
安倍政権軍国小学校開設不正事件 2017/3/24,26,28,4/21

今回騒動 安倍 進   麻生      手法 真似      進言  戦後体制   脱却  

現憲法 全面廃棄 目標   首相主導  政治改革  姿 戯画的 可視化           

 目 覚   国民            奈落 底  行          

[１]：背景解説資料

⑴軍国小学校開設不正事件 安倍氏 関与 財務省 不正 明白       安

倍内閣支持率            日本        

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36609068.html

安倍氏夫妻は何年も前、日本会議のコネで籠池氏の経営する森友学園を紹介され、籠池氏の構想する軍国

小学校は安倍氏一派の政治戦略である日本の軍国化構想にピッタリとマッチすると観たのでしょう。そし

て将来全国に軍国小学校中学校高校をつくるためのモデル校として籠池小学校を支援しようとしたのでし

ょう。安倍夫妻から高く評価された籠池氏はすぐさま舞い上がって、早速安倍夫妻に頼んで軍国小学校用

地として豊中市の国有地の格安払下げを要請したのです。そして安倍氏はその要請を快諾し、国有地を管

理する財務省の迫田理財局長（当時）に協力を要請したのです。

⑵森友問題 最初 追及 木村真市議 語   疑惑 端緒 2017/3/16

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201557/2

.............

 国有財産有償貸付合意書  写  請求    金額 一部 条件 全 黒塗          

  森友 土地 買     話 聞   今度 売買契約書 請求       金額 類  一

切黒 塗 潰        過去 国有地売買 例 調    森友    随意契約 案件  

  公開           森友   非公開    完全      何          

      違    確信     

....................

  国 政権 政治     異常 状態         再認識     安倍首相 当初 森友学園   

 非常 教育熱心 素晴     発言           考    籠池理事長 言    内容 安倍首相

 普段言         同      思想的  一緒   無意味 中国 敵視    太平洋戦争 侵略

戦争 認       従軍慰安婦問題           国際的  全 通用   言 逃  繰 返  

   森友問題 大  注目       国民 森友学園 礼賛     政治家 総理大臣 就      

        真剣 考             

⑶ 国 損害与   豊中市議  近畿財務局 告発

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010790.html

 森友学園   国有地売却     近畿財務局 不当 安 価格 土地 売却  国 損害 与      

地元議員  大阪地検 刑事告発状 提出     

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36609068.html
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201557/2
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010790.html


⑷内閣人事局 写真 安倍日本 構造問題 森友問題 戯画的 可視化 

http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/c8479c148239b5135c263375d5430926

安倍首相 発足    内閣人事局 審議官級以上 約   名 人事権 官邸 握       安倍首相 

方針 従   者 幹部登用 道 閉    事       当時理財局長 迫田英典     国税庁長

官 昇進     安倍首相 意思 忖度      今 官僚    仕事         欧米  異   三

権分立 民主制度 不十分 日本   人事権 掌握    首相 思想     官僚政府 意向    

結果   国 独裁的性格 帯  全体主義  陥 可能性 高     今回 森友問題  戯画化   形

  誰 目  安倍首相  思想 戦前  郷愁 回帰   可視化            首相以下 関係者 

慌   関係       被害者    言 張          安倍首相 昭恵夫人  言       

   有名     公人   私人  従        報     年半  間 名誉校長 務  森友 教育

 体験的 知    昭恵夫人  話 聞  首相自身 講演 予定    事実 消          今回

 騒動  安倍首相 進   麻生副総理      手法 真似      進言  戦後     体制   

 脱却  現憲法 全面廃棄 目標   首相主導  政治改革  姿 戯画的 可視化           

 目 覚   国民            奈落 底  行          安倍首相 一番  気 入 

稲田防衛大臣 極右思想 持 主  安倍首相 苦楽 共     菅官房長官   内閣人事局 写真  日本

 構造問題 象徴            栄転 勝 取  迫田英典国税局長官 当時 理財局長   山口県

 長州藩 出身   

[２]:国会招致での証人＆参考人の証言＆虚言。

⑴籠池泰典氏国会証言     予算委員会参議院インタネット中継

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/

⑵ 詳報 籠池泰典氏  森友 問題 証人喚問  大幅 値下        

http://www.jiji.com/jc/v4?id=201703kagokan0001

国有地取得 昭恵氏 助  頂     年  月 衆院予算委 訂正  携帯 電話   留守番電話    

       残   同年  月  日 衆院予算委  同  日 発言  夫人付政府職員   現状  希望 

沿         夫人  既 報告               最終的  億円余  値引  聞  想定

外 大幅 値下         値引  根拠 財務省 迫田英典理財局長 当時  近畿財務局   聞 

     

