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一．憲法改正のために全力を尽
くす 。その ため に、新 憲法施 行
に反 対する 勢力 を批判 する活 動
に優先的に取り組む
二．安倍政権の、主張する外交
を応 援する 。安 倍政権 のロビ イ
ング 活動を 応援 する。 領土・ 主
権展示館などを広める。
三．「慰安婦」問題のでっちあ
げを 許さず 。正 確な事 実を究 明
する。
四．日本の国力の増進を研究す
る。 少子高 齢化 の克服 。日本 の
ＩＴ 力のア ップ 、英語 を中心 と
する 語学力 のア ップ。 女性が Ｉ
Ｔを 学ぶこ とな どへの 偏見の 克
服を呼びかける。
五．日本共産党と関係が深い労
働組 合争議 団の ひどい 実態を 明
らかにする。

研究所の当面する活動
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研究所設立にあたって
この たび、 日本 の進む 道研究
所を 設立し まし た。現 在、任 意
団体です。
日本の繁栄と、日本人の幸福、
さら には世 界の 繁栄の ために 、
研究を行い提言活動を行います。
日本 の思想 、哲 学、政 治、経
済状況などを幅広く研究分析し、
自民 党、民 主党 など各 政党や 各
団体の比較研究などを行います。
日本 人は誇 りあ る歴史 を持っ
てい ます。 また 、日本 をさま ざ
まな 危機か ら守 らねば なりま せ
ん。 そのた めに は、意 見書を 提
出す る、抗 議文 を送付 するな ど
の活 動も行 いま す。左 右の全 体
主義と戦います。
よろしくお願いします。
代表 安東 幹

ぜひ会報をご購読ください
現在、特典キャンペーン中
日本 の進む 道研 究所で は、月
刊で 会報を 発行 してい ます。 四
ペー ジが基 本で 、他団 体のチ ラ
シな どが同 封さ れる場 合があ り
ます 。よろ しけ れば、 ぜひ、 ご
購読ください。
年間 購読代 二千 円です 。一
年間 に十二 回の 発行で す。一 部
は、 二百円 です 。上記 の代金 は
すべ て郵送 料込 みです 。一年 の
うち 、いつ から でも購 読を開 始
でき て、開 始月 から十 二か月 間
の購読となります。
三月 と四月 の二 か月間 、特典
キャ ンペー ンを 行って います 。
三月 四月に 購読 を申し 込まれ た
方に は、平 成二 十八年 度に日 本
共産 党に寄 付金 をした 弁護士 や
医者 などの リス ト（四 十七都 道
府県 の五分 の三 ほどで すが） な
どの資料を無料で差し上げます。

今週号の内容
一面 研究所設立にあたって
研究所の当面する活動
会報ご購読のお願い（特別キャンペーン実施中）
二面 書籍紹介『共産主義の誤謬』福冨 健一著
新憲法施行に反対する勢力を批判するウェッブサイトを紹介します。
日本民主青年同盟が同盟員倍加計画。活動を活発化させる日本共産党や関係諸団体にご注意を
三面 研究所代表 安東 幹（あんどう かん）さん紹介
電子書籍出版中
福澤諭吉先生を誹謗中傷する人たちと戦うウェッブサイトを紹介します。
日本共産党と関係が深い労働組合を批判する電子書籍の出版準備中です。
四面 慰安婦問題、関東大震災時における朝鮮人問題などの学術的真相究明を
やまと新聞紹介（安東さん寄稿）
日本共産党と関係がある知識人の資料作成のための寄付金をお願いします。

書籍紹介
『共産主義の誤謬』
福冨 健一著

自民 党各紙 で紹 介され たり、
公明 党本部 近く の公明 党関係 の
書籍 がたく さん おいて ある書 店
にも並べられている書籍です。
「批 判の論 点」 を思想 の根源
から 検証。 河合 栄治郎 ・関嘉 彦
の流 れをく む学 識から 政治思 想
史を 概説。 民社 ・民主 ・自民 へ
の所 属経験 から 日本共 産党の 綱
領を解読。
共産 主義思 想を 根源か ら批判
する必読の書。

