
日本の致命的な弱みが指摘されてます。2014/6/25,30

米陸軍初の日本人教官が伝授、スーパーエリートの育て方

http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20140619/267047/?P=2

義務教育段階から備わるリーダーの素養

スピーキングだけでなくエッセイなどのライティングもそうですが、米国人は高校までに

思考の整理方法を体系的に学んでいるから優秀な学生は的確に表現できます。自分の意見

を言葉でも文章でも論理的に考えて伝える基本能力が大学以前に身についているわけです。

ウエストポイントの訓練でも、教官は学生にあらかじめ任務を与えますが、

目標達成までの方法は指示せず、学生が自ら最適だと思う方法を考えながら実行します。

言い換えれば、問いに対して「正解は何ですか」ではなく「私の答えはこうです」と言え

る人間を育てる訓練です。これは単にリーダーを務める者だけでなく、組織で任務を遂行

する全員に必要な訓練だと思います。

具体的にいうと、米国の強みは全体のコンセプトを構築し、実現させるための方策や資源

を束ねるデザイン力にあります。逆に日本の強みは現場の細かい課題を克服し、より良く

改善させる能力です。

日本の致命的な弱みが指摘されてます。

果たしてどうすれば克服可能か？？？？？？？
(0)戦場で生き残り可能性は全体把握と論理判断だけ、ウエストポイントの基本思想？！！

⑴進学受験目的だけの学習塾法的禁止と植民地奴隷頭養成学校＝東大廃止！！！！！

一度も世間経験のない先生ばかりの日本、実業界経験者を養成して先生へ

学校以前の少子化過保護家庭教育の超大間違い、チャントした標準マニュアルがない。

現代日本の命取りになり兼ねない超蔓延中の自己虫病の最大温床！！！、

子供の問題ではなく成人化段階での直し方がないともう間に合わない？？！！。

⑵天界に見放されてる悪行戦後日本！！<立正案国論を熟読すべし>、

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

全体を見ない自己虫＝至る所で平気で裏切りが横行の戦後日本、之が破滅日本の大行進を

形成！！。日本は基礎大原点で大間違いを犯してる！！。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20140619/267047/?P=2
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf


付録 1:日本大修理要項＝”裏切り”が地獄を招く: 2014/5/4

現代世界最大真相は気候変動、現状趨勢では地上生命破滅、だが回復可能性はある。

当然、世界は大修理を要するのだが、その前に自国修理を予備演習として探索。それには

正確な遠慮抜きの診断が不可欠、正確な政治構造診断なくて修理は不可能は明白だろう。

自由があれば日本人の創造性を確信するが、歴史的外患勢力が阻んでる事実がある。

徳川支配 200年後の英国密輸の明治維新、第二次大戦敗戦後の米裏支配がそれである。

The Deep Routed Connection between Japan and UK

http://www.777true.net/JapanUK.pdf

要約すれば明治以後の近現代日本支配層は意識無意識下で外来勢力に操縦されてる。

即ち裏切りが支配なのだから、常識ではありえない国家国民形態化は必然だろう。

現今日本は経済至上主義の下に虚栄傲慢経営と他方で社員欝病大量罹患の病的時代に,

政治は裏切りで混乱極地、内政不調を偽旗戦争化での全体主義体制引き締めを陰謀,

＊隣人韓国歴史も日本と類似、長い中国支配,近代日本支配,朝鮮戦争後の米支配。

[1]：悲観論を先行して払拭する！！！.

