔ってるような奴等には、まあ一生理解できないだ

ろうけどね・・・ 

みおは絶対、たとえ一人になっても、田母神さんを擁護する。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-11-29  ハード＊ワーク♪ 

今日は、朝の６時近くまでお店で働いて、美紀ちゃんとファ

ミレスで朝ごはんを食べました。 

すっごい おなかすいてたから、キムチ鍋とか・・・がっつ

り食べたかったのに（笑） 

朝食メニューに変わってた。がっかりだよぉ。。。吉野家さん

とかで腹ごしらえしてから、お茶しに行けばよかったなあ＊ 

「朝まで生テレビ」を、お店のテレビで見ていたホステスの

女の子が、嬉しそうにミオに（笑） 

「田母神さんの論文を支持する人が 視聴者アンケートで

６割だって！！」と、報告してくれた。 

当然でしょ（笑） ちゃんと全文読んだら、マスコミのあの

異常な批判の仕方のほうが おかしいと気づくはずだ。 

「信じられない・・・・」って、あちら側の評論家が言って

たらしい(笑） 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2008-12-10  いいお天気の水曜日♪ 

（前略） 

田母神さんに、ちゃんと退職金が支給されてよかった！ 当

たり前だ。４０年以上 国のために尽くし 常人には理解で

きないほどの厳しい訓練 任務をされてきた方を たかが

政治家ごときに、退職金 老後の生活を奪う権利は無い。 

村山談話などというものは、閣議で決定しただけの議会で可

決した正式な法案でもなんでもなく、社会党の極左総理が、

功名心でただ述べただけのなんら法的拘束力もないはずだ。 

時の政権の思想によって、その後の歴史観も憲法観も永久に

縛られる 

それがどれだけ異常なことか・・・ホントに誰も気づいてな

いの？(笑） 

これこそ、あちらの方々がよく使う(笑） 「思想弾圧」じ

ゃん。 

「要職にあるものの思想は ある程度制限されるべき」とい

う意見なら みおも理解できる。 

しかし・・・朝日新聞にそれを言う資格は無い。 

だったら、来年の春、卒業式入学式の国歌斉唱で 起立しな

かった非常識教員を 公教育の教員として 学習指導要領

に従わないのは許されない・・・・って しっかり批判して

くれるのかな？ 

「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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そうゆうの、「二枚舌」 「ダブル・スタンダード」って   

言うんだよ(笑） 

みおは 田母神さんの件は、相当怒ってる！！ 

麻生総理は、保守だと思ってたが失望した・・・やっぱ、   

安倍さんとは違うね（笑） 

あのころ安倍さんを批判してた 保守文化人たちには、この

違いはわからないだろう。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

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。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-02-01  おばあちゃんと、金先生。 

（前略） 

金先生の「日本に格差などありません！」（ＷＡＣ文庫）は、

痛快でした！！（笑） 

みお 大賛成です！ 田母神さん、渡部昇一先生に続いて 

私、金先生大尊敬＊＊ 

そばにいて、時々甘ったれたことを言うミオに 怒って気合

を入れてほしいな（笑） 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-02-28  ななちゃん ゲレンデデビュー！！ 

（前略） 

田母神さんの、「私？演歌も歌うけど、好きなのはニューミ

ュージック系で、浜田省吾と甲斐バンドが好きです。 

18 番は、浜田省吾の、『もうひとつの土曜日』♪」 には、

笑った！！ 

ていうことは、『星の指輪』も歌えるのか？(笑） 

しっかし、新刊「田母神塾」も読みましたが、面白かったな
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あ！！ やっぱ、並の政治家じゃ、彼には対応できないなっ

て思った。 

既存2冊も良かったけど、これ集大成で、素晴らしかったで

す。政治編、国防編が面白かった。 

「クーデターなんてとんでもない。私は言論で勝つ！」とし

っかり言ってくれてたしね。 

若い人に読んでほしいな。 どれだけ今の日本の 安全保障

が異常なことなのか、 

刷り込みの少ない若い人たちなら(笑） 理解してくれると

思います。 

 

みおは、将来、自分の子供たちの世代が 「平和」に暮らし

てほしいと思うからこそ、田母神さんを支持する。 

「平和」って言うのは、唱えたり ただ信じるものじゃなく、

自らの国の主張をしっかりしたうえで、他国と信頼関係を 

結び、努力して勝ち取るものだと思うのだ。 

 

しっかりとした 保守の歴史観を持ってる評論家や議員を

集めて新党を作るなら別だけど 大勢のうちの一人の  

政治家になってしまったら もったいないなって思った。 

これだけ積極的に発言されて、警備は大丈夫なのかな？  

それだけが心配です。 

  

