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2022 年 10 月 6 日

国等に対し緊急に在日コリアンに対するヘイトクライムを止める具体的
行動を求める声明

外国人人権法連絡会
共同代表

田中宏・丹羽雅雄

朝鮮民主主義人民共和国によるミサイル発射を契機に、ネット上で「朝鮮学校をつぶせ」
「朝鮮学校廃止」等のヘイトスピーチが溢れています。これまでも同国との外交関係が悪化
する度に、一切責任のない朝鮮学校の子どもたちがヘイトスピーチ、ヘイトクライムのター
ゲットとなってきました。危害を避けるため、校外で民族衣装の制服を着ることができない
ほど、すでに日本社会に差別が蔓延しています。2021 年 7 月以降名古屋韓国学校、京都市
ウトロ地区の民家及びコリア国際学園への放火事件など、深刻なヘイトクライムが相次い
でいます。先月 2022 年 9 月には、JR 赤羽駅（東京都）で「朝鮮人コロス会」との差別落
書きを通学中の朝鮮学校の生徒が発見しており、さらなるヘイトクライムが現実に起こり
うる危険な状態で、子どもたちは恐怖にさらされています。
民族、国籍などの属性で一括りにし、その属性を有する集団、個人を攻撃するのはヘイト
スピーチ、ヘイトクライムであり、差別です。朝鮮学校に通う子どもたちをはじめとする在
日コリアンは共に生きる社会の一員であり、民族、国籍などの属性を理由にして差別し、敵
視し排除するヘイトクラムを私たちは決して許すことはできません。
ヘイトクライム等の人種差別を非難し、防止し、
「終了させる」ことは人種差別撤廃条約
に基づく国及び地方公共団体の義務です（2 条）
。また、
「本邦外出身者に対する不当な差別
的言動の解消にむけた取組の推進に関する法律」は、ヘイトスピーチ解消を喫緊の課題とし、
国等に解消にむけた啓発活動を行う責務を定めています（1 条、7 条）。
私たちは、国及び地方公共団体に対し、直ちに朝鮮学校をはじめとする在日コリアンへの
ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを許さないとの声明を出し、各地の朝鮮学校周辺の警備を
強化するなど、危機が迫るヘイトクライムを止める具体的行動をとることを強く要請しま
す。
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「国等に対し緊急に在日コリアンに対するヘイトクライムを止める具体的
行動を求める声明」賛同団体

賛同数：227 団体
（2022 年 10 月 27 日 00 時 00 分現在）

国内人権機関と選択議定書を実現する人権共同行動／法と言語研究室／見樹院／NPO
法人メタノイア／三一書房／樹花舎／愛知県弁護士会／在日韓国人問題研究所（RAIK）
／外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協）／朝鮮女性と
連帯する日本婦人連絡会／京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める
会／認定 NPO 法人ヒューマンライツ・ナウ／ポラムの会／特定非営利活動法人コリア
NGO センター／「ハムケ・共に」／朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪／Web
メディア NOISIE／部落解放同盟香川県連合会／エルクラノの会／朝鮮学校と民族教
育の発展をめざす会・京滋／かながわ朝鮮女性と連帯する会／研究所テオリア／三多摩
合同労働組合ゆにおん同愛会分会／東京朝鮮第 5 初中級学校オモニ会／札幌市に人種
差別撤廃条例をつくる市民会議／在日本朝鮮青年同盟京都府本部／アイ女性会議・京都
／ふぇみ・ゼミ／海老名解放教育研究協議会／ふぇみん婦人民主クラブ／日本キリスト
教協議会（総幹事）／日本キリスト教団久我山教会／千葉同胞生活相談センター／総聯
岐阜／アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク／かながわ平和憲法を守
る会／朝鮮の自主的平和統一を支持する松本市民会議／ゆる・ふぇみカフェ／人種差別
撤廃 NGO ネットワーク（ERD ネット）／反差別国際運動（IMADR)／関西同志聯盟／
カクワカ広島／民族教育の未来をともにつくるネットワーク愛知 ととりの会／今、憲
法を考える会／東京朝鮮中高級学校／外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネ
ットワーク埼玉／さいたま市ヘイトスピーチ禁止条例を求める会／朝鮮学校生徒を守
るリボンの会／몽당연필／埼玉・コリア ２１／図書出版プム／몽당연필 モンダンヨン
ピル／Koreans for woorischools／同志社大学／ヘイトスピーチ許さない練馬／朝鮮学
校とともに練馬の会／全国在日外国人教育研究協議会／日本ビルマ救援センター／ヘ
イトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク／精神医療サバイバーズフロント
関西／リメンバー 7.26 神戸アクション／Korean American Peace and unification in
USA／恣意的拘禁を考える会／とめよう戦争！兵庫阪神連絡会／「日の丸・君が代」の
強制に反対する阪神連絡会／平和憲法を守る荒川の会／日本キリスト教協議会（NCC)
教育部／そばの会／くらしを見つめる会／川崎駅前読書会／アジア女性資料センター
／アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」
（wam）／全国キリスト教
学校人権教育研究協議会／フェアトレード＆エコショップオゾン／在外教・滋賀／現代
を問う会／ウトロ平和祈念館／一般財団法人ウトロ民間基金財団／ウトロ町内会／南
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山城同胞生活センター／第九条の会ヒロシマ／北海道朝鮮学校を支える会／小川ひろ
みと耕す未来@くにたち／マイノリティ宣教センター運営委員会／「憲法」を愛する女
性ネット／特定非営利活動法人共生フォーラムひろしま／スクラムユニオン・ひろしま
／むさしのから差別をなくす連絡会／日本とコリアを結ぶ会（ニッコリ会）・下関／民
族教育ネットワーク／地域国際活動研究センター／日本キリスト教協議会／パレスチ
ナ連帯・札幌／平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声／関西生コン労組つぶしの弾圧
を許さない東海の会／住民投票条例の制定をめざす武蔵野市民の会／朝鮮・韓国の女性
と連帯する埼玉の会／Save Immigrants Osaka／日朝友好女性ネットワーク／高木学
校／平和を考え行動する会／ストップ秘密保護法かながわ ／ベルリン 女の会／
C.R.A.C.／聖公会川口基督教会／R-DAN 名古屋／朝鮮総聯新潟県本部／在日朝鮮人作
家を読む会／在日本朝鮮人人権協会／KIN（地球村同胞連帶）／原子力教育を考える会
／ストップ秘密保護法かながわ／時を見つめる会／神奈川の外国人教育を考える会／
緑の党グリーンズジャパン／いのちと平和を考える会／NPO 法人猪飼野セッパラム文
庫／日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会／三多摩議員ネットワーク／一般
社団法人 神奈川人権センター／日本キリスト改革派教会宣教と社会問題委員会／「兵
戈無用」の会／若葉・九条の会／名古屋学院大学平和学研究会／枝川朝鮮学校支援都民
基金／江戸川子どもおんぶず／教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま／不戦
へのネットワーク／日朝教育・文化交流をすすめる愛知の会／杉並から差別をなくす会
／９条の会・おおがき／平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声／大峰山「女人禁制」
の開放を求める会／C.R.A.C.Sagamihara／日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委
員会／日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク／大阪市立大池中学校 PTA お
やじバンド／タイの「生き直しの学校」を支援する会／アジア女性資料センター／ZGK
（在日外国人問題研究会）／こどけん相談室／多文化共生フォーラム奈良／一般財団法
人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）／カトリック東京正義と平和
の会／MAP Cafe／認定 NPO 法人高麗博物館／Youth Forum Fukuoka／法律事務所
春／札幌市に人種差別撤廃条例をつくる市民会議／I 女性会議広島支部／手話学習会ラ
イツ／日本聖公会 日韓協働委員会／日本聖公会／日本キリスト教協議会（NCC）女性
委員会／Ｉ女性会議福山支部／日本聖公会 正義と平和委員会／三鷹市人権条例を考え
る市民の会／朝鮮学校を支える宝塚市民の会／部落解放同盟東京都連合会／部落解放
同盟練馬支部／人にやさしいまちづくり実行委員会／国民救援会神戸中央区支部／自
由法曹団／日本福音ルーテル教会社会委員会／ヘイトスピーチと排外主義に加担しな
い出版関係者の会／「慰安婦」問題にとりくむ福岡ネットワーク／株式会社 銀座
No!Hate 小店／多文化共生フォーラム奈良／日本軍「慰安婦」問題関西ネットワーク／
新日本婦人の会 兵庫県 中央支部／フィリピン元「慰安婦」支援ネット・三多摩（略称
ロラネット）ト）／平和といのち・イグナチオ 9 条の会／朝鮮学校「無償化」排除に反
対する連絡会／日本基督教団 東京教区 北支区 沖縄・韓国連帯委員会／日本軍「慰安
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婦」問題を記憶・継承する会・滋賀／「兵戈無用」の会／奈良脱原発ネットワーク／ア
イ女性会議なら／中国人強制連行を考える会／フィリピン AKAY プロジェクトを共に
つくる会／秘密法廃止市民ネットとやま／オール東大阪市民の会／ならジェンダー平
等ネットワーク／西常寺／新日本婦人の会須磨支部／「韓国併合」100 年東海行動／浄
土真宗本願寺派門徒／台湾の日本軍性暴力被害者・阿嬤たちの体験を記憶し、未来につ
なげる会／日本軍「慰安婦」問題解決全国行動／日本と南北朝鮮との友好を進める会／
山西省明らかにする会／ノーモア南京の会（東京）／外国人住民との共生を実現する広
島キリスト者連絡協議会／中国人「慰安婦」裁判を支援する会／非戦の会／川崎から日
本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会／神戸市中央区青年革新懇／「慰安婦」問
題解決オール連帯ネットワーク／東アジアの和解と平和ネットワーク／ぷらっとほー
む奈良／朝鮮女性と連帯する福岡の会／NPO 法人ウィメンズスペースふくしま／日本
カトリック正義と平和協議会／新日本婦人の会 垂水支部／朝日友好青年団「シアッ」
／日韓和解と平和プラットフォーム／東アジア共同ワークショップ関西／日韓和解と
平和プラットフォーム／新婦人姫路支部／新日本婦人の会 神戸市東灘支部／新日本婦
人の会 西脇多可支部／現代問題ラボ／特定非営利活動法人 練馬人権センター／フィ
リピン人元「従軍慰安婦」を支援する会／徴用工問題を考える市民の会／総合工作芸術
家 だるま森

