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司会あいさつ  ９．１９戦争法 1 周年行動に連帯するつどい 

今日、9月 19日は「戦争法」強行採決から 1年目

の日です。全国 300カ所以上で戦争法廃止の行動が

行なわれています。このつどいもその行動に連帯す

るものとして行います。「戦争法」を進める安倍政

権と一体となった右翼組織、日本会議とはどんな組

織なのか。俵義文さんにその全貌をお話しいただき

ます。日本会議はこれまで秘密主義の体質から、一

般には正体がよくわりませんでした。最近は、街頭

に姿を表し全国キャラバン隊として、憲法改正を訴

えています。9月 4日には兵庫県民会館で集会をし、

元町まで 100 人規模

のパレード、そごう、

大丸前などで街頭宣

伝をしていました。本

日のつどいが、日本会

議のめざしている思

想や政治活動を知る

ことによって、民主主

義、立憲主義、憲法改悪を許さないたたかいの力に

なることを願っています。 

 

NHK にも魔の手  NHK と日本会議 

日本会議役員も NHK 経営委員に 

浪本勝年さん（NHK問題を考える会・兵庫 共同代表） 

今日は、簡潔に「日本会議と NHK」と題し、NHK

にじわじわと日本会議が乗り込んできている、その危

険性について訴えたいと思います。 

今日、手元に配られている資料に安倍政権下の

NHK経営委員という見出しで、写真と経営委員の名

前が載っています。 

石原進
石原進石原進
石原進委員長

委員長委員長
委員長は、「日本会議・福岡」の名誉顧問で

した。委員長になっても、その肩書はありましたが、

市民団体の批判があり、7 月に辞任されたようです。

経営委員会は、NHK の最高意思決定機関ですから、

どんな人によって構成されるかが重要です。経営委員

は国会の同意を得て、内閣総理大臣が任命します。安

倍総理は、日本会議の特別顧問です。この一事からも

安倍首相と日本会議・NHKが密着しているというこ

とがよくわかります。石原進さんは、任期が半年しか

ない段階で委員長に自薦して選出されました。したが

って再任される可能性があると思われます。NHK経

営委員会は「安倍お友だち経営委員会」になっていま

す。 

本田勝彦
本田勝彦本田勝彦
本田勝彦委員長職務代行者

委員長職務代行者委員長職務代行者
委員長職務代行者は、安倍さんが小学生

のときの家庭教師です。残念ながら国会が自民党、公

明党で多数を占めているから、何でも通る状況になっ

ています。 

中島尚正
中島尚正中島尚正
中島尚正委員

委員委員
委員は、安倍さんの盟友の原発推進論者・

葛西敬之 JR東海名誉会長が推薦したそうです。葛西

さんは「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の代表

発起人です。 

長谷川
長谷川長谷川
長谷川三千子

三千子三千子
三千子委員

委員委員
委員は、日本会議の代表委員です。

この方は、朝日新聞に乗り込んで自殺した右翼団体の

代表・野村秋介氏に旧仮名遣いの追悼文を書いていま

す。非常に特異な思想を持った方ですね。こういう方

を、公共放送 NHKの経営委員に任命することは本当

に大きな問題だと思います。 

渡邉博美
渡邉博美渡邉博美
渡邉博美委員

委員委員
委員は新しく 6 月に経営委員に任命され

た方で「全国防衛協会連合会」の理事を務めている人

です。要は、経営委員会を右翼的な安倍さんのお友達

で固めていること、そして、3 年前に石原進さんが、

今、問題になっている籾井氏を会長に推薦しました。

今回もまたそういうことになるのではないかと、心配

しています。経営委員にどんな人が就任するのか、と

いうことに十分注意を向けていただきたいし、その経

営委員は、立派な肩書がありますけど、一皮むきます

と、日本会議の関係者が結構いるということにしっか

り注目しなければならな

いと思います。一言だけつ

け加えますと、安倍首相は

「美しい国」をよく使いま

す。ひらがなで書いてみて

ください。美しい国（うつ

くしいくに）。反対に読む

と、「憎いし苦痛」ですね。

（会場 笑） 

 

司会 朴明子さん 

 

浪本勝年さん 
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（文責 編集者） 

お話  日本会議の全貌   俵 義文さん 
 はじめに—安倍内閣—日本会議が７割弱   

 

