
Vol.12平成28年12月5日

発行所 史実を世界に発信する会

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)は､10万部を超えるベストセラーとなりましたC

その英文版の出版がアメリカの大手出版社 Hamilton Booksからの出版が決まり､10月出版を目指して準

備を進めていましたが､11月25日に出版されました｡アマゾンのサイトで下記の通り宣伝が出ました｡

ヘンリー ･ストークス氏は､オックスフォード大学卒業後

､フィナンシャル ･タイムズ､ザ ･タイムズ,ニューヨー

ク･タイムズ東京支局長を歴任した国際的に著名なジャーナリ

ストです｡｢日本-戦争犯罪国家｣論を

信じて疑わなかったストークス氏の歴史観は､日本滞在中

に史実を知ることにより大転換し

ました｡大東亜戦争侵略戦争論のウソ､南京虐殺のウソ､慰安

婦性奴隷説のウソなどを真っ向から徹底的に暴いた本書は､多くの日本人を

東城させました｡英文版は､欧米の知識人､マス

コミに大きな衝撃を与え､国際的な常識を殺すきっ

かけになるものと期待されます｡この本のプロモーション
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文(裏表紙)(日本語訳)｢世界の歴史は常に敗者ではなく勝者によって書かれてきた｡ ｢日本人の観点から第三

者が説得力したがって､正統派の歴史は間違いや合理化そして敗者に対す に満ちた第二次大

戦をめぐる歴史をる敵対に満ちている｡こうした間

違いを正さない限り､真に正統な歴史を持つこと

はできない｡この書は第二次大戦の歴史を修正しようとするこころみの模範例である｡｣

東京大学 名誉教授

小堀桂一郎ニュー



国連が世界に広めた｢慰安婦性奴隷｣の嘘

15回の連載で全編の英訳 ･紹介完了｡

書籍形式で掲載発信o電子出版検討O"ユネスコ記憶

遺産に登録申請した｢通州事件｣から"8回の掲載で主要内容の紹介完了｡チベットの

部を2回はど掲載予定｡これにより,｢20世紀中国大陸における政治暴力の記録 :

チベット､日本｣の紹介が完了｡大東亜会議70周年記念シリ-ズ 再開

Dあと2回で完了｡二ユ｢スレター:127′-15

0127国連が世界に
広めた｢慰安婦-性奴隷｣の嘘(以後国連がと略称)第 2回 :序章｢慰

安婦-性奴隷｣説の担進と拡散 藤岡信勝128国連が 第3回 :第
-章 そもそも､国連とは何だったのか? 加瀬英明 藤井

厳菖129国連が 第4回 :第二章 世界

に広がった｢慰安婦-性奴隷｣の嘘1､2007年米議会慰安婦決議から全米に波及

ケネディ一日砂恵130国連が 第 5回 :第二章 世界に広がった｢慰安

婦-性奴隷｣の嘘2､米議会決議の根拠とされた｢田中ユキ｣氏の著

書 高橋 史朗131■■ユネスコ記憶遺産に登録申請した｢通州事件

｣から''(以後ユネスコと略称)その1,｢戦禍の北支を行く｣(吉屋信子)(『主婦
の友』昭和 12

年9月号)132匡l連が 第 6回 :第二重 世界に
広がった｢慰安婦-性奴隷｣の嘘 3.グレン

デール市慰安婦像撤去裁判の

展開と見通し 目良 浩一133国連が 第7回 :第二車 世界に広

がった｢慰安婦-性奴隷｣の嘘5.ドイツにおける慰安婦報道の論調 川ロ

マ-ン恵美134国連が 第8回 :第三章 国民運動調査団､国

連に乗り込む1.座談会 行って分かった国連利用のカ

ラグJ135ユネスコ その2､東
京裁判 :通州事件に関する日本軍人の証言(3人)

(丑天津歩兵隊長 ･支那

駐屯歩兵第二連隊長 萱島 高 陸軍中将136ユネスコ そ
の3､東京裁判 :通州事件に関する日本軍人の証言(3人)

② 通州救援第二連係歩兵隊長代理 桂 鎮雄 陸

軍少佐137<ブックレヴュー>『東京裁判-勝者の裁
き』(福村出

版)リチャード･マイニア138ユネスコ その4､東京裁判 :通州事件に関す
る日本軍人の証言(3人

)③支那駐屯歩兵第二連隊小隊長 桜井文雄 陸軍

少佐139国連が 第 9回 :第三章 国民運動

調査団､国連に乗り込む2.戸塚悦朗氏との遭

遇と対話 藤木俊一140ユネスコ その5,｢
通州事件｣遭難生存者の証言 1)浜口茂子の回想

141<ブックレヴュー>『OperationSnow』『スノウ作

戦』ジョン ･コスター著142国連が 第 10回 :第四章
初めての委員会発言で国連に風穴を開ける

藤木俊一 杉田水脈143ユネスコ その6､｢通州事
件｣遭難生存者の証言2)