えりこ／茶門セミナー・はんまだん／NPO 法人移住者と連帯する全国

ネトワーク（移住連）／不二越強制連行・強制労働訴訟を支援する北陸連絡会／No Hate
Setouchi／差別・排外主義に反対する連絡会／反差別相模原市民ネットワーク／日本・
コリア・在日をつなぐ会@相模原／「慰安婦」問題を考える市民の会・相模原／京都高
野いちじくの会／特定非営利活動法人 東京労働安全衛生センター／#FREEUSHIKU
注）提出後、１団体追加。
以上
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朝鮮民主主義人民共和国のミサイル発射報道以降に起こった、
朝鮮学校、生徒に対する暴行、脅迫と暴言等について
全国朝鮮学校校長会
2022 年 10 月 8 日
10 月 4 日 7 時 22 分ごろ朝鮮民主主義人民共和国のミサイル発射に対し J
アラートが発出されたことを受けて、テレビ各局は番組を変更し一斉報道を
しました。
報道の影響を受けたと思われる朝鮮学校及び生徒に対する暴行、脅迫、暴言
が全国各地で相次ぎ起こりました。８日正午現在、６つの学校（東京朝鮮中高
級学校、長野朝鮮初中級学校、四日市朝鮮初中級学校、神戸朝鮮高級学校、四
国朝鮮初中級学校、九州朝鮮中高級学校）に対し、計 11 件の暴行、脅迫事件
（暴行 1 件、脅迫及び暴言４件、抗議及び迷惑電話 6 件）が発生しました。
朝鮮学校と生徒たちの日常の教育、生活とは一切関係のない事柄に対し攻
撃をうけることは、筋の通らない理不尽な腹いせでしかありません。学校では、
所轄の警察など各機関に対処要請していますが、今後、学校や生徒に対する攻
撃がエスカレートすることがないよう再発の防止を強く願い、以下関係事実
について報告します。