皆さん、こんにちは。たくさんの方にお集まりいただい

て、本当にありがとうございます。私はこの本を出してか

ら日本会議の話をするのは今回で 3 回目です。先週の金曜

日に東京でジャーナリスト会議の出版部会というところ

で話をしました。やっぱりこんな感じだったんですけど、

今日はもっとすごいですね。立っている方、本当に大変だ

と思いますが、我慢して聞いてください。憲法改正に向け

て彼らがやっている「美しい日本の憲法をつくる国民の

会」の都道府県組織が今、47 都道府県に全部できていま

すが、資料のなかに、兵庫県の「日本会議」の関係者、国

会議員、衆議院、参議院、県

議会議員、市町村議員の表も

付けています。この人たちが

「日本会議」だと、見ていた

だければと思います。参考と

して、安倍内閣で日本会議が

何人いるか、という表があります。日本会議の大臣が 16

人、副大臣が 14 人、政務官が 16 人、合計が 51 人、全体

のパーセンテージでは 66％、7 割弱を日本会議が占めてい

ることになります。 

安倍内閣は極右政権、日本会議内閣、神の国内閣 

先ほど内閣の内容をご覧いただいたように、安倍政権は、

まさに極右政権だと思っています。欧米では、歴史をゆが

めるのを歴史修正主義といいます。ヒトラーを擁護したり、

ホロコーストはなかったという人たちを歴史修正主義者

というのですが、日本ではあまり使いません。それから、

欧米では歴史修正主義は、イコール極右だと言われていま

す。 

見て見ぬふりする大手メディア 

日本のマスコミも欧米の極右政治家を報道するときに

は極右と書くのです。日本の極右政治家、安倍さんは、ま

さに歴史修正主義です。この安倍さんに対して「極右」と

いう表現は日本のマスコミは一切しません。しかし、欧米

では安倍晋三は極右政治家である、と多く報道されていま

す。その安倍さんが率いる大臣、副大臣、政務官、首相補

佐官、官房副長官、これらが所属している右翼的な議連を

見れば、明らかに安倍政権は極右政権である、と言うこと

ができます。私は、第 1 次安倍政権のときからそのように

指摘をしていました。それだけではなくて、安倍政権は同

時に「日本会議内閣」と言えます。大臣 20 人のうち 16

人が日本会議に所属をしています。8 割です。これも明ら

かに日本会議によって安倍内閣が牛耳られている、といえ

ます。もう一つ、私は「神の国内閣」という言い方もして

います。「神の国内閣」というのは、「神道政治連盟」と

いう神社本庁の政治組織と連携する「神道政治連盟国会議

員懇談会」があります。略して「神道議連」。これが日本

会議所属大臣よりもっと多い 9 割を占めています。「神道

議連」について、ご存知だと思いますが、今から 16 年前、

2000 年に当時の森喜朗首相が、「神道政治連盟」の会合

で「日本は天皇を中心とした神の国であるということを、

しっかり国民に自覚してもらう必要がある」という話をし

て、「神の国発言」というのが話題になりました。「神道

政治連盟」とは、憲法を変えて天皇を中心とした国に変え

る。天皇は神であると考える、昔の考えと一緒です。「神

道議連」が日本会議と同じように安倍政権の多数を占めて

います。しかも、安倍首相自身が「議連」の会長であるこ

とを考えたときに、私は「日本会議内閣」であると同時に

「神の国内閣」と言っています。 

 

俵 義文さん 

 

 

兵庫県学校厚生会館の会場いっぱいの参加者 
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「日本会議」の最大のテーマは憲法改悪 