人心支配の最大鍵は国民大衆の無能化と、それから生じる支配者依存性の強化にある。

甘え-裏切りの構造悪はすべて、自主独立自由と創造性欠落に原因する様になるから。

⑴明治維新後の欧米劣等感と潜在的無力化心理。

問題は長時間歴史負遺産で大規模であり、大方はまず絶望が先立つだろう。問題核心は

まさにここにある。筆者楽観論根拠は自由人は一度真実を受容すれば最善が出来る！！。

明治維新に先立つ江戸時代認識に関してはとんだ誤解が、文治統治では革命になった。

http://www.777true.net/AGAPE-Tunayoshi.pdf

現代既成体制を護持する意味で、実は前時代が優れていたなどは国民禁忌なのだ。

徳川幕府は町人経済成長が政治力逆転をもたらす可能性があるとみて商工発明禁止。

それでカラクリ人形という工学が捩れ発生、数学試合も神社に掲示されたと言う。

切捨てご免も実態は生易しい事ではなかった。もう一つは大正デモクラシ-文学最盛期。

関東大震災と中国侵略政策＝昭和天皇＋軍部勢力でつぶされてしまう。

⑵現代教育体制が潜在的-顕在的な自主性-自信喪失を大量生産：

学習過剰は実は無能を育む。経済成長後の家庭では師弟高等教育費が増大、受験体制と

学習塾異常繁殖の結果、若年層の過剰学習、他方で大量おちこぼれも生産。実は両者共に

潜在的自信喪失を形成する。後者は自明だが問題は前者、問題を解く技術習得に集中だが、

現場実力と言うのは逆の問題発見能力こそに最大の鍵がある。しかも紙試験は断片的局所

的問題での数時間内作業だが、現場では数日から数十年の大規模、知識断片ではなく

全体統合能力が鍵,しかも共同作業になるのが通例。だから自由研究の薦めです！！！。

http://www.777true.net/JapanUK.pdf
http://www.777true.net/AGAPE-Tunayoshi.pdf


⑶日本を駄目にしてる東大支配：

後日予定。

[2]：現代日本、ここを修理しないとやばい!!!。

⑴支配者側の問題核心＝貴族世襲支配からの脱却：

明治維新は逆革命の王制復古、そも王侯貴族とは何か、歴史的には強盗殺人に優れて

領地強奪支配者の子孫である。彼ら関心は己地位安泰、ここが悪魔化の起源になる。

http://www.777true.net/Who-is-Wicked-in-High-Place.pdf

要するに反民主主義＝右翼体制とはこの邪悪動機に由来する国民不幸の最大起源。

＊敗戦よりも革命が恐ろしい<近衛文麿>

あの戦争ではアジア数千万犠牲者と自国では原爆戦禍、だが今では皆が大地獄を忘却！！

当時の陸軍部秋丸機関の戦時経済予測でも対米戦争に勝ち目がなかった事は天皇も軍部も

承知だった、だが中国撤退となれば内政不安定化を恐れて対米戦開戦を天皇が決断。

当時の憲法では軍統帥権は天皇が明記されてる。それでも米国 GHQ マッカサー統治下で生

き延びた天皇制戦後機能とは植民地支配の脅迫的権威としての機能。右翼体制である。

憲法上は象徴天皇だが、実態的には財閥の天皇家縁戚関係が支配、学会支配にも関与。

戦争責任追求で有名になったのは長崎元島市長への右翼の銃劇事件、実は王侯貴族は

欧米のそれと国際連帯関係にある<Bilderberg＝欧米王侯貴族＋超資本の世襲支配>。
代表格が米国帝王ロックフェラと英国皇室、世界の典型的な反民主主義勢力。

⑵国民側の問題核心＝甘えと裏切りの大構造からの大脱却。

現実として大衆大半は能力不足、有能者は少数派。人は己が力不足と思った時、どう生き

ようと手立てを考えるか。雇用関係で言えば安直には力ある人の下に従属する以外にない。

だが実は労組＋政治と言う弱者側の強力手段が。弱者側には団結と言うの最大武器がある

のだ！！！。だが現今日本では戦後以来一環して労組弱体化の歴史にある。なぜか？？？、

⑶弱者内部の”裏切り”こそが問題核心！！！：

⑷”有能者指導者”の追い落とし陰謀加担！！！：

以上は国民内部の利己主義を扇動利用しての敵支配者側の策謀であり、それは当然ながら

国民内部の指導者たちは周知の事項である。だからそれを知る指導者の追い落としも必然

化、孫子曰く、敵を知り，且つ己自身もよく知らねばならない事だ。己内部の敵である。

http://www.777true.net/Who-is-Wicked-in-High-Place.pdf


[３]：施工能力＝技術スキルの問題・

⑴診断真相を知る。

この初動問題でてこずってるというのが一つ実情でなかろうか

⑵対処修理法を案出。

これに関して筆者はまったく楽観、正確に問題が提示されれば最善解は一つだから。

一つ注意点は問題が国内では解決しない要素が多分ある事だ、そこで国際連帯の必然。

[４]：共同現象化<悪魔との戦いだから神が必要だ！！！>：

武力解放闘争は敵挑発＝思う壷になる、われわれは政治過程を通じて勝利を目指す。

何しろ我等 99％の数を誇り、敵は 1％に過ぎない、内部の裏切り克服だけが最終問題!!!。

裏切りは真実正義慈愛に反する。然るに神＝真実正義慈愛だからこそ皆が信仰する。

共同現象＝相転移の理論に従えば、はじめは身近での小さな団結が起こる、そして最後が