△東京
1）10 月 4 日 18 時 45 分ごろ、東京朝鮮中高級学校に通う中級部生徒が下校
中に暴言と暴行を受ける。
当該生徒が下校途中の 18 時 45 分ごろ、JR 埼京線渋谷〜恵比寿間の電車内
で 50 代とみられる男性から、
「お前、朝鮮学校の生徒だろ」と声をかけられ
る。
生徒がこれを無視していたところ、
「答えろよ！」と生徒の足を踏みつけな
がら、
「日本にミサイルを飛ばすような国が高校無償化とか言ってんじゃねー
よ」などと言い、生徒を威嚇した。
身の危険を感じた生徒は、恵比寿駅で降車し、山手線に乗り換え、家に到着
した後、母親にこれを報告した。
翌 5 日、保護者の相談を受け学校教務主任が同伴し十条駅前派出所に被害
届提出。
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2）10 月 4 日 13 時ごろ、東京朝鮮第九初級学校へ所轄警察警備課 1 名が訪ね
てきて、脅迫電話、暴言、暴行事件等がある場合、即時通報してくれとの旨を
伝える。
3）10 月 4 日、東京朝鮮中高級学校へ嫌がらせ電話が 4 件あった。
（同一人物）
※電話内容
「ミサイルを撃つような北朝鮮のような学校はいたらダメだ。
」（8 時 40 分
頃）
「北朝鮮の学校ですか？そんな学校を日本に存在させるわけにはいきませ
ん。
」（8 時 45 分頃）
（この電話を警察に相談するというと切られる。その後 2 回電話が続いた
が学校側が担当者がいないといって通話を断る。
）
△三重
10 月 4 日 8 時ごろ、四日市朝鮮初中級学校の初級部 6 年生 2 名が登校指導
をする男性教員と登校中、40 代とみられる男性が、当該生徒と教員に向かっ
て「ミサイル撃つなって言っとけよ」と言いながら通り過ぎていった。
また、同校部活動中に、打楽器の音がうるさいと大声をたてる男性もいた。
△兵庫
10 月 4 日 7 時 50 分ごろ、神戸朝鮮高級学校へ脅迫電話が 2 件あった。
※電話内容
「あんたの国、何してくれてんねん。ミサイル撃ちやがって。あんたんとこ
の母国おかしいやろ。教室に 2 人の肖像画並べて日本から出ていけ。」（７時
50 分〜55 分）
「アンニョンハセヨ。えらい事してくれたな。あんたらの朝鮮は、おかしい。
北朝鮮帰ったらいいねん。日本で法が整備されたらお前らの施設を破壊した
る。この電話録音してるから自民党、公明党に報告する」
（７時 57 分〜8 時 5
分）
△愛媛
10 月 4 日 11 時ごろ、四国朝鮮初中級学校へ女性の抗議電話があった。
※電話内容
「ミサイル撃つのをやめてください。」
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△福岡
10 月 4 日 13 時ごろ、九州朝鮮中高級学校へ「ミサイル撃つのをやめろ。
」
との抗議電話があった。
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朝鮮学校の生徒等へのヘイトクライム等の対策について
外国人人権法連絡会事務局長・弁護士 師岡 康子
１．ヘイトスピーチ／ヘイトクライムの害悪
・ヘイトスピーチとヘイトクライム――民族、国籍などの属性により人を一括りにし、その属性を有
する個人及び集団を攻撃する点、ある属性に対する偏見を土台とする差別である点で共通。
・ヘイトスピーチは言動による差別、ヘイトクライムは差別的動機に基づく犯罪。
・ヘイトスピーチを放置すれば社会に偏見が蔓延し、差別と暴力、ヘイトクライムが増大し、ジェノ
サイド（集団殺害）につながる(図１「憎悪のピラミッド１」参照)。

図１ 憎悪のピラミッド

出典）Anti-Defamation League より。

２．政府の義務
・ミサイル発射に対する評価に関わらず、ミサイル発射を行っているのは国家、政府。
・その国の国籍を有する人たち、民族性を共通にする人たちと区別すべき。
⇒一括りにして非難するのは差別。
・政府は、国際人権諸条約に基づき、国内に居住するすべての人に対し、人権を保障する義務があ
る。ある人が、国籍、民族などにより差別されたり、攻撃されたり、教育をうける権利を保障され
なかったりする人権侵害がない保護する義務がある。
・政府は、人種差別撤廃条約にもとづき、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを含む人種差別を禁止し
終了させる義務がある。
※各条約は別紙「資料①」を参照。
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３．求められる対応
・まず政府に求めるのは、政府が朝鮮学校や在日朝鮮人に対するヘイトスピーチ、ヘイトクライムは
差別、人権侵害であり、許さないと表明すること。
⇒2002 年、拉致事件を発端に朝鮮学校や在日コリアンへの差別事件が発生した際には「人権擁護上
見過ごせない行為」とした啓発ポスターが作成、配布された（「資料②」参照）。
⇒ポスターの作成者は東京都事件啓発活動ネットワーク協議会（東京法務局／東京都人権擁護委員
連合会／東京都）であり、現在もこのような取り組みはすぐに可能。
・政府の高官が、朝鮮学校、在日コミュニティ等を訪問し、差別の被害について直接話を聴き、政府
は在日コリアンと共にあることを行動でも示すこと。
⇒2021 年 3 月 19 日、アメリカのジョージア州アトランタにおいてアジア系女性 6 人を含む 8 人
（うち 6 人がアジア系女性）が銃撃され死亡する事件が起きた。
⇒バイデン現大統領はアトランタを訪れ、アジア系団体や自治体の首長らと意見交換をし、市民に
人種差別／ヘイトクライムを非難するよう呼びかけた（BBC 2021）。
Silence is complicity — and we cannot be complicit.
（沈黙は共犯であり、私たちは加担することはできません。）
We have to speak out. We have to act.
（私たちは声を上げなければなりません。行動しなければならないのです。）
ジョー・バイデン大統領：2021 年 3 月 20 日のツイート２から。
４．相次ぐ在日コリアンに対するヘイトクライムと根本的な施策の必要性
・2020 年 1 月、川崎市ふれあい館に虐殺／爆破予告の葉書、翌年 3 月には同館長にコロナウイルス
入りと称する脅迫文書が届いた３。
・2021 年 7～8 月、名古屋韓国学校／京都市ウトロ地区の民家が放火された４。
・2022 年 4 月、大阪のコリア国際学園でも放火事件が発生。
・同年 9 月、東京 JR 赤羽駅で「朝鮮人コロス会」との差別落書きが発見された（「資料③」参照）。
・相次ぐヘイトクライムの温床にインターネット上のヘイトスピーチがある。
⇒名古屋韓国学校／ウトロ放火犯はネット（Yahoo!ニュースのコメント欄）の差別デマ等を信じ犯
行に及んだこと、またそうした差別書き込みをする人びとを盛り上げようとしたと証言

どこで情報を入手していたのか。尋ねると、「ヤフーニュースのコメント欄です」と語った。
（中略）
「日本のヤフコメ民にヒートアップした言動を取らせることで、問題をより深く浮き彫りに
させる目的もありました」
被告はそうも記した。ヤフコメという場で自分の考えが理解され、差別や憎悪が再生産される
ことを望み、犯行に及んでいたということになる。（籏智 2021）。
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⇒コリア国際学園の放火犯もネット（Twitter や YouTube）の影響を受け、学園を狙った理由は「朝
鮮学校」を検索した結果であると述べている。
Twitter 以外には YouTube も見ていたといい、改めて自分で調べたりすることはあまりせず、
情報を吟味したり、根拠を探したり、書籍に触れたり、直接関係者に接しようとしたりするこ
ともなかったという。
（中略）
また、コリア国際学園への犯行については、「朝鮮学校と検索をかけて（存在を）知って、家
から比較的近くにあったので狙おうと思った」とした。（籏智 2022）

・今回の J アラート発出以降も、大量のヘイトスピーチが書き込まれた（本資料の瀧報告を参照）。
⇒現在も多くのコメントが削除されず、差別が蓄積されている。
・根本的には、ネット上のヘイトスピーチ対策、具体的なヘイトクライム対策の開始など、在日コリ
アンへの偏見をなくす教育など包括的な人種差別撤廃政策が必要。