「日本会議」は「美しい日本の憲法をつくる国民の会」と一体

日本会議が結成のときから最大のテーマにしてきたの

は、憲法改訂、憲法改悪です。日本会議の前身である「日

本を守る国民会議」は 1981 年にできたときから改憲をめ

ざす右翼組織として出発しました。いわば悲願としての

改憲を、活動の中心に据えています。その改憲を進める

ために、2014 年 10 月、「美しい日本の憲法をつくる国

民の会」を立ち上げました。この会は代表が 3 人いて、

その 1 人が櫻井よしこさん、もう一人は田久保忠衛さん。

今、日本会議の会長です。それから、三好達さん。昨年

6 月まで日本会議の会長していた人です。つまり、日本

会議のメンバーが代表を務めています。幹事長は、日本

会議の政策委員である百地章さんという日大の憲法の教

員です。昨年の「戦争法」の審議の中で、9 割を超える

憲法学者が「これは違憲だ、安保法制は違憲である」と

発言をしました。このことが国会で追及されたときに、

菅官房長官が、「いや、合憲だと言っている憲法学者も

たくさんいる」と答弁しました。「じゃあ、名前を挙げ

てくれ」と言われたら、3 人しか挙げられなかったので

す（笑）。その 1 人が百地さんです。あと、駒澤大学名

誉教授の西修という人と、中央大学の名誉教授の長尾一

紘さんの 3 人を挙げました。この人たちは全員、日本会

議のメンバーです。「集団的自衛権は合憲だ」と言って

いる百地章さんが、「国民の会」の幹事長をやっていま

す。事務局長は、表に絶対出てきませんが、安倍さんの

政策に影響を与えている椛島有三さんです。日本会議の

事務総長で、日本会議をささえる最大の黒幕、責任者、

中心人物、安倍さんの影のブレーン。安倍さんが今、進

めている政策で、憲法改悪を先取りした「教育再生」政

策を伝授し、指導してきたのが椛島有三さんです。この

組織が「美しい日本の憲法をつくる国民の会」です。こ

の会には役員は 500 人いるそうですけど、役員会議は大

変だと思います（笑）。代表発起人が 40 人います。NHK

の経営委員の中島尚正さんは海陽中等教育学校の学校長

です。この学校は JR 東海の葛西敬之さんが作った学校で

す。この葛西さんも 40 人の代表発起人の一人です。葛西

さんは日本会議であるだけではなくて、育鵬社という、

歴史を偽造して憲法改正を主張する、日本国憲法敵視の

教科書を作っている日本教育再生機構の中心メンバーの

1 人です。そういうつながりもあることを知ってくださ

い。 

日本会議はどういう活動をしているか 

「憲法改正」1000 万人賛同署名の目的 

この「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は、今、

全都道府県に、「美しい日本の憲法をつくる○○県民の

会」を立ち上げて、草の根の改憲運動をやっています。

今、一番力を入れているのは、「憲法改正を実現する 1000

万人賛同署名」です。 

今年話題になりましたが、初詣の神社の境内で、櫻井

よしこさんのでっかいポスターを飾って、この署名集め

をやっていました。私たちは、昨年年末から「戦争法廃

止」に向けて 3000万人署名運動を取り組みました。6 月

末に 1350万を超えたと発表をしましたが、その後、まだ

100万以上集まってきて、今現在、1580万人になってい

ますが、あれは国会請願の署名です。ところが、この署

名は請願でも何でもないのです。なおかつ、名前と住所

だけでなくて電話番号も書くようになっています。一枚

に 5 人書けるようになっています。何でこれをやってい

るかというと、日本会議は「必ず国民投票が行われる。

衆参両院 3分の 2 で憲法改正の発議がされて、国民投票

になる。国民投票になると、50％の賛成で憲法改正が行

われる。そこで、国民投票で 6000万人投票すると試算を

して、その過半数、3000万の憲法改正賛成票を獲得する。

そのためには、1000万憲法改正賛成署名の 1000万人が、

あと 2 人に働きかけて 3000万票獲得する」という戦略で

す。 

今、そういう改憲運動を展開しています。昨年 11 月

には東京武道館に1万1300人を集めて署名に向けた大決

起集会をやりました。安倍さんは、そこにビデオメッセ

ージを寄せています。この署名は今年の 5 月に彼らがや

る憲法集会（第 18 回公開憲法フォーラム）で 700万を超

えたと言われています。2 年がかりでやって 700万です。

それに対して、私たちのほうが 6カ月間で 1350万超えた

のですが、憲法を変

えようとする彼らよ

りも、私たちのほう

がより、草の根の運

動を展開できたと思

います。 
 

会場風景 