⑶迫田-武内氏参考人:3/24予算委員会喚問全中継録画

参議院インタネット中継：迫田英典国税庁長官と武内良樹財務省国際局長

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/

福山哲郎(民進党)の質疑に注目、嘘を付けない籠池証人と嘘無罪の参考人の決定的違い、

2分 32分 12秒以後、武内良樹財務省国際局長

http://blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/c8479c148239b5135c263375d5430926
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/
http://www.jiji.com/jc/v4?id=201703kagokan0001
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/


⑷財務省局長が事実関係確認を拒否、民進党は「不遜」と批判

                                                     

森友学園問題 財務省理財局長答弁 野党反発

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010448.html

民進党 風間参議院議員 財務省 佐川理財局長 対  土地 評価額 森友学園側 漏     事

実       近畿財務局 確認    重  求      佐川氏   個別 確認     控 

      答弁 風間氏  不誠実   批判      佐川氏  必要 情報 本省 財務局 共有 

       説明     

⑸森友学園 借地契約  審査基準  抵触 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010012.html

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010448.html

⑹森友学園疑惑 安倍首相 怪  出張 財務官僚  会談 2017年 2月 28日

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200390

安部と関与官僚に関する注目記事！！

職員  維新  政権 逃    手 森友問題          

http://www.asahi.com/articles/ASK3S53QLK3SUTFK00D.html?ref=nmail

政権与党 学校法人 森友学園  大阪市   国有地売却問題   安倍晋三首相 昭恵夫人 遠  

   躍起  学園 籠池      泰典理事長   証人喚問  証言 否定     資料 次  

公表  火種 第三者 転嫁 昭恵氏  証人喚問 応  様子    

☞：この記事も論理の間抜け！,本質は不正８億円土地値引きは籠池に不可能、で誰が

[3];地獄案内人＝危険な安部の背後にある者。

⑴ 森友学園  昭恵    鮮明  奔放 言動 直感的 2017/3/23

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170323-00000116-mai-soci

⑵安倍首相 成蹊大学  三菱       

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10127762480

⑶三菱地所        

http://ameblo.jp/kissy-seed/entry-11879212079.html

自己中心観 何度 同 失敗 反復  三菱自動車    真 反省無 日産 身売  長崎 

客船 飛行機  失敗    重工 日本最大軍需産業 三菱 筆者卒東工大    多   

               石油大手            自動車大手     系 前者 気候変

動問題   年  渡  隠蔽 人類史的背任 後者 廃棄  既成   世界的隠蔽 

   系三菱 同属支配 隠蔽体質 共通 敗者     真実正義博愛 無  

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3010776.html
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http://www.asahi.com/topics/word/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82.html
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http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E5%96%9A%E5%95%8F.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170323-00000116-mai-soci
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10127762480
http://ameblo.jp/kissy-seed/entry-11879212079.html


⑷        企業 協力関係

http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/a6fhc200.html

       石油      政権    毎週 万       航空燃料 生産  製油所 

   国内        建設     。

            等 米資本   政権成立 世界 天敵 米国    軍産複合体 

自己虫化身  再生勢力 paper clip) 同 敗戦国   事 戦後日本   最大協力者 

⑸安倍政権     危険 戦争屋 政権     政権 秘密法 握 本当 

意味 早急 告知           年   月  日

https://www.facebook.com/notes/ririko-kirisawa/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8

%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%8

8%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%9D%E3%

81%AE%E6%94%BF%E

⑹米国  戦争屋  人 旭日大綬章 安倍  政権 恥知  2015年 11月 5日

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/168651

⑺安倍政権      押  共謀罪      表記  2017年 2月 28日

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200499

⑻人物         人    堂  嘘      

http://geessblog.com/2016/08/18/profile-abeshinzou/

変形の金正恩(スイス育成)＝安倍晋三(米国育成)プロファイル、育成環境等からしてかくなる人

物製造計画にあったのだろう。非常に危険なので早く退陣させないと日本が危ない。

⑼安倍政権 地獄案内人

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J55-Betrayals_1-in-Japan.pdf