１

詳細は［https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/the-pyramid-of-hate-student-editio
n］を参照。以下 URL は全て、最終閲覧日 2022 年 10 月 31 日。
２ https://twitter.com/POTUS/status/1373061783355858956
３ 一連の事件内容や判決については、当会が作成した「ヘイトクライム対策の提言」
（2022）を参照。
４ 両事件の被害実態等については、当会の報告資料（外国人人権法連絡会編，2022）を参照。
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ヘイトスピーチ・ヘイトクライムに関する法令資料集
◆自由権規約（抄）
（日本は 1979 年加盟）
第 20 条
第 1 項 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
第 2 項 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止
する。
第 24 条
第 1 項 すべての子どもは、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財
産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置で
あって家族、社会及び国による措置について権利を有する。
第 26 条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける
権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、
政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理
由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

◆人種差別撤廃条約（抄）（日本は 1995 年加盟）
第1条
第 1 項 人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的若しくは民族的出身に基づくあらゆる
区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生
活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨
げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
第2条
第 1 項 締約国は、①人種差別を批判し、②あらゆる形態の人種差別を撤廃し、すべての人種間
の理解を促進する政策を、すべての適当な方法により遅滞なく、遂行する義務を負う。このため、
各締約国は、個人や集団、組織に対する人種差別行為・実行にたずさわらず、また、国・地方の
すべての公的当局・機関がこの義務に従って行動するよう確保する義務を負う。
(a) 各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並び
に国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを
約束する。
(b) 各締約国は、いかなる個人や団体による人種差別も後援せず、擁護・支持しない義務を負
う。
(c) 各締約国は、国・地方の政府の政策を再検討し、人種差別を生じさせたり、永続化させた
りする効果を持ついかなる法令も改正し、廃止し、無効にするために効果的な措置をとる。
(d) 各締約国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、いか
なる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。
(e) 各締約国は、適当なときは、人種間の融和を図る複数の人種で構成される団体・運動その
他人種間の障壁を撤廃する手段を奨励し、人種間の分断を強めるようないかなる動きも抑止す
る義務を負う。

12

第4条
締約国は、①人種的優越や、皮膚の色や民族的出身を同じくする人々の集団の優越を説く思
想・理論に基づいていたり、②いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しよ
うとする、あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を
目的とする迅速で積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言で具
体化された原則と本条約第 5 条が明記する権利に留意し、特に次のことを行う。
(a) ①あらゆる人種的優越・憎悪に基づく思想の流布、②人種差別の煽動、③人種や皮膚の色、
民族的出身の異なる人々に対するすべての暴力行為や④暴力行為の煽動、⑤人種主義的活動に
対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪行為であることを宣言す
る。
(b) 人種差別を助長し、かつ、煽動する団体や宣伝活動（組織的なものも、そうでないものも）
が違法であることを宣言し、禁止し、こうした団体や活動への参加が法律で処罰すべき違法行
為であることを認める。
(c) 国や地方の公の当局・機関が人種差別を助長しまたは煽動することを許さない。
第5条
第 2 条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の
人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による
差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
（抄）
(b) 暴力又は傷害（公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によ
って加えられるものであるかを問わない。）に対する身体の安全及び国家による保護について
の権利
第7条
締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理解、
寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関
する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情
報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。

◆自由権規約委員会総括所見（2014 年）
ヘイトスピーチ及び人種差別
12．委員会は、韓国・朝鮮人、中国人、部落民といったマイノリティ集団のメンバーに対する憎
悪や差別を煽り立てている人種差別的言動の広がり、そして、こうした行為に刑法及び民法上の
十分な保護措置がとられていないことについて、懸念を表明する。委員会は、当局の許可を受け
ている過激派デモの数の多さや、外国人生徒を含むマイノリティに対し行われる嫌がらせや暴
力、そして「Japanese only」などの張り紙が民間施設に公然と掲示されていることについても
懸念を表明する。締約国は、差別、敵意、暴力を煽り立てる人種的優位性や憎悪を唱道する全て
のプロパガンダを禁止すべきである。また、こうしたプロパガンダを広めようとするデモを禁止
すべきである。締約国はまた、人種差別に対する啓発活動に十分な資源を割り振り、裁判官、検
察官、警察官が憎悪や人種差別的な動機に基づく犯罪を発見するよう研修を行うようにすべく、
更なる努力を払うべきである。締約国はまた、人種差別的な攻撃を防止し、容疑者らを徹底的に
捜査・訴追し、有罪の場合には適切な処罰がなされるよう必要な全ての措置を取るべきである。

13

◆人種差別撤廃委員会総括所見（2018 年）
ヘイトスピーチ及びヘイトクライム
14．前回の勧告(CERD/C/JPM/CO/7-9,パラグラフ 11)を強調するとともに、人種差別的ヘイト
スピーチへの対処に関する一般的勧告 35（2013 年）を想起し、委員会は締約国に以下を勧告す
る：
(a) 全ての者に対するヘイトスピーチが適切に対象に含められ、民族的マイノリティーに属す
る者への十分な救済措置の提供が確保されるよう、ヘイトスピーチ解消法を改正すること；
(b) 法的枠組み及び被害者による救済措置へのアクセスを強化するため、本法が対象としてい
ない、犯罪を対象とするような人種差別禁止に関する包括法を定めること；
(c) 表現及び集会の自由を考慮しつつ、集会におけるヘイトスピーチの使用及び暴力の扇動を
禁止し、加害者への制裁を確保すること；
(d) 自主規制制度の設立を含む、インターネット及びメディアを通じたヘイトスピーチに対処
するための効果的な措置をとること；
(e) 次回の定期報告において、メディアを通じた人種差別の扇動及び人種差別的暴力の防止に
関する放送法等の措置の実施及びその影響に関する詳細な情報を提供すること；
(f) 警察官、検察官、裁判官を含む法執行機関職員に対し、ヘイトクライム及びヘイトスピー
チ解消法に関する、犯罪の人種差別的動機の認定、告訴受理及び事件の捜査・起訴のための適
切な方策を含む研修を行うこと；
(g) 私人又は政治家を含む公人若しくは報道機関職員によるヘイトクライム、人種差別的ヘイ
トスピーチ及び憎悪の扇動に対して、捜査し、適正な制裁を科すこと；
(h) 次回の定期報告において、被害者の民族的及び種族的出身によって細分化された捜査、起
訴、有罪判決に関する統計を提出すること；
(i) 締約国におけるヘイトクライム、ヘイトスピーチ及び暴力の扇動の撤廃のため、具体的な
達成目標及び措置並びに適切なモニタリングを定めた行動計画を制定すること；
(j) 特にジャーナリスト及び公人の役割及び責任に焦点を当てたものを含む、偏見の根本的原
因に取り組み、寛容や多様性の尊重を促進するための教育キャンペーンを行うこと；

