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発行人 加瀬英明編集人 茂木

弘道『英国人記者が見た連合国戦勝史観の

虚妄』(祥伝社)の英語版 FallaciesintheAlliedNations

'HIStOricalPerceptionasObseⅣ edbyaBritlShJournalistは､

われ われ の交 渉 の結 果､昨年 1

1月 にアメリカのHamiltonBooks社から発売されたことは､前号でお伝

えした通りです｡｢国家基本問題研究所｣(理事長 :横井よしこ)



合計98名の方から､総額 169万6千円のご献金をいただきましたo有り難うご

ざいました｡改めて御礼申し上げますD

献本は､198の大使館､領事館､35人の在日学者､外国人特派員協会のジャーナ

リスト60人余に､まず行いました｡

駐日外交団長を務められているサンマリノ共和国のカデロ大便からは､親しくさ

れている大便など30人に直接この本をプレゼントしていただきました｡

機会を見てプL/ゼ>,卜をしておりますが､先日はカリフォルニア大学バークレー

校のスタデツアーの学生に10部プレゼントしました｡また､アメリカの海軍兵学

校生5名を自宅ホス トなど､面倒を見ておられる反田邦彦様からは､見送ったとき

に生徒の一人から､｢頂いた本を完読したo大変勉強になった｡｣とのコメントがあう
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ただきました｡これからも多方面に広げていくようにしていきたいと思います｡

7月5日(吹)には､受賞者による記念講演会が行われます｡

下記のとおりで1F'スト クス氏は体調が芳しくないため講演

ができませんが､もう一人の受賞者であるジューン･トーフル ･

ドレイヤー米マイアミ大学教授による記念講演が行われます｡

今回の受賞対象となったのは,MiddleKingdomand

EmplreOftheRisl鏡 sun.slnO-JapaneseRelatlOnS,

?;e,nil

PastandPr (中華帝国と旭日帝国 :日中関係の過去

と現在､オックス窄 ~ド大学出版､2016)ですC
この本については､われわれの仲間のAldncHama氏が

TheJournalofSoclal,PoliticalandFlnanClalStudleS

の昨年の冬号に12ページに及ぶ力作書評を寄稿したことが

広く知られるようになったきっかけとなっています｡

また､この日本語訳を英文とともに､われわれのNewsletter

No.156に､今年の1月に掲載したこともこの本が注目を浴び

るのに貢献していますO

実は､ドレイヤー教授は､われわれのNewsletterのアドレ

スに載っていましたが､かなり初期の段階から､レスポンスをよ

こしてくださいました｡尖闇が日本領であることを示している中

国政府の内部資料のカラーの地図を送ってくださったこともあ

ります｡また､今度の本のblbllOgraphyの中に､発信する会の

URLも載せています｡

今回は2つの受賞作にわれわれの活動が貢献しているとい

うことは､大変嬉しい限りです｡
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『新しい歴教科書』(自由社)に対しては､東京裁判史観の呪縛から逃

れられない左翼､反日派､自称良識派などから｢右寄り｣であるなどとい

う見当はずれの批判があります｡海外でも､｢修正主義｣であるなどとい

う決めつけがあります｡では自分でこれを読んでみろ､どこがおかしいの

か言ってみろ､ということで英訳版を対訳形式で発信していくことにしま

した｡世界に堂々と通用する教科書であるということを

も､ぶつけていこうというわけです｡

5月1日の NewsletterNo.165から掲載 を開始し､
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News一etter:No.151-170

151『外務省の罪を問う』(杉原誠四郎著､自由祉)普

評と英訳版のご案内

152国連が世界に広めた｢慰安婦-性奴隷｣の嘘 第14回

第六章 露わになった｢国連の正体｣と今後の展望

2.国連の仕組みと今後のスケジュール 細谷晴

153大東亜会議70周年記念シリーズー11東傑英機

首相の演説

154日本の真珠湾攻撃が西欧の支配からのアジア解

放の引き金となった

セナカ ウイーララトウナ,弁護士(スリランカ)

155大東弧会議70周年記念シリーズ-12大東亜共

同宣言

15･6<ブックレヴュー> 『中華帝国と旭 日帝国 :日

中関係一過去と現在』

ジューン ･トーフル ･ドレイヤー著

157中国政府によるAPAへの不当介入に｢新しい歴

史教科書をつくる会｣抗議声明

158中国の尖閣領有権否定のもう一つの根拠

日清戦争以前のイギリス ･ドイツの地図に日本領

となっている

159国連特別報告者デヴィット･ケイ教授の｢予備的

報告書｣に｢慰安婦の真実 国民運動｣が意見書

提出

160日本の参戦によりヨーロッパ植民地主義体制が

崩壊しその恩恵を受けたスリランカの独立｣

セナカ ウイーララトウナ,弁啓士(スリランカ)