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安倍首相の歴史認識と政治姿勢はどこから？ 

安倍さんがなぜ、今のような歴史認識や政治姿勢にな

ってきたのかを、要約して申し上げます。93 年 7 月の総

選挙で、安倍さんはお父さんの地盤を継いで初めて国会

議員に当選しました。その年の選挙で自民党は「小沢の

乱」で大敗をして、野党に下ります。細川護煕非自民連

立政権ができました。それから、細川首相が 8 月 10 日の

記者会見で、「日本の戦争は侵略戦争だったと思う」と

答弁をしました。歴代首相の中で、首相が日本のアジア

太平洋戦争を侵略戦争だと主張したのは初めてだったの

です。その前の 8 月、自民党政権の交代ぎりぎりのとき

に、当時の河野洋平官房長官が、日本軍「慰安婦」につ

いて、「慰安婦」の調査結果と官房長官談話を発表しま

した。この河野談話と細川発言に対して右翼勢力が大反

発をします。そして、自民党の中の議員たちもこれに反

発をしました。当時、右翼勢力は、「『日本は侵略国で

はない』国民委員会」というのを作ったのです。産経新

聞に 2 回にわたって全面広告を出して、全国各地で、「日

本は侵略国ではない国民集会」を開催します。この右翼

勢力の動きを受けて、自民党内の中心的な議員たちが集

まって、「日本の戦争は本当に侵略戦争だったのか。『慰

安婦』とか南京虐殺が実際にあったのか。それとも、事

実でないのか。このことを自民党として検証する必要が

ある」ということで、8 月末に「歴史・検討委員会」を

設置します。衆議院、参議院、全部で 105 人の委員が選

ばれました。その事務局長は板垣正参院議員、東京裁判

で死刑になった板垣征四郎大将の息子です。 

当選一カ月の安倍氏を「歴史・検討委員会」の委員に抜擢 

この委員会に、自民党内の若手といわれていた議員が

20 人選ばれました。そこに、当選してまだ 1

カ月もたたない安倍晋三さんが任命されまし

た。一緒に選ばれたのが 2009 年の総選挙のあ

と亡くなられた中川昭一さん、今、首相補佐官

の衛藤晟一さん、外務大臣をやっている岸田文

雄さんなどです。この「歴史・検討委員会」は

1993 年 8 月末に発足して、95 年 2 月まで 20 回

の勉強会をやっています。講師に呼ばれたのは日本会議

関係の学者たち。のちに「新しい歴史教科書」をつくる

会を作ることになる西尾幹二さんとか高橋史朗さんです。

そして、1995 年 8 月 15 日に、勉強会の内容をまとめて、

「日本の戦争は正しかった」という内容の『大東亜戦争

の総括』という本を出版しました。そこでは何が言われ

ているかと言うと、「日本の戦争、大東亜戦争

は侵略戦争ではない。アジアを解放する聖戦だ

った」「南京虐殺事件とか慰安婦は、すべてで

っち上げである、日本は何も悪いことしてな

い」という、結論を出します。そして、「そう

いう歴史認識を国民に定着させる必要がある。

そうしないと戦後は終わらないのだ」と言って

います。「このような歴史認識を国民に定着させるため

には国民運動が必要だ。その国民運動は自民党が前面に

出てやると誤解を受けるから、学者を中心とした運動を

展開する。自民党は後ろにいて資金その他でバックアッ

プする」ということを決めたのです。 

安倍氏の右翼政治家として最初の教育の場 

「新しい歴史教科書をつくる会」発足 

これがのちに 96 年から、中学校の教科書から「慰安婦」

や南京虐殺事件をなくせ、という大運動になっていきま

した。そこから、学者を中心とした「新しい歴史教科書

をつくる会」が生まれたのです。この「歴史・検討委員

会」が、安倍さんが右翼政治家、極右政治家として育っ

ていく最初の勉強の場になります。1995 年に終戦 50周

年で国会決議をやることが企画されました。この国会決

議で日本の戦争について一定のちゃんとした反省をして、

アジアとの関係にけりをつける、いう試みだったわけで

す。ところが、これに対して右翼勢力は、「日本を守る

国民会議」が中心になって、「終戦 50周年決議反対国民

運動実行委員会」を立ち上げて、「戦争反省の国会決議

反対」、「英霊に感謝する決議を」という署名運動を展

開します。こうして国会議員の中に 1994 年 12 月「終戦

50周年国会議員連盟」ができます。会長が法務大臣や文

部大臣をやった奥野誠亮さんという、元特高課長で、極

めつきの歴史歪曲主義者で、事務局長が板垣正さん。そ

してなんと、国会議員になってまだ 1 年半しかたたない

安倍晋三さんは、事務局長代理に抜擢されるわけです。

この奥野誠亮さん、板垣正さんによって安倍さんは「歴
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史・検討委員会」に引き続いて、まさに極右政治家とし