⑽日本人組織破滅 本質   対策。 2016/4/24

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J47-Real-Cause-of-Failure

 日本人   才  占領軍司令官       強者権力 擦 寄 他人依存 日本人 

明治維新 欧米 局地戦争 負  屈服  薩摩長州 起    欧米操縦革命  

日本人  利己主義   強者追随 仲間 裏切  

⑾蔑視   破滅 仕向           米支配   再生勢力     

間抜 日本人 無意識下 世界支配      絶滅思想

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-

NAZI.pdf

http://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/a6fhc200.html
https://www.facebook.com/notes/%E6%A1%90%E6%B2%A2-%E5%87%9B%E3%80%85%E5%AD%90/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81
https://www.facebook.com/notes/ririko-kirisawa/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%BF%
https://www.facebook.com/notes/ririko-kirisawa/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%BF%
https://www.facebook.com/notes/ririko-kirisawa/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%BF%
https://www.facebook.com/notes/ririko-kirisawa/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%AA%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%B1%8B%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%BF%
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/168651
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/200499
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http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J47-Real-Cause-of-Failure
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-NAZI.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-NAZI.pdf


追記：

⑴安部は日本北朝鮮化(軍国主義)の為の米戦争屋の傀儡.

軍国小学校に夫妻で入れ込んで８億円国有地を血税で値引きだから大罪、だがより大罪は今後日

本が経済＆気候変動Ｗ破綻に向かうに当たり国内政治抑圧策＝米戦争屋扇動での日中

戦争計画、国民政治抑圧装置＝秘密保護法-共謀罪、かような政治を許容すれば行く先は見えて

ます。戦後最大の危機＝好機！！、24 日迫田池内国会証言の記事資料探しで非常に難儀、大マ

スコミ＆ネット？も共謀で隠してる節がある、

⑵戦後日本の腐敗問題.

そも今回安部政権は不正選挙<公務員関与>で成立の非合法内閣！、これをマスコミも野党

も追及でき無かった事が起因、然るに次期選挙でも不正選挙を許容すると同じ事が起きる。

米では直前にトランプが不正選挙言及で、未然に回避した経緯で新政権成立。

[3]⑾で追及したが米 CIA 支配戦後日本の腐敗は広域で根が深く、

緊急の個人自省,家庭,地域,職場学校等単位での問題解析と対策合成が求められる。

⑶戦前日本人はどうだったのか？！。

*戦前の法華経国柱会、宮沢賢治,北一輝,石原寛治と言う文学異才と革命家が輩出、法華経は滅私奉公の

精神、宮沢や石原(未来予言、石原失敗は裏切り者天皇正体を見破れなかった)には何か超常的要素がある。

戦後では経団連土光敏夫、橘学園に私金投入、終戦後闇米拒否で餓死の潔癖裁判官も居た。筆者が思うに

戦前<精神主義>と戦後<物質主義>では日本人精神に<気質は同じにしても>異変が起きたのではないかと

思う。真相を言えば明治維新後、戦前日本も大きく欧米支配要素が働いて居たが、今ほどでは無かった。

⑷森友学園は日本腐敗の氷山一角<素粒子ノベル賞の裏側>、

森友学園きっかけは校庭廃棄物問題、これで８億円ですが、筆者がかかわる大学研究機関

腐敗は１６００億円 JPARK 無用素粒子実験施設とその年間経費１３０億円！！。

公益通報。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J67-Impeachment-on-useless-research.pdf

北朝鮮金正恩が米戦争屋傀儡である事はネット世界では有名ですが、欧米支配階級の操縦する

ノ-ベル賞(小柴氏,増川氏,梶田氏)も上記素粒子研究腐敗に深く関与してます。増川氏以外は筆者

は接見陳情経緯アリ、増川氏は公然共産党員で、社会的発言もしばしばする人です、戦前の共産

党や(公明党)創価学会は反戦を貫いた英雄でしたが、戦後米に抱きこまれ今日日本の腐敗を招来。

真摯だが無知無力？な多数組織員を裏切ってる。腐敗上層部<固定人事>の首挿げ替え必須！！、

筆者は要望とあればお手伝い申し上げます。実質巨額公金運転の腐敗 NHKも何とかしないと、

国民一般から大支持を得られない既成勢力野党＝民進党も社民党も口だけで実現力＊が無い、

論理学筆者が確信を持って推奨できるのは事実真理だけが実現になる、それ以外は破綻。

現状世界は逆さま!!＝嘘虚偽が世界を支配してる(9/11中東戦争,格差腐敗,気候変動,.....)

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J67-Impeachment-on-useless-research.pdf


⑸世界の中で生きる方法＝自力能力有無！！。

＊目前業務多忙を言い訳に優先的大局的大問題を無視してる<政治統合能力失調症>。かような問題は日本

だけの無能ではないのだが、欧米が無能ならが日本も同じで良しではない！！！。なぜかと言えば日本の

無力部分は海外に補填してもらう、代償として日本も海外に補填が出来なくてはならない。こういうルー

ルにしないとうまく行かない。特にこれからは物では売れないだろう。筆者経験での外交基本則は以下.