巨視的なクラスター(巨視化群)になりシステムの相転移が成就。

*中東や南米は本来,平穏無事な国の筈、だが現状は外患勢力で混乱を極めてる。見るに

そこでも外患勢力操縦の利己主義裏切りが働いてる。裏切り研究こそは世界必須問題。

⑴相手は富と武器を備え国際連帯で悪魔しており、戦いには犠牲が伴うものだ。

勝利には相応の代償も払わねばならない。裏切りの逆＝献身が要求されてる。

⑵マルクスも団結を解いたが実態世界的にマルクス主義は勝利してない。なぜか？。

何しろ相手は悪魔化してるのだ、神が必要なのにキリスト教はアヘンと排除した。

原版キリスト教は敵を見抜いており、その闘争法も指南してるのだ<解放の神学>。

⑶イスラム教はある意味で聖戦献身の教えそのものだ。

仏教は世俗の悪魔性を見抜くのだが、そこで政治革命でなく厭世出家は裏切り、

例外が政治参画の法華経日蓮宗。

⑷神(真実正義慈愛)は本物の証明！！！：

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

⑸日蓮も天界＝神意向に逆らうから地獄と指南<立正案国論は必読>。

立正安国論 現代語訳

http://www.geocities.co.jp/inae_sokagakkai/an/newpage1.html#gankoku0100

⑹日月神示も世界大洗濯に備え魂を磨けと指南<現代将来日本に関して示唆多し>。

日月神示

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%88%E7%A5%9E%E7%A4%BA

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
http://www.geocities.co.jp/inae_sokagakkai/an/newpage1.html#gankoku0100
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%88%E7%A5%9E%E7%A4%BA


付録：戦後現代日本オール裏切りの事例研究：これではありえない国は必然！！！

⑴戦時中反戦獄中闘争を貫いた共産党員や日蓮宗徒をマッカサーは恐れて戦後抱き込み。

共産党や公明党の CIA 操縦の裏切りが現代日本腐敗を招来。

⑵読者多数から購読料金を取っての NHK＋読売朝日毎日の腐敗裏切り、ネットも多分に腐敗

人体で言えば脳疾患ですから致命的です。

⑶国民多数から高額納税を取っての私物化腐敗官僚公務員の大規模裏切り、

この実害は甚大、

⑷戦後労組運動の分裂と裏切りの歴史//忘れられた大道具！！！

企業労組は欧米では黄犬契約と言われる。

⑸学会教育界の裏切りと腐敗。

国民能力と情報取得で大損害！！！、

⑹宗教界の腐敗と裏切り。

宗教家が本物の宗教を理解していない、歴史的形骸化してる。

⑺現代日本政治は裏切りの塊＝利己主義悪魔化政治。

安部政権は不正選挙の非合法政権、選挙管理の公務員多数が事実を承知。

今後はいかにして有能指導者を緊急発掘育成するかです。

⑻オ-ム真理教毒ガス事件は CIA-日本公安の秘密実験、

後に米特殊部隊の自作自演の米国 9/11 大規模テロ事件へ

⑼福島原発破綻は日本内部での裏切り行為がなければ不成立(自家熱最終発電装置)。

最終安全装置を外すとは！！！、当時の政府上層と東電上層部が糾弾されない。

なぜ？2003年に原発の安全装置の先駆除が次々と決めたのか。安全 vs自爆。
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/11513646.html

福島第１原発の命綱の冷却システム『蒸気凝縮系機能』は外されていた

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/matiplanplan/view/20110609/1307583720

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/matiplanplan/view/20110609/1307583720


付録２：資源つぶし陰謀日本(世界)。 2014/5/19

資源小国にして豊かな福祉国家スエデン、世界で稼ぎ捲くったアバは大金納税の愛国者。

http://www.youtube.com/watch?v=Wez1nSjGEf8

http://www.ritsbagakkai.jp/pdf/495_10.pdf#search='%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%B0%8F%E5%9B%B

D%E3%80%81%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3'

戦後日本は工業化高成長の迷目で本質財の田畑山林沿岸の大資産喪失、それだけでない。

人材資源も隠れて潰してる嫌疑が浮上、関係者はよく調査して下さい。

[１]:音楽界。
音楽で成功すると簡単に国境も越えて絶大人気、ア-ティストの影響(国民感情)は大きい。.

