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2012 年 4 月号



表紙（写真＋説明）： 「揺らぐ食の安全・・・オリンピック選手が「肉断ち」」
りゅうしあん

トウ

「陸上ハードルの劉 翔 」(左) と 「女子柔道の佟文」（右）


藤原不比等のシリウス・アクセス（その 9）



正史編纂とは



犬養と橘



「ユズルハ」の謎



着々と進む中国「人民元」の国際化 VS ローカル通貨におちぶれる日本「円」



書籍紹介：『財務省のマインドコントロール』



編集後記：これって詐欺的商法じゃないの?!・・・スカルプ D



補足資料：犬養と橘

2012 年 3 月号



表紙（写真＋説明）： 「古朝鮮族が中国の中原と満州を支配していた？」
「檀君」と 「平泉澄」



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 8）



天皇家成立までの整理 (資料)



日本の独立への「流れ」 （年表）



「311」から 1 年経って判ったこと



ギリシャ危機とは何だったのか？・・・米国債デフォルトの予行演習？



「ソーシャルゲーム」の闇・・・パチンコよりも高いギャンブル性と未整備な消費者保護



編集後記： 元号を使うことの意義とは？

2012 年 2 月号



表紙（写真＋説明）： 「日本国誕生に貢献した 2 人の中国女性」： 「武照」と「楊貴妃」



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 7）



伊勢の伊雑宮に祭られた「太一」



TPP と円高でのグローバル化・・・司令塔はどこだ？



書籍紹介： 『検察に死の花束を捧ぐ』
第 1 部： 「命を賭して」告発しようとしたこと
（追記：小沢事件に見る検察と検察審査会の関係）

第 2 部： 起訴事由となった事件の概要とその他関連事件
・・・まるで「詐欺事件のデパート」状態 !!


編集後記： 「年金 2000 億円 大半消失」

2012 年 1 月号



表紙（写真＋説明）：「高松塚古墳の壁画?!」：
「モンゴルの草原で発見された、突厥時代の極彩色壁画にある「白虎」



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 6）



蘇我氏（スキタイ - サカ - ソグド）と高句麗



高松塚古墳の埋葬者と海獣葡萄鏡の秘密



理念なき一体改革： 国民に突き付けられた白紙の請求書 （年金編）



書籍紹介： 『医療崩壊～「立ち去り型サボタージュ」とは何か』



編集後記： 「安住介入」は何のためだったのか？!

2011 年 12 月号



表紙（写真＋説明）：「最後の皇帝はどちら？!」：「愛新覚羅 溥儀」と「毛沢東」



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 5）



東アジアの大激震。金正日の死去



「ものづくり日本」という神話： 理路整然と間違った日本



書籍紹介： 『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること』



編集後記：タブーを破った温家宝発言～中国の政治改革の行方は？

2011 年 11 月号



表紙（写真＋説明）：「新たな戦いの始まりか?」・・・「デヴィ夫人」、「羽毛田信吾宮内庁長官」、
「小和田恆国際司法裁判所裁判官」



「消えうせぬ、「小和田」の野望」？



神話と現実の間。アマテラスは 6000 年前にいたか？



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 4）



松下幸之助氏が泣いている!!：「直勝内閣」の復興増税は論理矛盾



書籍紹介： 『日本の農業が必ず復活する 45 の理由』



編集後記：よくわからないこと：何故、個人消費は伸びない？・・・
銀行の為に「ゼロ金利」を維持しているため?!