◆人種差別撤廃委員会「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告 30」（2004 年）（抄）
18．市民でない者が、平等の保護および法律による平等の承認を享有することを確保すること。
この文脈において、人種的動機をもつ暴力に対する措置をとること、被害者が効果的な法的救済
措置を確保し、および、その暴力の結果として被ったあらゆる損害に対し公正かつ適正な賠償を
求める権利を確保すること。
22．人種的動機または目的をもって犯罪を行ったことが、より厳格な刑罰を認める刑の加重事由
となるとする規定を刑事法の中に導入すること。
23．市民でない者から行われた人種差別の苦情が徹底的に調査されるよう確保すること、および
公務員に対してなされた苦情、とくに差別的または人種主義的行動に関する苦情が独立した効果
的な調査を受けることを確保すること。
29．とくに、教育、住居、雇用および健康の分野における経済的、社会的および文化的権利の、市
民でない者による享有を妨げる障害を排除すること。
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◆人種差別撤廃委員会一般的勧告 35「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」（2013 年）（抄）
31．第 7 条にしたがって、締約国は、とりわけ教授、教育、文化および情報の分野において、迅速
かつ効果的措置を取ることを約束している。その目的は、人種差別につながる偏見と闘うこと、民
族、人種あるいは種族集団間の理解、寛容および友情を促進すること、普遍的人権原則を広める
こと、とりわけ、本条約に含まれる普遍的人権原則を広めることである。第 7 条は本条約の他の
規定と同様に義務的な言葉で表現されており、
“教授、教育、文化および情報”とされている活動
領域も、条約義務が課される活動の領域を余すところなく表しているわけではない。
36．人種主義的ヘイトスピーチによる被害に注意を喚起するための情報キャンペーンおよび教育
政策は、広く一般の人びとを取り込むことが望ましい。すなわち、宗教団体およびコミュニティ団
体を含む市民社会、議員およびその他の政治家、教育専門家、行政職員、警察および公共の秩序を
預かるその他の機関、および裁判官を含む司法関係者である。委員会は、人権保護における法執行
官の訓練に関する一般的勧告 13(1993)29 と刑事司法制度の運営および機能における人種差別の防
止に関する一般的勧告 31 (2005)に締約国の注意を喚起する。いかなる場合も、意見と表現の自由
を保護する国際規範、ヘイトスピーチからの保護を規定する国際規範を知ることが、大変重要だか
らである。
37．上級の公人がヘイトスピーチを断固として拒否し、表明された憎悪に満ちた思想を非難すれ
ば、それは、寛容と尊重の文化の促進に重要な役割を果たすことになる。教育的方法と同様に有効
なのは、異文化間対話の促進を、文化としての開かれた議論と制度的対話手段をとおして行うこ
とであり、さらには、社会のあらゆる場面で機会均等を促進することであり、これらは、積極的に
奨励されるべきである。
38．人種主義的ヘイトスピーチと闘うための文化や情報における戦略が、体系的なデータ収集と
分析にもとづいて打ち立てられるよう、委員会は勧告する。それによって、ヘイトスピーチが出現
する情況、スピーチの相手側または対象となる聴衆、伝達手段、ヘイトメッセージに対するメディ
アの反応を分析するためである。この分野で国際協力することによって、データ比較の可能性が高
まるばかりでなく、国境を越えたヘイトスピーチと闘うための知識と手段も増えるからである。
40．本条約第 1 条の対象である種族集団、先住民族集団およびその他の集団が、メディアに登場
する際には、尊重と公平の原則に基づくべきであり、ステレオタイプ化を避けるべきである。メデ
ィアは、不寛容を促すような方法で、人種、種族、宗教およびその他の集団の特徴への不必要な言
及を避けるべきである。

◆ヘイトスピーチ解消法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律」（2016 年 5 月 24 日成立、6 月 3 日公布・施行、2016 年法律第 68 号）
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に
居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別
的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深
刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過するこ
とは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と
人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に
向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
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第 1 章 総則
第 1 条（目的）
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑
み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするととも
に、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
第 2 条（定義）
この法律において、
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にあ
る国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条に
おいて「本邦外出身者」という。
）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とそ
の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく
侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を
地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
第 3 条（基本理念）
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとと
もに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければ
ならない。
第 4 条（国及び地方公共団体の責務）
1 項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施
するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け
た取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 項 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、
国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとす
る。
第 2 章 基本的施策
第 5 条（相談体制の整備）
1 項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、
これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとす
る。
2 項 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出
身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の
防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
第 6 条（教育の充実等）
1 項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施すると
ともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 項 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出
身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必
要な取組を行うよう努めるものとする。
第 7 条（啓発活動等）
1 項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、
その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必
要な取組を行うものとする。
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2 項 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出
身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めるこ
とを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう
努めるものとする。

◆衆議院法務委員会 ヘイトスピーチ解消法附帯決議（2016 年 5 月 20 日）
国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
1 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照ら
し、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかな
る差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処する
こと。
2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公
共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組
に関する施策を着実に実施すること。
3 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は
誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、
それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。
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日朝首脳会談後の差別事件を受けて作成された啓発ポスター

18
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▼埼京線 7 番線ホーム南側
撮影）2022 年 10 月 3 日