死の通州脱出記-同盟通信社 安藤利男144国連が 第 11回 :第五章 日本外務

省に20年遅れの｢罪状否認｣をさせる1.慰安婦｢日韓合意｣とその後 藤

岡信勝145ユネスコ その6､｢通州事件｣遭難生存
者の証言3)通州惨

劇とその前後 東京日日新聞 橘善守146国連が 第 12回 :第五章 日本外務省に

20年遅れの｢罪状否認｣をさせる2.国連女子差別撤廃

垂への日本政府回答書をめぐる攻防 杉田 水脈147ユネスコ その8､｢通州事件｣遭難生



来海 (きまち)英明様 (米子市淀江町西原在住)よりご投

稿いただきました｡大変ありがとうございました｡

1､私は個人会員となり､一年間に一万円を寄付することにしました｡

私が歴史に興味を持ち､月刊誌(正論,WiLL､歴史通､文芸春

秋など)や書籍を買って勉強するようになったのは､茂木さんから

電話で南京大虐殺はなかったと聞いてからですO

2､その当時､南京大虐殺や従軍慰安婦の文字がマスコミを賑わし

ていたのです｡マスコミはそれを否定しなかったのです｡否定報

道ならば､私は安心したでしょう｡まるで事実であるかのように報

道されていたのですO随分と不愉快な思いをしていたのです｡

3､｢日本人はそんなに悪かったのか?｣と自問自答しました｡これは

調べるしかないと思いましたQ過去の新聞は手に入りません｡や

はり書籍に頼ることになります｡今では､インターネットがあります

から､調べるのが楽になりました｡

4､南京大虐殺や従軍慰安婦という言葉は､外国による政治的プロ

パガンダだということが分かってきました｡外国の狭狩さは､いか

に国民を編すのかを研究していることです｡偽の情報を流し､国

民を混乱に導くことを研究しているのです｡編しのテクニッ

クを研究しているのには驚きました｡

5､国と国の戦いは奥が深いと思いました｡編すことで勝利を

得るという考え方にはびっくりしました｡中国には孫子の兵

法があります.有名な兵法です｡私は政治家ではないので､

兵法については知りません｡しかし､兵法も奥が深いようです｡

6,マスコミは､事実を報道するとは決まっていないのです｡実

際には偽情報を垂れ流しているようですD一面的な情報で､

国民を洗脳しているのです｡これは恐ろしいことです｡誰か

が偽情報を指摘して､批判すべきだと思いますOそうでなけ

れば､国民に混乱が起こるからです｡それを意図して偽情

報を流すのです｡恐ろしいことです｡

7､知らず知らずのうちに､偽情報を刷り込まれてしまうのですO

これは､有害な結果をもたらしますC誰かが､真実を言わな

ければなりませんO誰かが､偽情報を糾弾しなければなりま

せんoそうしなければ､嘘がまかり通ることになりますo嘘だら

けになります｡

8､｢史実を世界に発信する会｣が､真実の歴史を知り､世界に

広めてくださることを期待しておりますDどうぞよろしくお願

いいたします｡

冊子を内外に大いに広めましょう!!

中 回 は 日本 に感 謝 し､靖 国に参拝せ よA430ペ

ージ定価 300円10部以上 200円日本の名誉を守るために､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 (金親随意)

+郵便振替 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※会費･賛助金等をいT=だいた方のお名前
は､イニシャルにて､収支報告書ページに

掲載します｡又､収支報告雪は､半年ごとに作成して掲鼓します｡ ｢発信する

会｣事務局までお申込

み下さい｡送料は全て無料です｡支払いは､送付時に

郵便振替用紙を同封 しますので､それでお支払い下さい｡慰安

婦の真実A530ページ(力ラl)定価(英語版､日本語版共)20



世界で日本の名誉を回復するパワーの書

Fallacl'esintheAlliedNations'Hl'storicalPerceptI'on

asObsewedbyaBritl'shJournalistbyHenryScottStokes
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この本を駐 日大使､公使､学者､ジャーナリス ト､大学図書館､ほかVIPへのプレゼント基金を募集中でT.

[コ応暮します金額

円*お名前と金額を｢史実を世界に発信する会｣の日本語版サイト(収支報告書欄)http://hassln.O
rgに掲載いたします｡(原則イニシャルとしていますが､フルネームで差し支えない場合そういたし

ます)*献本先のリストを同じ欄に掲載いたし

ま10外国人のお知り合いにプレゼントしませ

んか?*定価(S29.95)の半額でお分けし

ます｡[コ注文します 冊数×¥1′5

00- 円振り込み口座 □ 郵便振替 00170-1
-389220□ 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くださ

い｡ふりがな

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 (読みにくい字にはフリガナをお願いしますO)

T電話番号 Email送付先 :105-0003 東京都港区西新橋

2-13-14新佐久間ビル3F｢史実を世界に発信する会｣Tel03-3519-4366

FaxO3-3519-4367Email:info@hassin.sakura.n

e.jp 担当 :茂木(もてき)*この申込書をFAX
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