しかも大金を生むビッグビジネス、ヤクザ-CIAも絡む必然があるだろう。

SAY YES CHAGE&ASKA ASIAN TOUR IN TAIPEI

http://www.youtube.com/watch?v=BUi1oSeKJ8Q

新垣 隆(作曲家、交響曲 HIROSHIMA)

http://www.youtube.com/watch?v=0TQPgVMQ600

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%9E%A3%E9%9A%86

小室 哲哉(作曲家、音楽製作者)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AE%A4%E5%93%B2%E5%93%89

1997 年の納税額は 11億 7000 万円で推定所得は約 23 億円だった。

山田かまち

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%A1

ジョンレノン

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%B3

マイケル.ジャクソン

マイケル・ジャクソンが裏組織に殺された５つの理由

http://soboku-otherviews.blogspot.jp/2009/07/blog-post.html

マイケルは音楽で世界を良くしようというメッセージを発する事に 重点を置いたあたり

から、マスコミによるあらゆる妨害にあいゴシップ以外では表に出れなくなった。

http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2009/09/cia_411c.html

Michael Jackson - Earth Song
http://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

Michael Jackson - Heal theWorld (por unmundomejor)
http://www.youtube.com/watch?v=nkzxL3BWGfw

Michael Jackson - They Don't CareAbout Us (Official Prison Versio
http://www.youtube.com/watch?v=97nAvTVeR6o

http://www.youtube.com/watch?v=Wez1nSjGEf8
http://www.ritsbagakkai.jp/pdf/495_10.pdf#search='%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%B0%8F%E5%9B%BD%E3%80%81%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3'
http://www.youtube.com/watch?v=BUi1oSeKJ8Q
http://www.youtube.com/watch?v=0TQPgVMQ600
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%9E%A3%E9%9A%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AE%A4%E5%93%B2%E5%93%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997年
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%B3
http://soboku-otherviews.blogspot.jp/2009/07/blog-post.html
http://soboku-otherviews.blogspot.jp/2009/07/blog-post.html
http://www.youtube.com/watch?v=YzggprXwv_g&feature=related
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2009/09/cia_411c.html
http://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
http://www.youtube.com/watch?v=nkzxL3BWGfw
http://www.youtube.com/watch?v=97nAvTVeR6o


＊芸術家こそが天使の手先であり,、気候変動をもたらした世界資本主義体制下の XX科学

者&技術者はもしかすると悪魔手先か？！。改心すれば天使になれる。

[２]:科学技術。
小農大国日本、農業経済学者狩野..氏

大規模農業だけが農業でない、爺ちゃん婆ちゃんか-ちゃん小畑が数集まれば匹敵できる。

実はこの超基本的な農業戦略を指南する同文献がどうにも見つからない！！！

福岡 正信,不耕起、無肥料、無農薬、無除草を特徴とする自然農法提唱者

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E6%AD%A3%E4%BF%A1

わら一本の革命 -The One Straw Revolution
http://www.laura.jp/ka/2011/10/03155907.html

人材つぶしと言う意味ではないのだが、..........

一般ゲージ原理(1956)、内山龍雄

宇宙全物質すべての相互作用を記述する一般原理。

M.Yoshimura,Phys,Rev.Lett,41(1978),281
無＝０からの宇宙創始は０＝＋E－E.この様に物質-反物質が対称に当初生成するのだが、

ある時期以後は物質優勢化になる素粒子反応メカニズム、

http://www.jps.or.jp/books/50thkinen/50th_05/001.htm、

相反５部５部状態から、一気に全会一致見解なんて魅力です。両者間で結合再生反応がある。

[３]:思想宗教政治。
田中角栄(1976米国製のロッキ-ド疑獄)

人気音楽家が高額納税者とすれば政治屋は税金たかり。本来は国民生活福祉だが、今では

悪性腫瘍二種の官僚公務員と箱物公共事業。筆者見解では戦後初の米従官僚から独立した

地場派政治をやろうとした意味は大きい。今の米従アベコベ政権では日本は破滅へ。

最終戦争論(1940),石原莞爾
http://www.aozora.gr.jp/cards/000230/files/1154_23278.html

戦後、満州事変戦犯責任で GHQに自首、英雄化？を恐れた米国は彼を戦後歴史抹殺、

法華経徒は近代日本史で特異存在、田中智学国柱会から宮沢賢治と石原寛治。彼ら共通点

は神がかり的予言性、2.26の北一輝は法華経革命家。その精神(自らの幸せを願うならば、

まず社会全体の安穏を祈るべし)は大いに買うべきだが、現代公明党にしても結果が出ない。

大問題はここだ。中国軍部も日本軍部も米戦争屋の飼い犬、マジかな戦争用意のアベコベ

解釈改憲では学会婦人部は強行に指導部を責めたてる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/自然農法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E6%AD%A3%E4%BF%A1
http://www.laura.jp/ka/2011/10/03155907.html
http://www.jps.or.jp/books/50thkinen/50th_05/001.html
http://www.aozora.gr.jp/cards/000230/files/1154_23278.html