資料）斎藤紀代美さん（外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク埼玉）より提供。

▼指摘を受け、駅員がクレンザーで消した。
撮影）2022 年 9 月 30 日

▼実際の差別落書き
撮影）2022 年 9 月 9 日

JR 赤羽駅・差別落書き事件資料

J アラート発出後のインターネット上におけるヘイトスピーチ／暴力の煽動
――「朝鮮人」「朝鮮学校」に対するツイートから――
外国人人権法連絡会事務局次長 瀧

大知

１．非常事における差別の危険性
・紛争や災害、疫病の流行などは人びとの不安を喚起しやすい。
・はけ口としてマイノリティをスケープゴート化、差別の対象とする現象が非常時には多々みられる。
・非常事における差別は「安全保障」（自分／たちの身を守る）の問題として正当化されやすくなり、
エスカレートしやすい。
※例：関東大震災における朝鮮人・中国人虐殺、新型コロナウイルス禍における各国での中国／ア
ジア人に対するヘイトクライム etc…。
２．J アラート発動後におけるヘイトスピーチ／暴力の煽動
・10 月 4 日、朝鮮民主主義人民共和国が弾道ミサイルを発射後。
・午前 7 時 27／29 分に J アラート（全国瞬時警報システム）が発出。
・報道及び J アラート以降、インターネット上に「朝鮮人」へのヘイトスピーチが多数書き込まれた。
・過去にも 1994 年の核疑惑や 2002 年の日朝首脳会談で拉致事件が問題になって以降、「朝鮮人」「朝
鮮学校」に対する差別事件が横行（鈴木 2002; 岡本・安 2005）。
（筆者注：2002 年の日朝首脳会談以降）全国の朝鮮学校の生徒や日本の学校の在日朝鮮人の子
どもたちへの暴言・暴行が続発し、半年間に判明しているだけで 1000 件にのぼった。うち 4 分
の 3 は、「朝鮮人、死ね」「植民地時代に朝鮮人を皆殺しにしておけばよかった」などというヘ
イト・スピーチであり、残りは民族衣装の制服であるチマ・チョゴリを切る、駅の階段から突き
落とすなど、人種主義的動機に基づく有形力の行使を伴う犯罪行為、すなわちヘイト・クライム
であった。（師岡 2013: ⅴ-ⅵ）
・共和国との外交／安全保障の問題が発生すると「朝鮮人」の他、「朝鮮学校」も差別の対象とされる
（上記引用）。
⇒朝鮮学校は国家の「出先機関」として見做され攻撃されていると考えられる１。
・以上を踏まえ、初期 J アラート発出～10 月 4 日中に Twitter に書き込まれた「朝鮮人」「朝鮮学校」
に対するヘイトスピーチ／暴力の煽動を収集した。
⇒朝鮮人／朝鮮学校を「人質」「盾にしろ」「潰す」などの直接的に暴力／危害を煽動する、極め
て悪質かつ攻撃的なツイートが確認された。
⇒「人質／盾にしろ」といった表現は、ミサイル／外交問題特有の表現であると思われる。
⇒在日コリアンと関係が深いとイメージされやすいパチンコ屋も標的にされており、攻撃対象の拡
散もみられた。
※具体例は「資料④」「資料⑤」を参照。
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《書き込み例》
①排斥の煽動
-朝鮮人は日本から直ぐに出て行け！！
-在日朝鮮人強制送還な
-もう在日の朝鮮人を日本から追い出して、財産没収位やる覚悟でやれよ岸田。

②危害／ジェノサイドの煽動
-SDGs の 18 個目に「朝鮮人を絶やす」がないと持続できんぞこれ
-奴隷制度を設け朝鮮人を迫害しろ
-なんじゃおら！めった刺しにしたろかい！朝鮮人コラ！

③攻撃に対する「人質」を呼びかけるもの
-在日朝鮮人を人柱にして吊るし晒しておけばミサイル打って来ないんじゃないか？
-人権人権でやりたい放題の朝鮮学校をもう人質として扱っといた方が大人しくならんかな？笑
-朝鮮学校は人質的に一応保管。

④「朝鮮学校」を対象とした暴力の煽動
-朝鮮学校なんて潰してしまえ
-北朝鮮が撃って来てるんだから、当然日本国内の朝鮮学校は全部潰せ‼️
-朝鮮学校も強制閉鎖して然るべきだと思います
⑤攻撃対象の拡散
-これを機に朝鮮学校もパチンコも朝鮮に関するもの全て日本で廃止してほしいわ
-資金源のパチンコ屋を日本から一掃、反日教育を続ける朝鮮学校廃止も必要
-パチンコ、朝鮮学校廃止を
３．スケープゴートの常態化――あるいは（負の）記号化される「朝鮮人／在日」
・何らかの事象が起きた際、ネット上では在日コリアンのスケープゴート化が常態化している。
・常時「在日」「朝鮮人」を標的にしたヘイトスピーチは書き込まれている。
⇒例えば、2022 年 7 月 8 日に安倍晋三元首相が銃撃されると、容疑者が「在日朝鮮人」等の投稿が
相次いだ（籏智 2022）。
⇒政治的な問題以外にも同様の現象は多々みられる。
《参考事例》
・2022 年 9 月 25 日に格闘技イベント「超 RIZIN」が開催。
・ボクシング世界 5 階級制覇のフロイド・メイウェザー選手と総合格闘家の朝倉未来選手のエキシ
ビジョンマッチが行われた。
・試合前の花束贈呈において、政治団体「ごぼうの党」代表の奥野卓志氏がメイウェザー選手に渡す
はずだった花束を投げ捨てるパフォーマンスをした。
・以降、ネット上には奥野氏が「在日朝鮮人である」「朝鮮人が日本を貶めるためにやった」または
「在日朝鮮人の関係者」といったコメントが表れた。
⇒花束投げ捨て直後から「朝鮮人である」とのツイート書き込まれた２。
⇒奥野氏が過去に在日コリアン関連のイベントに参加３したことを「証拠」とし、Twitter や「5 ち
ゃんねる４」や各まとめサイト５が拡散、それに連なってヘイトスピーチも数多く書き込まれた。
⇒もちろんイベントへの参加が個人の属性を決めるわけはなく、ましてその属性が行為（＝花束投
げ捨て）の要因になることはあり得ない。
※具体例は「資料⑥」を参照。
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・何ら関係のない事象においても、在日コリアンに対する差別が始まる。
⇒ある事象が起きると、その原因を「在日」「朝鮮人」とみなす行為は「在日認定」６といわれる。
⇒上記事例の場合には「花束の投げ捨て／不道徳な行い」＝「在日／朝鮮人」という図式が作られた。
⇒前提には「在日コリアン＝／不道徳な行いをする人びと」という差別的な認知がある。
⇒「在日」や「朝鮮人」がネガティブな印象を与えられた「記号」として用いられている。
⇒このような図式化／思考様式が一部の人びとの中では一般化。
・Yahoo!の「リアルタイム検索」では、特定のキーワードがどのような言葉と一緒に書き込まれている
のかを機械的に分析、「感情の割合」（ポジティブ／ネガティブ）を表す機能がある７。
・図２は「朝鮮学校」＋「〇〇人」の検索結果。

図２ Yahoo!の検索結果における「○○人」＋「朝鮮学校」の感情
割合

出典）
「Yahoo!リアルタイム検索」にて各キーワードを入力／分析された数値から作成。
対象期間）2022 年 10 月 2 日～10 月 31 日（設定：1 ヵ月分）。
検索日時）2022 年 10 月 31 日 22 時 20 分～22 時 45 分。

