日本は中国の謀略に反撃せよ！
中国の世界に向けた嘘宣伝で日本は犯罪国家にされてしまう

中国はなぜ「南京虐殺」の大嘘を宣伝をするのか？

「 南京 虐殺 」も 「従 軍慰 安婦 」も 大 嘘であ る こと は日本 の学者 の研究 で
明らかですが、日本政府も民間と協力して明確な反論をすべきです。
そ の 為に先 ず しな けれ ばな らな いの は、 河 野洋 平が 韓国外 務省に 騙され
て 軍の 関与 と強 制性 を認 め た平成 五 年の 「河 野談 話」 の全面 否定です 。
これがある限り日本の如何なる弁明も外国には通用しません。
朝 日 新聞 や左 翼は 、日 本の 学者 達 の研 究の 成果 より も中国 や韓国 の大嘘
を 大嘘 と知 りつ つ 、日 本を 犯罪 国家 に貶 める こと に 喜びを感 じてい る国
賊 です 。こ の様 な日 本人 の敵 も真 実の 力で 糾 弾し なけれ ば、日 本は中 国
の謀略に打ち勝つことは出来ないのです。

中国の謀 略に反撃するにはどうする？

大 嘘 の宣伝 で アメ リカ を巻 き込 み、 日本 を 「犯 罪国 家」に 仕立て 、日米
双 方に 不信 感を 抱か せる こ とで日 米 同盟 を崩 壊さ せる のが中 国の狙い で
す。 アジ ア の覇権 を 狙う 中国 にと って は日 米同 盟 が障害 となるの です。
一 方 、更 なる 経済 発展 とそ れに 伴 う環 境問 題や 国内 の経済 格差問 題を解
決 する には 、日 本 の協 力は 欠か せま せん 。今 は歴 史 問題で日 本を恫 喝す
る 一方 、微 笑外 交で 日本 にす り寄 る中 国で す が、 日米同 盟を崩 壊させ れ
ば中 国は 武力 で日 本を 属国 化 し、 総て の中 国の 悩み を一挙 に解決 できる
と考えているのです。

大嘘の宣伝で中国が狙うのは何か？

「従 軍慰 安婦 」な ど という も のは 存在 しま せん 。 問題の核 心は「 軍の強
制 」 による 慰 安婦 が存 在し たか どう かの 一 点に あり ます。 政府の 文書に
も 、そ の様 な事 実を 示す も のは全 く あり ませ ん。 日本 は他国 の軍隊と 同
じよ うに 慰 安所を 持 って いた に過 ぎま せん 。そ れ にも拘 わらず、 中国系
反 日 アメ リカ 人達 の献 金を 受け て 、マ イク ホン ダと 言う日 系議員 が「従
軍 慰安 婦」 で日 本 を非 難す る決 議案 を議 会に 提出 し 、それに 呼応し てア
メ リカ の代 表的 な新 聞で ある ニュ ーヨ ーク タ イム スやワ シント ンポス ト
も一斉に反日報道を繰り広げています 。「従軍慰安婦」問題は従来、日韓
二 国間 の問 題 でし たが 、六 カ国 会議 で日 本 が強く 主 張する 拉致問題 に対
抗 する ため に、 中国 が北 朝 鮮の意 向 を受 けて 新た に持 ち出して きたと 考
えられるのです。

中国はなぜ「従軍慰安婦」の大嘘を宣伝するのか？

中 国は 「南 京虐 殺」 を国 内 の反日 教 育に 利用 し、 共産 党一党 独裁の正 当
性を 主張 す る根拠 に し、 かつ 、日 本を アジ アの ナ チとし て非難す る道具
に 使 って きま した 。し かし なが ら 、日 本の 研究 者た ちの真 実を追 究する
学 問的 な検 証に よ り、 中国 が虐 殺の 証拠 とし てあ げ た資料が 総て捏 造さ
れたものと判明したことで、中国は世界を巻き込み日本に反撃する為に、
今年 「南 京虐 殺」 をテ ーマ に した 十本 もの 映画 を作 り、映 像で世 界中を
洗 脳す る作 戦 に出 たの です 。こ のま まで は 日本は ド イツの ナチ同様 の人
類の敵となり、未来永劫戦争犯罪国家の烙印を押される事になるのです。

中国が世界に仕掛ける「南京虐殺」と「従軍慰安婦」の大嘘