大陸人は過去歴史で幾多の侵略戦争経験で敵味方判別に敏感、まず”味方です!”を示す。

❶味方＝相手に無い何か(市場調査)で役に立つ。

❷利害不一致では論理(正義真実博愛)で相手を克服承服できねばならない。

上記２個のいずれも技術能力が要求されてる、だから自力能力有無こそが世界での成否を決定。

＊日本は米 CIA戦争屋の傀儡国家＝腐敗要素を持つ人物を指導者にし立て、これを背後から操る。

これはナチスで開発された陰謀技術で、だから戦後日本では良心的有能者を排除する陰謀が動作中、

⑹政治工学：

政治結果を見れば良好生産的な政策出力の成否になる(＝政治工学)。

＊何が良好な政策出力かの認識＝価値観は国民階層で利害が一致しない。利害調整での欠点最小化。

そも出発点の世界事実認識で一致が始めになければならない。これは多数決問題でない。

現世界最大失敗はこれが決定的に欠落、その結果、逆さま＝ゴリ押しの誤りが支配してる。

＊＊9/11中東戦争＝偽旗戦争から核戦争拡大可能性,経済格差進行と政治腐敗,気候変動無視,.....

これは全部,ナチス再生勢力＝米 CIA戦争屋(最終決戦作戦！！)の破滅的仕業！！

政治の世界に経験実績ある有能実業界人(営業屋、技術屋)を大規模移植すべきなのだろう。政治家の卵売

りますの商売があってもよい訳だ。雛になるまで全面投資、議員になったら育成費用返済。保守的で発想

力に欠ける法学部出身はうんざり、彼らは法律援助の共同秘書がよいだろう。そも法律も内科診断も

計算機ソフト化(質問検索→回答)で精度高いが価格が安い援助代行にできるのだ。

☞：安部夫妻が入れ込むほどの籠池氏は軍国小学校推進等の好ましからざる人物であった本来

過去は間違いない。問題核心の８億円土地値引きは籠池氏にできる事でない、この不正がば

れて愚鈍安部が彼一人に罪をなすり付けようとしたので安部小人物を見た籠池氏が激怒で

大反旗、ここで安部退陣のきっかけになれば木村真市議 並  救国英雄   

    日本   軍国幼稚園   過  炎上  2014-10-30

http://tsguide.jp/?p=6112

他  安倍総理 夫人 訪問                  

http://www.tukamotoyouchien.ed.jp/about/history/

http://tsguide.jp/?p=6112
http://www.tukamotoyouchien.ed.jp/about/history/


付録１(3/28)：昭恵夫人口利  証拠  枚目             追及    

背後 官邸 山口敬之 田崎史郎 情報操作 2017.03.23

http://lite-ra.com/2017/03/post-3018.html

...................................................................

      昭恵夫人 財務省 働      結果 来年度 予算措置          対策

 講     約束  FAX    安倍首相 自分 妻 国有地 取引 絡      総理大臣

 国会議員 辞   言        口利   関与 決定的証拠 飛 出     

  決定打資料 23日籠池証言 午後 部 飛 出      午前 同  思 見落      

付録２(3/28)：衆議院インタネット審議中継ビデオライブラリ

開会日 2017 年 3 月 23 日 (木)；会議名＝予算委員会 (2 時間 10 分)

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46854&media_type=

Fax用紙  枚見     枚目 午前中証言      予算措置通知 決定打 民進党枝野

議員質問  回答 披露 同議員 安部発言 根底  覆 内容 念押 指摘   

  決定打 報   既成     裏切 者 証明      

http://lite-ra.com/2017/03/post-3018.html
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46854&media_type=


付録３(4/21)：安倍晋三首相 妻 昭恵夫人  月  日午後 時 

   市民団体    東京地検特捜部 刑事告発   .
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/afcced04b965674eff0b7eefcf8750e4

公務員職権乱用罪 刑法第   条 公務員   職権 濫用   人 義務      行 

  又 権利 行使 妨害       年以下 懲役又 禁錮 処  

告訴人  政治家   著名人 結構居   

来日米副大統領   安部辞任  解散  迫    言  6月解散 情報  

http://blog.kuruten.jp/itagakieiken/

  新聞大手報道    全 無視沈黙  国民裏切  確実 証明     

戦争 反対 平和 望 人           監視 

弾圧    米支配層 後 追 安倍政権

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704200000/

安倍晋三政権  共謀罪  強引 成立          現在 日本 支配    権益  

      目障  人   弾圧  道具   使      間違           政策

 日本 支配層                支配層 推進           

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/afcced04b965674eff0b7eefcf8750e4
http://blog.kuruten.jp/itagakieiken/
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704200000/
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