なんたって、迫力が違うよ！！ 国益のためなら 中国の軍

人にも一歩も引かないしね。 

もちろん、国を守るということの意味も、国際社会での現実

とあるべき姿も、さすが厳しい世界で戦っておられただけ 

あって、みおが言うのも偉そうで申し訳ないけど、理解して

くださってるなって。 

拉致被害者救出のブルーリボンをしっかり 公式な場所で

はつけてくれてることにも、｢この人は信じられるな。本物

だな。」って思います。 

そして何より、明るくて強くて、ユーモアがあるとこが素敵

(笑） 小松基地の近くの お酒飲むお店で大人気だっ

た・・・って記事を読みましたが 

夜の世界を知ってるミオから言わせれば 田母神さんだっ

たら ホステスには大人気だろうなって思います(笑） 

「ＷＩＬＬ」で、安倍さんと対談してくれないかなぁ・・・ 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-03-29  泣かせるなバカヤロウ！！（笑） 

（前略） 

毎日元気だョ！！ だいじょぶだいじょぶ♪・・・って   

こじまよしおさんの新ネタが、最近ツボです（笑） 

あんまりおもしろくないとこが、おもしろい（笑） 

田母神さんの、「ひとつ私が反省するとすれば・・・そんな

の関係ねえ の後に、『はいオッパッピー』を忘れたことで

しょう」に笑った＊＊ よっ！田母神節♪   

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-04-15  からっぽミオさん♪ 

（前略） 

「プロ市民」という言葉を初めて知ったのは、高校生のとき

でしたが「うまい！」って正直思いました（笑） 

あちらさんは全部、「市民団体」だもんなぁ・・・いいなあ（笑） 

森田健作さんが、無所属かどうかで、騒いでるバカがいるけど、

政党から公認をもらえなかったら「無所属」だってことぐらい、

２０歳の私でもわかりますけど・・・実にくだらない。 

逆に、純粋に「無所属」だって信じて投票したのだとしたら、

そっちのほうが不勉強で恥だよ。 

森田さんが自民党の国会議員だったなんて、みお中学生の 

時だって知ってましたョ（笑） 

なんで日本人って、政治家にも一般人と同じような金銭感覚

を求めるのでしょうか？ 

政治家に庶民感覚なんていらない。そうゆう言葉が出てくる

ことすら うさんくさい。 

あと「女性の目線、主婦の目線」って・・・バ～カって感じ

です（笑） 

 

やることだけやってくれれば、あとは何をしてても別に私は

評価するけどね。 

別に友達になるわけじゃないし・・・子供を生むまでの間に 

別に産んでからでもいいけどさ（笑） 

もう１度でいいから安倍総理の姿をみたい！！ そしたら

田母神防衛大臣だな（笑） 

文部科学大臣は、山谷えり子さんか、中山成彬先生か、義家

さんか・・・ 

でも、麻生総理は、ミサイルにも当然の対応をしたし、よく

やられてると思います。 なんたって笑顔がいい。 

みおは、マスコミやワイドショーの論調には騙されません

（笑） 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-05-03  活字中毒女。。。 

昨日は、今月号のラグビーマガジンと「正論」とファッショ

ン誌３冊の計５冊をひたすら読みこんで、 

ほのかちゃんが子供病棟からやってきたので、着せ替えカー

ドゲームをやって遊んだ。 

また、３８、６度 高熱でだるかったけど、なかなかいい 

１日の過ごし方。 

 

正論は、トップで安倍さんの素晴らしい論文。うれしかった

なぁ・・・元気で力強い、みおの大好きな安倍さんが戻って

きたぞ！！ 
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あの、アメリカ人の若いパイロットにふれた所は、もちろん同

感したけど なんか胸が熱くなりました。泣きそうになった。。。 

そう！みおが言いたいのはそうゆう事なんだよ（笑） なん

でそうゆう、当たり前の簡単なことが 他の人達には、わか

らないかなあ・・・ 

「正論」は、毎月思うけど、ホント面白い！！ 「ＷＩＬＬ」

は当たり外れあるんだよなぁ。。。 

「築地おどり」と（笑）、山際澄夫さんの文章が好きです。 

 

最近は本村洋さん、宮崎哲哉さん 藤井誠二さん共著の「罪

と罰」を読んでいる。 

分厚いけど、やばいぐらいに、めちゃめちゃ面白い！！ 特

に、みおが以前疑問を感じた 

Ｂ・Ｐ・Ｏについても、偏向ぶりや 組織としてのおかしさ

を おそらく初めてじゃないかなあ 指摘されてて 体の

中の体温が上がって、興奮しました！！（笑） 

 