ての、英才教育を受けた。そういう中で安倍晋三さんは

生まれてきたと思います。 

子犬がオオカミの群れで育った 

今年 6 月に、私どもの「子どもと教科書全国ネット 21」

の総会で、『日本会議の正体』の著者の青木理さんを講

師に呼んでインタビュー形式で講演をしました。彼が

『AERA』に「安倍三代」という記事を書いて、安倍の

関係者にインタビューしているわけですが、小中、高校、

大学の関係者に聞いても、覚えている人はほとんどいな

かったというのです。高校や大学の同級生とかゼミの先

生が、「安倍くんが発言したことは一度も聞いたことが

ない」と言っていたそうです。（会場 笑） 

彼は神戸製鋼に入ったので、神戸製鋼の上司にもイン

タビューをしたのです。神戸製鋼の上司が、「彼は本当

に従順でかわいらしくて、（会場 笑）言いつけると何

でもすぐ『はいはい』とやる子犬のような青年で、自分

は毎日ミルクを飲んでいたけど、そのミルクを毎日買い

に行った、そういう社員だった」と言っているのです。

政治的な話は一度もしたことがない。歴史認識について

も話したことは一度もない。その安倍さんが「なぜ今の

ようになったのでしょう」と聞いたら、その上司が「子

犬がオオカミの群れの中に入って一緒に過ごすうちに、

自分もオオカミだと思い込んでしまったのが今の安倍じ

ゃないか」と言ったそうです。言い得て妙だと思うので

すね。それが今の安倍政権、そのもとで今、改憲の運動

が行われているわけですが、この安倍さんを支えている

最大の右翼組織が「日本会議」ということになります。 

日本会議のスローガン「誇りある国づくり」 

九条の会に対抗して地域支部づくりー兵庫県では 7 支部 

「日本会議」のスローガンは、「誇りある国づくり」

です。「日本会議」が出している『日本の息吹』という

月刊の機関誌の最新の 9 月号・通巻 346 にも、「誇りあ

る国づくりをめざす」となっています。『日本の息吹』

という名前は、前身の「日本を守る国民会議」の頃から

ずっと同じ名前です。今、会員は 3万 8000 人といわれて

います。そして、全都道府県に本部を設置し、その本部

のもとで地域支部作りが進められています。地域支部作

りは 2002 年ぐらいから始めているのですが、最初はあん

まり支部ができないのです。2004 年に九条の会が発足し

ました。世論調査で「憲法改正賛成」が「反対」をかな

り上回る状況が生まれてくる中で加藤周一さん、澤地久

枝さん、大江健三郎さんなど 9 人の方たちが非常に危機

感を持って、九条の会を立ち上げ

て呼びかけをしました。この呼び

かけに賛成する人たちが、地域に

九条の会を続々と作っていくわ

けです。今、7500 を超えています

が、この九条の会は地域、職域で

草の根の活動を展開しました。この九条の会の運動によ

って、憲法改正の世論が大きく動いてくるわけです。今

はもう拮抗状態になっています。九条についていえば圧

倒的に反対世論の方が大きい状況になっている。そうい

う中で、改憲を悲願とする「日本会議」は、九条の会に

対抗して、「地域で草の根の改憲運動を展開する必要が

ある。県の組織だけではだめだ」ということで、日本会

議の地域組織作りを始めました。それが地域支部です。

私の調査では、いま、249支部できています。300支部を

めざしていて、兵庫県では、７つ支部ができています。

皆さんの周りにもその支部があると思います。さて、「日

本会議」が力を入れてきたのは、支部づくりと、もう一

つ、政治家の組織化運動です。日本会議の国会議員の会

は、「日本会議国会議員懇談会」、「日本会議議連」と

私は言っていますが、この「日本会議議連」は「日本会

議」より 1 日早くできました。支部作りと合わして、2007

年 10 月に「日本会議地方議員連盟」を立ち上げました。

この地方議連に所属する都道府県議員、市町村議員、今、

千六百数十人になっています。大変な勢力ですね。      

県議会議員、地方議員と連携した活動 

都道府県の議会で「日本会議地方議連」の議員が 4 割

を超えている自治体は 17 あります。県議会で 7 割を超え

ているところが２つあります。47 都道府県議会のうちの

3 割から 4 割ぐらいが日本会議によってジャックされて

いる状況にある。こういう県議会、市町村議会の日本会

議の議連に所属する議員たちが、支部と連携をしながら、
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今、さまざまな策動をしています。全国で日の丸、君が