新 憲法 施 行に 反 対す る 勢 力
を 批判 す るウ ェ ッブ サ イ ト
を紹介します。
昨年 、五月 三日 の憲法 記念日
に安 倍首相 が二 〇二〇 年まで の
憲法 改正を 表明 しまし た。安 東
さん は、六 月三 日に「 新憲法 施
行に 反対す る勢 力を批 判する ウ
ェッ ブサイ ト」 を立ち 上げ管 理
運営しています。
最近 、アク セス が増え てきま
した。二千までもう少しです。
日本 共産党 や左 翼勢力 を根本
から 批判し てお ります 。日本 共
産党 のこと は、 このウ ェッブ サ
イト を見れ ばす べてわ かると い
うよ うなサ イト 、日本 共産党 に
つい ての権 威サ イトを めざし て
います。
どうか、応援お願いします。
http://newconstitutiongogo.org/

新 憲法 施 行 に反 対 する 勢 力を 批
判するウェッブの内容の一部
日本共産党は労働者の党
http://newconstitutiongogo.org/002
001009.html
日本 共産党 の主 張する 民主主 義
は異質のもの
http://newconstitutiongogo.org/005
002000.html
自衛 隊基地 内に 土地を 所有し 自
営隊の業務に支障
http://newconstitutiongogo.org/002
001010.html
日本 共産党 と関 係が深 い日朝 協
会の実態
http://newconstitutiongogo.org/002
012000.html
マル クス、 エン ゲルス 、レー ニ
ンの不倫など
http://newconstitutiongogo.org/005
004000.html

日本 民主青年 同盟が 同盟員
倍加 計画を発 表。日 本共産
党関 係諸団体 も憲法 改正反
対運動で会員獲得へ全力か

日本 民主青 年同 盟は、 昨年十
二月 十日の 第四 十一回 全国大 会
で、 同盟員 の倍 加をめ ざす全 国
大会決議を採択した。

http://newconstitutiongogo.org/A0
001.html
日本 民主青 年同 盟は、 憲法改
正反 対運動 を大 規模に 組織す る
中で 、大量 の仲 間の獲 得をめ ざ
している。
高齢 化で消 滅の 危機に ある、
日本 共産党 と関 係が深 い労働 組
合も 、若い 組合 活動家 の獲得 を
もくろんでいる。
職場 、地域 、学 園で、 日本共
産党 や日本 民主 青年同 盟が活 動
を大 規模に 展開 してく ること が
予想される。
今か ら対策 を立 ててお くべき
であ る。共 産党 対策の 切り札 と
も言われる安東さんに連絡を。

紹介
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安東 幹

日々 勉強、
読書 、語学 、ＩＴ
五十四歳、家族 妻、子ども二人（中学生
と高校生）
都立西高卒業
慶應義塾通信課程文学部乙類（政治）卒業
ＴＯＥＩＣ ８９５点
二〇一七年十一月
情報セキュリティマネジメント
平成二十六年春取得

二 〇 〇九 年 東 京 都議 会 議 員 選挙 杉 並 選 挙
区より無所属保守として立候補。（落選）

安東代表執筆の電子書籍
(Amazon Kindleで 出 版 し て い
ま す 。 Amazon Kindle電 子 リ ー
ダーを無料で入手して読めま
す）
米朝開戦で日本共産党は総決
起！ 事前に 日本 共産党 の行動 を
予測する（２１９円）
知ら れざる 北朝 鮮と日 本共産 党
の関係（１０２円）
女性 の敵、 ママ の会（ 安保法 制
反対の）と戦おう！（１０７円）
日本 共産党 の構 造と実 態（２ １
３円）
日本 共産党 の過 去の暴 力革命 、
武力 闘争を 報道 する新 聞集（ ３
０８円）
私た ちが、 株主 様、投 資家様 を
日本共産党の脅威から守りま
す！（１２４円）
他
Amazon Kindle安東幹で検索を

日 本共 産 党 と関 係 が深 い 労働 組
合を批判する電子書籍を執筆中
現在 、日 本共産 党や 全労 協など と
関係 が深 い労働 組合 、東 京労働 争議
団を批判する電子書籍を執筆中です。
私は 、二 十年以 上も 日本 共産党 と
関係 が深 い労働 争議 団の 戦術を 見て
きま した 。彼ら の、 裁判 闘争も 見て
きま した 。何度 も、 裁判 の傍聴 をし
てきました。
誰か が、 彼らを 正面 から 批判し な
けれ ばな らない 。誰 かが 、彼ら の過
ちを 明ら かにし なけ れば ならな い。
誰かが彼らと戦わなければならない。
私は 、強 い思い に動 かさ れて、 書籍
を執筆することにしました。
企業 の玄 関前に 数百 人で 集まり 宣
伝カーを使用して抗議活動をしたり、
社長 の自 宅にま で押 しか けたり 、会
社を 誹謗 中傷す るよ うな チラシ を書
いた り。 彼らの 実態 を明 らかに し、
戦い方も考えます。