今月廃刊の「諸君」って、若い私には、はっきりいって、   

さっぱり響かなかったです。なんか気取ってるし、理屈っぽ

いし 字は小さい、紙質悪い（笑） 斜に構えて わざと  

クールに中立ぶってるみたいな（笑） 

評論家も保守は保守なんだろうけど、最近なぜだか ストー

カーのように田母神さんを攻撃しまくってる 

スーパーモーニングのコメンテーターの同志社大学の村田

教授とか、櫻田淳さんとか・・・ 

はっきりいって、あんま好きじゃない人たちが多かったもん

ね。休刊は当然だろう・・・最近レベル低かったもん。 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-05-14  病室の窓から・・・ 

（前略） 

元気になったら、田母神さんの講演も観にいきたいなあ(笑） 

ＨＰ見てたら、すごいスケジュール。。。上京してたとき住ん

でた下高井戸の近くの 

千歳烏山の烏山区民センターであると きいたときは、 

「あ～ 惜しいなぁ・・・」って思いました(笑） 

田母神さんの言葉は、みおが小さな時から、ひいおじいさま

の立派な生き様を おばあちゃんから教えてもらって 

自分でも膨大な本を読んで、それでもうまく言葉に出来ない

ことを代弁してくれて 感謝してます。 

ストン。。。って心に入ってきたもんね♪ 平成教育委員会に

出てたのを拝見しましたが、おもしろかったぁ・・・ 

たけしさんに、「とても国会に呼ばれて、喚問された人間と

は思えませんね。」って(笑）  

お寿司食べれなかったし♪ 「星の指輪」歌ってくれません

かねぇ？(笑） 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-05-19  やっぱミオは、甘ったれだった☆ 

最近パパがよく、夢に出てくる。私を呼んでるのかしら？ 

寂しいだろうなぁ。一人娘も、ママとも３０代で別れなきゃ

いけなかったんだから・・・逢いたいです。。。 

もう、多くは望まない。声が出ないなら、それで出来る仕事

を探そう。でも、そんな仕事あるのかしら？ 

 

みおは生きてる価値が無いと思った。みんな働いたり勉強し

てる時間に、ただベッドの上にいて、歩くとしても屋上に 

行ったり リハビリするぐらいで。脚も筋肉が落ちてぜんぜ

ん動かないし。 

馬鹿みたい、もう５月だよ～ 何ヶ月病院にいるんだろう。 

薬ばっか飲まされて、絶対、この病院に みおの心も体も 

めちゃくちゃにされる。。。 

 

ずっと退院できないのかなぁ＊＊ なんか、何もかもが嫌に

なってきたぞ(笑） 

１０代の、あの努力は何だったんだろう・・・言っちゃ悪い

がそこら辺の連中の数倍は必死でやってきた。 

現実にも負けなかったし、高校の学費も、ママとの生活も上

京のお金も全部みおの力で稼いだのに！！ 

こんなことになるんだったら、もっと いい加減に好き勝手

に生きればよかったよ。 

ダンスも辞めなきゃよかった・・・ あ～あ、もったいな

い・・・(笑）  

（中略） 

田母神さんの新刊「自衛隊風雲録」は、専門的な話のほかに、

田母神さんの生い立ちとか、あの自虐的なギャグセンスも(笑）

ふんだんに散りばめられてて、最高におもしろかったです。 

上司としても、部下をあそこまで信頼して仕事を任せてくれて、

組織を活性化されて本当にすばらしい方だなと思いました。 

それで、あんなに面白いユニークな性格なんだもんなぁ・・・ 

茨城に講演で来た際は、ぜひミオのお店へ(笑） 

女の子みんな、喜んじゃうョ！ 講演会は大盛況で若い女性

客の姿も、かなりあったそうです！！ 

残念でしたね。朝日新聞さん(笑）  

５～６冊著書があって、内容がかぶらないのが凄い！！ 

尊敬してます。 

ひいおじいさまの名誉を守るためにも、みおは田母神さんの

考え方を支持します！！ 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-06-20  同情するなら、冷やっこをください(笑） 

（前略） 

時任三郎さんが、ご自身のライブで、浜田省吾さんの「アイ

アム ア ファーザー」をカバーしたそうです。 
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おっ、、、ってことは、「星の指輪」も歌えるのかな？ 