161『通州事件 :目撃者の証言』(自由社ブックレット)

藤岡信勝編著

162Bil179｢南京虐殺記念 日｣制定に対する反対意

見書 シャロン ･アイザック

163『戦争を仕掛けた中国になぜ謝らなければならな

いのだ!- ｢日中戦争｣は中国が起こした 一』

(自由社)茂木弘道著

164『大東亜戦争で日本はいかに世界を変えたか』

加瀬英明著 ･Iqくベストセラーズ社刊

165国連特別報告者デヴィット･ケイ教授の

｢暫定報告書｣に｢学者グループ｣が意見書提出

166『新しい歴史教科書』(新版･中学社会)(自由社)

英訳シリーズ その1-序章｢歴史のとらえ方｣

167『新しい歴史教科書』(新版･中学社会)(自由社)

英訳シリーズ その2第1章｢古代までの日本｣

1節､2節

168『新しい歴史教科書』(新版･中学社会)(自由社)

英訳シリーズ その 3第1章｢古代までの日本｣

3節､4節

169北朝鮮の非核化の向けての機略 ･戦術

元城西大学教授 杉原誠四郎

170『新しい歴史教科書』(新版･中学社会)(自由社)

英訳シリーズ その4第2章｢中世の日本｣1節､

2節､3節

日本の名書を守るために､海外に向けで情報発信を実行し

ています｡国を思う皆様のご支援を是非お願い致します｡

個人会員(年会費 1□)1万円

賛助会員(年会費 1□)10万円

法人会員(年会費 1□)30万円

支援協賛金(金額随意)

+垂M更振替 00170-1-389220
+三井住友銀行 日比谷支店 普通 8286008

口座名 :史実を世界 に発信する会

※会賀･至章肋金等をいただいた方のお名前は､イニ
シャルにて､収支報告者ページに掲載します｡又､収
支報告書は､半年ごとに作成して掲載します｡

史実を世界に発信する会たより

Vol.13平成29年7月1日

発行

所史実を世界こ発信
する会〒105-0003東京都港区西新橋 2-1

3-14新佐久間ビ

ル 3F日本語版サイ ト http/′ha

ssin.o｢g/英語版サイ ト http/′www.sd

h-fact.Com′事務局メールアドレス info@hassi∩.s



日本の名答 を守るために

｢史実を世界に各停する合 ｣ は､世界に向け

て英文による情親各停 を行 っています !

南京､慰安婦､東京裁判､大東亜戦争､

日中戦争､ 日米戦争 などについて､

鼻実の歴史 を英文化 して きました｡

書籍では､東中野先生の 『南京虐殺の徹底検証』､

加瀬先生の『大東亜戦争で日本はいかに世界 を変えたか』､

パル判決書全文(700ページ)をはじめ26点､

論丈､主級等 138点が英丈化 され､

英藩政ホームページに掲載 されています｡

またこれらは､サ イ トにアップする時点でNewsletterに

よって､約4000の海外ア ドレスに各停 されています｡

また3500の日本国内のア ドレスにも送 られています｡

これらの活動はすべて有志の骨稜のお志 (会費､

ご寄付等)によって可能となっております｡

日本 を思 う皆棟 !

是*とも

｢史実 を世界に卑借する合｣への
ご支線 をお願い します !



｢史実を世界に発信する会｣支援賛助 ･会員申込書

送付先 〒105･0003 東京都港区西新橋2-13･14

新佐久間ビル3F

電話 03･3519･4366

FAX O3･351914367

Email:motekl@sdh-facLcom

FAX又は郵送にてお送りください

申込日 平成 年 月 目

口 支援賛助金 (金額随意) 円

□ 個人会員 年会費 1口 1万円 ロ

ロ 賛助会員 年会費 1ロ 10万円 口

□ 法人会員 年会費 1ロ 30万円 ロ

･振込口座 □郵便振替 00170-1-389220

(振替用紙ご送付ご希望の方 ･ YES NO どちらかを囲んで下さい

YRSでしたら､お送りしますD)

ロ三井住友銀行日比谷支店 普通 8286008

口座名はいずれも｢史実を世界に発信する会｣どちらかにレを付けて下さい｡

ふIJJ;′L.お名前/会社名

* 勤務先に連絡希望の場合 :担当者の氏名 .所属先

ご住所

〒電話番号 Em

ail注 1､会費 ･賛助金をご寄付いただいた方のお名前は毎月イニシャ

ルにて､ホームページ (ご支援のお原臥､-収支報告書ページ)にご報告

します｡2､収支報告は半年毎に同じく､収支報告書ページに掲鞍いた
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