・欧米と比較してアジア系の方が全体的にネガティブの割合が高い。
・とりわけ「朝鮮人」「朝鮮学校」に関してはネガティブなワードを含むツイートが極端に多い。
⇒ネガティブ／ポジティブという分類であり、＝差別投稿の割合ではない点には注意が必要。
※「アメリカ人」の検索結果にネガティブの割合が高いからといって、それがヘイトスピーチの頻
度を表すわけではない。
⇒ただしミサイル問題だけでなく平時も差別投稿が状態化していることを踏まえるに、ネガティブ
＝差別／暴力的な書き込みの割合が多いと推察される。
・社会心理学の研究において在日コリアンに関するデマ情報を閲覧すると、虚偽だと理解してもネガ
ティブ（差別的）な感情を生むこと指摘されている（Kobayashi et al. 2021）。
⇒差別デマ／ヘイトスピーチの放置はヘイトクライムの危険性を高める。
・非常時「のみ」対応してもその場しのぎにしかならず、平時から差別に対応／施策が必要。
⇒非常時に悪化しないための対策にもなる。
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【データの収集方法】
資料④
・表１ J アラート発出以降の「朝鮮人」に対するヘイトスピーチ例
検索対象：Twitter
検索条件：朝鮮人 until:2022-10-05
対象日時：2022 年 10 月 4 日／07 時 27 分～23 時 59 分
検索日時：2022 年 10 月 15 日（09 時 00 分）～16 日（01 時:32 分）
注 1）J アラートは午前 07 時 27／29 分の 2 回にわたり北海道、青森県、東京都の島しょ部に発出しているが、ここ
では発出＝「ミサイル発射の社会的認知のタイミング」と捉え、初期の 27 分以降の書き込みを対象にした。
注 2）文中に「ミサイル」等々の表記がないものについては、そのアカウントが当該ツイート前後の書き込みを確認
し、文脈的に関連していると判断したものは採用した。
注 3）表中の数字について、オンタイムで収集したわけではないこと（削除やアカウント凍結により数は容易に変化
する）、また「在日コリアン」などのワードを追加／検索すれば、関連の差別ツイートの収集数が増加するこ
とは明らかであり付番以上の意味はない。
注 4）「ヘイトスピーチ」の判断にあたっては、法務省が示す以下の 3 類型８を参考に違法の明確性が高いツイート
を抽出した。
(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
（「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など）
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
（「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など）
(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
（特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど）

資料⑤
・表２ J アラート発出以降の「朝鮮学校」に対する存在否定及び差別／暴力の煽動例
検索対象：Twitter
検索条件：朝鮮学校 until:2022-10-05
対象日時：2022 年 10 月 4 日／07 時 27 分～23 時 59 分
検索日時：2022 年 10 月 14 日（14 時 00 分）～15 日（02 時 14 分）
注 1）上記の注 1 と同様。
注 2）上記の注 2 と同様。
注 3）上記の注 3 と同様。
注 4）朝鮮学校を「閉鎖しろ」や「潰せ」といった、学校の存在否定及び暴力を煽動する表現を選定。そのため表題
を「ヘイトスピーチ」ではなく「差別／暴力の煽動及び存在否定ツイート」とした。
注 5）一部「表１（表④）」と重複。

資料⑥
・表３ 「超 RIZIN」花束騒動後における「在日認定」を含む差別書き込み例
検索対象：Twitter
検索条件①：ごぼう 在日 until:2022-09-27
検索条件②：奥野 在日 until:2022-09-27
検索条件③：ごぼう 朝鮮人 until:2022-09-27
検索条件④：奥野 朝鮮人 until:2022-09-27
対象日時：2022 年 09 月 25～26 日
検索日時：2022 年 10 月 31 日（01 時 03 分～05 時:03 分）
注 1）騒動の発生及びメディアで注目される機会が多かったと考えられる 2022 年 09 月 25 日～26 日までを対象
に、上記検索条件でヒットしたツイートを収集。
注 2）全 353 件のツイートから、①奥野氏を在日コリアン／朝鮮人と断定もの、②そのような可能性に言及した
もの、③氏が在日コリアン／朝鮮人と関係すると見なすもの、④まとめサイトを拡散するツイートを表
化。関係のないコメントや内容が明確に判断できないもの、あるいは差別に反対するコメントは除外。
注 3）騒動直後から「在日認定」が現れたことを示すため、表には時間も掲載。
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１

2009 年に差別煽動団体「在特会」のチーム関西が京都朝鮮第一初級学校を襲撃した事件において、襲撃犯は学校を
「北朝鮮のスパイ要請機関」と名指していた。これは差別主義者らが「朝鮮学校＝朝鮮民主主義人民共和国」の下部組織
として認識していることを表している例であろう。事件の詳細は、中村（2014）に詳しい。
２ Twitter の書き込みから、花束を捨てた時間は 14 時 25 分頃［検索条件：花束 until:2022-09-25_14:26:00_JST］であ
ると推定できる。その 2 分後には「あんなの日本人の品落とすだけだしあれ朝鮮人だろ」とツイートされていた。以下
URL 等の検索は全て、最終閲覧日 2022 年 10 月 31 日。
３ 2017 年に、コリアンビジネスネットワーク「第 12 回 OKTA 大阪次世代貿易スクール」
（在日同胞青年のアイデンティ
ティの確立等が目的）に参加していたポスターが「在日認定」の「証拠」とされた。
４ ５ちゃんねる「
【RIZIN】ごぼうの党・奥野卓志、メイウェザーに贈呈する花束を本人の前で投げ捨て炎上 『失礼すぎ
る』
『これはダメだろ』と批判の声 ★2 [爆笑ゴリラ★]」
［https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/16640
87439/］
．
。
５ げいくち 話題のニュースをお届け 日頃の出来事を把握！「ごぼうの党・奥野卓志って何者？日本人じゃなくて朝鮮
人？メイウェザーに花束の投げ捨てで榊原 CEO が謝罪」
［http://geikuchi.com/archives/116879］; あじあのネタ帳「メ
イウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎
上！！！ 完全に日本下げ目」
［https://asianoneta.blog.jp/59759240］; 2 ちゃんねるニュース 超速まとめ＋「ごぼう
の党・奥野『メイウェザーは金の話ばかり』
『非礼には非礼で返しただけ』 | 在日同胞のアイデンティティ確立のため
に」
［http://2chnewsblog.blog.jp/archives/1081015912.html］
．
６明確な定義はないが、
「いかがわしい根拠をもとに在日韓国・朝鮮人であると断定すること」
（松本 2018: 223）
、また
は「
（筆者注：差別主義者にとって）自分たちの意に反する政治的主張をする人々は在日朝鮮人であると、確たる根拠も
なく勝手に決めつける行為」
（秦 2022: 94-95）である。
７ 「Yahoo!リアルタイム検索」とその分析に関する詳細は、
［https://support.yahoo-net.jp/SccRealtime/s/article/H
000011626］を参照。
８ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
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25