安東代表執筆論文
「左翼系弁護士の詭弁」雑誌『自
由』二〇〇八年二月号

福 澤諭 吉 先 生を 誹 謗中 傷 する 人
た ちと 戦 う ウェ ッ ブサ イ トを 紹
介します。

安東 代表は 、福 沢諭吉 先生を
誹謗 中傷し 、一 万円札 から引 き
ずり 落とそ うと する人 たちと 戦
い、 福沢諭 吉先 生をお 守りす る
ウェ ッブサ イト を立ち 上げま し
た。 昔から 、左 翼陣営 は、福 沢
諭吉 先生を 日本 を「悪 」の方 向
へと 導いた 人物 として 批判し て
いま したが 、今 回、福 沢諭吉 先
生を 誹謗中 傷す る運動 は大規 模
で雑 誌や書 籍を 多数発 行し、 外
国人の協力も得ています。
福澤先生をお守りすることは、
日本 を守る こと でもあ ります 。
過去、日本は、魯迅らを支援し、
中国 や韓国 の独 立運動 を支援 し
てき ました 。し かし、 そのよ う
な事 実が歴 史か ら抹殺 され、 日
本の 歴史そ のも のが書 き換え ら
れようとしてます。
ぜひ、応援をお願いします。

https://welovefukuzawayukichisen
sei.jimdo.com/

やまと新聞を紹介します

やま と

やまと新聞に寄稿しました。
やま と新聞 は、 日本人 による
日本人のための新聞です。
安東 はやま と新 聞に寄 稿させ
ていただき、共産主義について、
コン パクト にま とめま した。 よ
ろし ければ 、お 読みく ださい 。
ネットで記事は読めます。
国会 両院記 者会 所属
新聞社

https://www.yamatopress.com/
安東幹さん寄稿記事
https://www.yamatopress.com/cont
ribution/28970/
共産主義とはなにか？ 共産
主義研究家 安東 幹

日 本共 産 党 を支 援 す る学 者 ・
知 識人 の 一 覧を 作 成 中。 資 料
作成のための寄付金を募集中。

郵便振替口座

ここ 数年の 、日 本共産 党と関
係が 深い団 体の 、あり とあら ゆ
る発 行物を 調べ て、そ れらの 団
体に 執筆す るな どして 日本共 産
党を 支援す る学 者・知 識人・ 文
化人 のデー タベ ースの 作成に 取
り組んでいます。
デー タベー スは 、人名 と発行
物名 、日付 、内 容など の概略 を
含めた詳細なものです。
発行 物、資 料を 集める には資
金が必要です。
もし 、協力 して いただ けたら
うれ しいで す。 データ ベース が
でき ました ら、 無料で 提供い た
しま す。途 中経 過も、 数か月 お
きに提供いたします。
寄付先

00160 - 6 - 487455
日本の進む道研究所

日本 の進む 道研 究所会 報への 広
告掲 載希望 の方 、団体 は連絡 く
ださ い。掲 載料 は当団 体規定 に
より ます。 会報 といっ しょに 、
チラシの同封なども致します。

代表 安東 幹（あんどう かん）
電話 080-9412-2780 kanandoj@yahoo.co.jp
郵便振替口座 00160-6-487455 日本の進む道研究所

慰 安婦 問 題 、関 東 大 震災 時 に
お ける 朝 鮮 人ら の 問 題に つ い
て の学 術 的 な研 究 に 取り 組 ん
でます。
慰安 婦問題 、関 東大震 災時に
おけ る朝鮮 人ら の死亡 問題に つ
いて 研究し てい ます。 特に、 こ
れら の問題 につ いての 本質を 研
究しています。
北朝 鮮や韓 国、 日本の 共産主
義者 は、こ れら の問題 での犠 牲
者数 を、果 てし なく増 やして い
ます が、な ぜ、 そのよ うなこ と
をするのでしょうか？
正確 な事実 認識 に基づ く、真
相の 学術的 な研 究を進 めてい ま
す。
その ために 、私 は韓国 語や中
国語も学習しています。
従軍 慰安婦 、関 東大震 災での
問題 は、イ デオ ロギー 団体の ね
つ造の可能性が高いです。
資料 とかあ れば 、ぜひ 、ご紹
介ください。
よろしくお願いします。

日本の進む道研究所
〒110-0005 東京都台東区上野 7-4-9 細田ビル 6 階
電話 03-6403-9248
FAX 03-4586-9638
https://japanfutureresearch.jimdo.com/