2011 年 10 月号



表紙（写真＋説明）：「サブプライムローン問題はこの人たちが原因？」
「フィッシャー・ブラック」と「マイロン・ショールズ」



善光寺に見る日本仏教の真実



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 3）



天皇と、天皇の金塊資金



書籍紹介： 『国家対巨大銀行』



編集後記：やっぱり駄目だったシャープの「ガラパゴス」

2011 年 9 月号



表紙（写真＋説明）：「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」と「突線袈裟襷文銅鐸」



本当の富は、マネー（貨幣・金銭）か、智慧か？



藤原不比等のシリウス・アクセス（その 2）



「ものづくり日本」という神話



書籍紹介： 『昭和天皇二つの「独白録」』



編集後記：「ガラパゴス」化するテレビ番組

2011 年 8 月号



表紙（写真＋説明）：「チャベス・ベネズエラ大統領」と「SPDR の金塊保管庫」



藤原不比等のシリウス・アクセス



日本の宗教（その 7）：継体とタルドウ・・・世界宗教の受容



米国の責任を背負わされる日本…ドル安は米国の戦略



書籍紹介： 『安部英「薬害エイズ」事件の真実』



編集後記：よくわからないこと－安愚楽牧場はなぜ救済されるのか？

2011 年 7 月号



表紙（写真＋説明）：「薩摩琉球國勲章」と「葵勲章」



客観情報を独占したヘブライ人とアマテラス



＜日本での宗教＞（その６）



日本での宗教－特別編：東アジアのシリウス・レシーバー



「人肉捜索」で明るみになった中国赤十字の闇：中国だけの問題か？



ジャパン・ハンドラーズの次の手は？：マイケル・グリーン等の論文から探る



書籍紹介： 『勲章―知られざる素顔』



編集後記： 家庭の節電対策で一番有効なのは？

2011 年 6 月号



表紙（写真＋説明）：「AMERO」の 100 ドル紙幣（案）



巻頭言： 「平凡」を「貴重」に変える これが錬金術



シリウス・アクセス



＜日本列島での宗教＞（その 5）：応神の誕生と、アジアの大王仁徳



漂泊する日本：約束の地はどこに？
実しやかに語られる米国のデフォルト：デフォルトは起こるものではなく起こすもの



書籍紹介：『権力とは何か―中国七大兵書を読む』



編集後記：中国では汚職や収賄は必ずしも悪徳ではない!?

2011 年 5 月号



表紙（写真＋説明）：紅山文化女神像



巻頭言：生きる基本とは、自然界との、情報交換と情報共有
糸魚川のヌナカワ媛は、ヒスイと姫川薬石を用いて、イノチを繋げた



空情報を受容：アヌビスとヌナト



＜日本列島での宗教＞（その 4）：応神と仁徳の出会い



「官僚社会主義」から「”菅流”社会主義」へ：日本は社会主義国家ではない



ストロスカーンは何故逮捕されたのか？：混沌とする世界通貨体制改革議論の行方



書籍紹介：『利己主義という気概：エゴイズムを積極的に肯定する』

2011 年 4 月号



表紙（写真＋説明）：写真の人は誰でしょう？



巻頭言： 権力や金の「犬」になるか？ 未来創造の「太」一になるか？
幸福の在り処は、どこにある



文明誕生～6000 年前の秘密



＜日本列島での宗教＞： 体感から、概念、そして制度化 （その３）



東京電力の経営者の視線はどこを向いているのか？



国際通貨体制の改革議論から忘れられた日本



書籍紹介：『スティグリッツ国連報告』



編集後記：「よくわからないこと」・・・「311」は今後どのような日として位置づけられるのか？

2012 年 3 月号



表紙（写真＋説明）：米無人偵察機「グローバルホーク」と警視庁第一機動隊の高圧放水車



巻頭言： 変革は意識の拡大とともに



真実を見抜く力・・・「一」に繋がって生きる



日本列島での宗教： 体感から、概念、そして制度化



不可解な地震前の一週間



福島第一原発事故：「天災」ではなく「人災」?!



書籍紹介：『人間を幸福にしない日本というシステム』



編集後記：「よくわからないこと」・・・「お役所」に「ガバナンス」と「アカウンタビリティ」は
なぜ存在しないのか？

2011 年 2 月号



表紙（写真＋説明）：紙銭



巻頭言：命・・・人は、一を叩く



日本列島での宗教：体感から、概念、そして、制度化へ



＜和気の秘密＞・・・ワケには、理由（わけ）がある



中国に見る「文明のスタンダード」から「新文明」へ？



書籍紹介：『幻想の島 沖縄』



編集後記：「よくわからないこと」

2011 年 1 月号



表紙（写真＋説明）：古代中国の貝貨



巻頭言：「目から鱗」の「菊」と「桐」



勾玉から通貨へ：青銅器 祭祀から通貨



北朝鮮への付け届けか？ タイガーマスク伊達直人の仕掛け人



戦後の天下り構造と中国山西省の秘密



海図なき航海？いつまで米国の敷いた道を歩むのか？



書籍紹介：『マネー文明の経済学』



編集後記：「よくわからないこと」

2010 年 12 月号



表紙（写真＋説明）：「環日本海諸国図」



巻頭言：人類は地球の床屋さん



宇宙には、2 つのアカシック・レコードがある



古代史を見る視座



アメリカン・パワーの未来に必要なものは？：日本の対米従属はいつまで続く？



書籍紹介：『日本の食と農』



編集後記：「よくわからないこと」

2010 年 11 月号



表紙（写真＋説明）：「硬玉大珠」（新潟県長者ヶ原遺跡出土）



「私たちと、3 つのコスモス」：
私たちの意志と行動が人類 70 億人の未来を決める



キッシンジャーの罠：対米外交に揺さぶられる尖閣問題



2 つの神話の創作・・・何がその後の日本の運命を変えたのか？



善光寺の秘密：日本仏教の真実



書籍紹介：『ユダヤ人の起源-歴史はどのように創作されたのか』

2010 年 10 月号



表紙（写真＋説明）：「姥が沢ビーナス」（長野県中野市出土）



巻頭言：「瓊音（ぬなと）」ここに、世界人類の宝がある



「文明のスタンダード」から、「新文明」の時代へ



小澤問題と日本の戦後構造



「円高」は、工業化社会からの脱出を迫る『天意』



インチキ人民元が、国際通貨になる日は来るのか？



靖国神社をどう見るか？これは我々の精神の成熟度を試す



神社・仏閣の紹介：「田中神社」の秘密
書籍紹介：『昭和天皇・マッカーサー会見』



・・・日本人が自ら従属を選択している