よしよし。。。みおにだんだん、近づいてきたぞ(笑） 

田母神さんが歌うのが先か♪ パパにそっくり、時任三郎さ

んが歌うのが先か・・・（笑） 

田母神さんは、みおにとっては めっちゃおもしろい いと

このおじさんってイメージなんですが・・・ 

あと、「君の名を呼ぶ｣が好きです。そっか・・・パパ知らな

いんだよな、この曲。 

（後略） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-07-10  痛みに耐えて、いっぱい泣きました。。。 

きのうは首からお尻まで、なぜか背中が痛くて眠れなかった

のだ☆ 

だから仰向けに寝られずに、うつ伏せになって寝ました。 

おかげで今朝から首筋が痛いのです。 

悪霊さんに とうとう背中を乗っ取られたような痛み(笑） 

ただの筋肉痛だったらいいんだけどな☆ 

いつか子供ができたら、「ママはハタチの時、こんなに苦し

んだんだよ～」って、笑顔で話してあげたいです。 

15年後ぐらいかな？(笑） でも苦しみは、自分を創る財産

に必ずや、なってくれるのではないでしょうか？ 

 

今日はお見舞いのお店の女の子から、昨日発売のＷＩＬＬの

増刊号が回ってきました！！ 少し折り曲がってる・・・(笑） 

1 冊まるごと、田母神閣下の特集じゃん！！ すご～い。 

心拍数あがりました♪ 永久保存版だねぇ 

表紙にお顔の写真だし、これ女の子 本屋さんで買うの勇気

いりますね(笑） 

「きのう、お店行く前にカフェで、ず～っと読んでたの♪お

もしろかったぁ・・・」って(笑） 

 

全部は読めてませんが、さかもと未明さんとの対談。中条高

徳さんとの 「軍人は戦争をしたくない」がよかったです。 

あと、奥様から友達までの田母神さんの人物評も(笑） 

みおのまわりの女の子 み～んな田母神さんのファンです

よぉ・・・ 

２０代後半の女の子は「当たり前じゃん。マスコミが偏って

るんだよ」って、みんな言います(笑）  

さすが茨城、保守王国！！ でも、みおもホントに素敵な方

だと思います。 ３つ星だね(笑）  

わたし、人を見る目だけは自信がある。キャバクラ嬢をなめ

んなョ(笑） 

私は平和な毎日を作りたいからこそ、そして日本人としてある

べき姿を考えて田母神さんの考え方を120％支持します♪ 

「現実から逃げない。」これがミオのテーマ。そこを踏まえ

ない理想など、キレイ事、いや偽善なのだ。 

その偽善で、国民の生命財産はもちろん、尊厳も平和な毎日

も めちゃくちゃにされたら たまったものじゃない。 

「愛する人たちを守るために戦う」この気持ちが無くなった

ら、男も女も終わりです。 

 

８月２９日の鹿嶋市花火大会は行きたいなあ・・・お願い 

かみさま☆ みおに浴衣デビューさせてください(笑） 

 

痛みには強いけど、かゆみに弱い私。。。シャワー浴びたいよ

～ 助けて！！ 

肝臓さん、腎臓さん、 もっとしっかりしてくださいよ(笑） 

みお、つらいョ。。。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-08-01  ななちゃん、センスいいねぇ☆ 

（前略） 

「教育は 最初は強制！！」みおと田母神閣下の意見が一致

しました♪ やったぁ、超うれしい(笑） 

楽しかったな、、、2006年最高！！ みおの大切な人たちの

もとへ必ず帰るぞ♪ 

パパの腕のなかへ帰るのは、少なく見積もっても あと２０

年は待ってほしいです(笑）  ごめんねパパ☆ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

2009-09-26  おやすみなさい☆ 

（前略） 

国境でもある沖縄の与那国島に、陸上自衛隊を配備することが、 

｢アジア諸国と連携するなか、いたずらに隣国を刺激する施

策はいかがなものか」だって。 

なんで日本を守る当然の行為が「いたずらに隣国を刺激す

る・・・」ことになるのでしょうか？ 

たとえそうであったとしても、その場合 非は日本にはない

はずだ。 

あの防衛大臣おかしいよ。確か田母神さんが国会に呼ばれた

とき、最初に まったく国会にふさわしくない ピントが 

ずれた 戦前の日本の軍部の話をしたり 田母神さんに 

喋らせない様に、「言論封殺」した人だ。 

それに「自衛隊誘致」をテーマに掲げた町長選で、誘致賛成

の町長が当選したはずですけど。 

こういう「戦争」と「国防」を分けて考えられない、軍事に

必要以上のアレルギーを持つ安っぽい考え方が、拉致問題を

引き起こしたのだ。 
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