代の強制、「慰安婦がなかった」というキャンペーンの

展示会をやっています。それから、憲法改正に向けた地

方議会決議の運動。学校現場の教職員たちが子どもたち

に、戦争反対についての授業をすると、偏向教育だとい

うことで、すぐに教育委員会に申し入れ、産経新聞にチ

クって、産経がキャンペーンをやるという、構図があり

ますが、それはほとんど「日本会議」の地方議員と、支

部、会員が一体となってやっていると見ていいと思いま

す。それが今の日本会議の組織の状況です。 

「日本会議」は どのようにして生まれたのか、何をめざしているのか 

右派宗教団体「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」が統一

「日本会議」がどのようにして生まれ、何をめざして

いるかについて、話をします。「日本会議」は、1997 年

5 月 30 日に「日本を守る国民会議」と「日本を守る会」

が組織統一をしてできました。「日本を守る会」は宗教

団体による右翼組織です。1974 年にできていて、かなり

古い組織です。元号法制化運動の中心になって働いたの

が、この「日本を守る会」です。この会は鎌倉・円覚寺

貫主の朝比奈宗源（著名な宗教家）という人が伊勢神宮

に参拝をした時、「世界のことも大事だけど、もっと日

本のことをちゃんとやりなさい」という「天の啓示」を

受けたということで、日本の憲法改正などを含めたこと

をやろうと、宗教者に呼びかけて、「日本を守る会」を

立ち上げた。組織的には当時、まだ政治活動を熱心にや

っていた生長の家が中心になって作るわけです。 

「日本を守る国民会議」・左翼の活動スタイルを取り入れる 

70 年代に元号法制化運動を「日本を守る会」と自民党

が一緒になってやりました。戦後、最初に彼らがやって

いたのは靖国神社を国家護持にすること、建国記念日を

法制化すること。靖国神社の法案は廃案になり、今は取

り下げていますが、建国記念日の制定は、1967 年に実現

するわけです。「次は元号だ」、ということで元号法制

化運動をやるのですが、自民党だけではなかなか進まな

いので、右翼勢力が集まって運動を展開します。「元号

法制化国民会議」が 78 年 7 月に作られて、79 年 6 月に

元号法が成立しました。この「元号法制化国民会議」の

運動を中心的になってやったのが、今の日本会議の事務

総長をしている椛島有三さんです。彼は「今までやって

いたような運動ではだめだ。左翼の運動をわれわれの運

動に取り入れてやる必要がある」と署名活動をやる、大

規模な集会を全国各地でやる、全国的なキャラバンをや

る、そして、その署名を持って、国会議員を突き上げて

やっていくと、こういう活動を法則化するわけです。こ

れは彼が学生時代に、右翼学生運動をやっているときに

身につけた活動方法です。数百万の署名を集めて、それ

によって自民党議員を叱咤激励して、元号法が成立する

わけです。それまでは。何かあった時そのつど、組織を

作って運動をするのが右翼のやり方だったのですが、こ

の元号法制化が成功したあと、「もっと恒常的な組織を

作ろう」ということで、81 年に「日本を守る国民会議」

を立ち上げたのです。 

「日本を守る国民会議」は歴史教科書に焦点 

「日本を守る国民会議」が発足時、「憲法・防衛・教

育を同じ課題と位置づけて、憲法改正をやり、天皇を中

心とした国家に日本を作り変える」と決めた。それを実

現するためには、教育、とりわけ歴史教科書が重要だか

ら、高校の日本史の教科書を発刊する。ちょうど昭和天

皇の在位 60 年を奉祝して、歴史教科書を出して 1986 年

にこれを検定合格させます。当時、『新編日本史』とい

う書名で、今は『最新日本史』という書名で出ています

が、当時から天皇の教科書とか、復古調教科書と言われ

て、ほとんど使われていません。今は全国で 4.000冊前

後使われています。私学が中心ですが、公立の学校では

愛媛と福岡の県

立学校が使って

います。愛媛で 9

校、福岡はずっと

前から県立高校

で使っていまし

たが、今は、福岡

は 4校が使って

います。 

 

 

「美しい日本の憲法をつくる 

国民の会」1000万賛同署名 