悪いが朝鮮人は永遠に差別の対象だ

朝鮮人韓国人中国人のクソめ

Jアラートだって。あと数分で着弾する予定。

Jアラート発出以降の「朝鮮人」に対するヘイトスピーチ例

クソ腹立つ、気持ちよく寝てたのに

う‼
️

北朝鮮が、ミサイルを発射した。これが、日本国土内に着弾しようものなら、日本国内いる朝鮮人はもとより韓国人も同族。なんらかの制裁が必要だろ

薄汚い朝鮮人共の巣など地球に不要。

またミサイルか。朝っぱらから叩き起しやがって、もうあの半島地図から消えねえかな。

たまま、着の身着のまま、鞄一つで北朝鮮に叩き出せ。日本人配偶者は共に行くか、離婚せよ。子供は父が朝鮮人なら朝鮮へ。

もう我慢ならない。在日朝鮮人(南北)全員を北朝鮮に強制送還せよ。日本は戦後、朝鮮半島にあらゆる物を置いて来た。在日朝鮮人も全てを日本に置い

キモイ人種はいつまでたってもキモイな

まーたキモイ朝鮮人がミサイル撃ったのか

13

12

朝鮮人なんか世界にいらん存在なんやから早よ消えたらええのになあ

朝からミサイルマンが騒がしくさせるなー

ミサイル撃った人間が天国や地獄に行けると思うな！

なんじゃおら！めった刺しにしたろかい！朝鮮人コラ！

11 朝鮮人はミサイル暴発でもしてみんなしんだらいいんじゃないかな🙄

10 朝鮮人は日本から直ぐに出て行け！！

9

8

取り敢えず制裁に在日朝鮮人を逮捕監禁しろ

7 あと三十分の睡眠がどれだけ大事か

6

5

4 欠片でも落としやがったら朝鮮人会館に火炎瓶投げ入れる

3

2 在日朝鮮人を盾にしろ💢

1

北朝鮮からミサイルが発射されただと！

内容

表１

26

日本から朝鮮人を母国に送り返すのが最優先。

危険から日本国民を守る為、

拉致問題。

もう在日の朝鮮人を日本から追い出して、財産没収位やる覚悟でやれよ岸田。

総連解体。テロ、ミサイル資金確保してきた自民党解体。
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NEWS）

直ちに、朝鮮学校を閉鎖、朝鮮人を拘束し強制送還するべき。→北朝鮮から発射されたとみられるミサイル

23 日本に住んでる朝鮮人全員送り返したらええのに

堂々としてろ！

22 臆病者の #ネトウヨ はファビョルな😡

#朝鮮総連 をはじめ、在日の朝鮮人は人質みたいなもの🤪

21 ･･･そろそろ本気で強制送還して良いんじゃねぇか朝鮮人

#ミサイル発射

太平洋へ通過・すでに落下か（日テレ

国内にいる、在日朝鮮人の皆さんも日本は危険ですので強制送還したらいい。先ずは前科のある者から。万人単位での送還をしてあげるのが外交儀礼。

20 甘いからこんなことされる。

19

18 SDGsの18個目に「朝鮮人を絶やす」がないと持続できんぞこれ

17 朝からなんば考えとっとやくそ朝鮮人がよ、ばかたれが

16 在日朝鮮人強制送還な

15

ミサイルを日本へ撃つ北朝鮮。

「ミサイル撃ち込むたびに1人晒す」 https://emergency-weather.yahoo.co.jp/weather/jp/jalert/

14 在日朝鮮人を人柱にして吊るし晒しておけばミサイル打って来ないんじゃないか？

国民保護情報 - Yahoo!天気・災害

27

とりあえず在日朝鮮人を数人拘束して

みんながいじめるからｗｗ

岸田はもうやる気ないのかな?

奴隷制度を設け朝鮮人を迫害しろ

報復として北朝鮮を日本領にしろ。

#TBS

クソ朝鮮人め

どさくさ紛れに主張すんな！

#北朝鮮ミサイル発射

理由はどうにでもなるだろ

30 国外追放しまくれ

29

28

何が、「日本海、いわゆる東海方向に発射した」だ

これは、もう、戦争ですからね

27 武器持ってるかもだし…

朝鮮人の強制送還も随時実行して欲しいですね

26 日本国内の朝鮮人は国外追放するべきです

#韓国

#北朝鮮

#飛翔体

#国民保護に関する情報

25 #弾道ミサイル

半島ごと消えてくれマジで

北も南も朝鮮人は世界に迷惑かけ過ぎだな

28

@kishida230

このままでは、ミサイル被害を受けた初めての政権になる可能性が高い。

日本にいる朝鮮人を不安がらせるくらいの態度がほしい。

総理は第一声でもっと怒りをあらわにすべき。

#日本浄化作戦

#北朝鮮ミサイル発射

日本国土を綺麗にしよう

「強い表現で～」「遺憾の～」

太平洋

弾道ミサイル

北朝鮮

在日朝鮮人徹底排除を

北朝鮮に鉄槌を

39 朝鮮人を北朝鮮に帰したら😡

在日朝鮮人全員叩きだして宣戦布告でもしてやりゃ分かるんじゃねぇの？奴らも。

38 相変わらず意味のねぇことほざいてるよねぇ。

37

これは立派な殺人未遂だ

キムチな弾道ミサイル通過

日本の頭上を

36 日本の朝鮮人全員捕まえて強制送還

35 朝鮮人全員強制帰国を、

34 ミサイル撃たされる度に在日朝鮮人を強制帰国させろ！

33 在日朝鮮人が裏の井戸に毒を入れてないか見てこないとならんな

32

31

在日朝鮮人を国外追放しまくって

29

日本から朝鮮人を追い出せ！

朝鮮人の日本に対する敵対行為。

防衛として。

大砲で打ち返すのはどうか？

統一協会の建物に在日朝鮮人乗っけて、

日本国民に害を及ぼす敵国人に、居場所を与える必要なし

今度から、北朝鮮がミサイル打つたびに、朝鮮人1,000人ずつ国外退去処分にしてほしい

で美しい日本を取り戻す！

一番の問題は罪日朝鮮人が大嫌いな日本に寄生しその寄生している罪日朝鮮族を日本政府が支援している事‼
️美しい日本国から罪日朝鮮族を排除し静か

#朝鮮人

#外国人生活保護反対

#外国人生活保護廃止

#弾道ミサイル

排斥しよう敵国人を🔥

49 本体は、日本に巣食う、貧乏日本人からカネを毟り取る"吸血"朝鮮人かと。

48 認知症のおばあさんが北朝鮮からのミサイルのニュース見て朝鮮人は皆殺しにしてしまえ！って笑顔で言ってたのが最高にイカしてた。

47

46

45

少しずつでも皆で動けば必ず変わります👥

取り敢えず、身近の敵国人に対して怒りを向けます️

はい‼
️

44 在日朝鮮人帰して差し上げなさい。

43 朝鮮総連、在日朝鮮人韓国人はお友達ではない。日本を破滅に導く同志

42

ミサイル打たれたので、

41 あんたら政府がいつもいつもなにもしないなら、とりま朝鮮人を街中で見かけたら殺って海に捨ててくことになるけどいいのね？

40

30

Jアラート発出以降の「朝鮮学校」に対する存在否定及び差別／暴力の煽動例

生徒が武装する可能性があります。

朝鮮学校は北朝鮮系なので、自宅近くに学校ある方は気を付けて下さい。

TBS停波させろ💢

朝鮮学校取り潰せ💢

パチンコ屋潰せ💢

おい、朝鮮総連破産手続きしろ💢

NEWS）

直ちに、朝鮮学校を閉鎖、朝鮮人を拘束し強制送還するべき。→北朝鮮から発射されたとみられるミサイル

10 朝鮮学校なんて潰してしまえ

9 資金源のパチンコ屋を日本から一掃、反日教育を続ける朝鮮学校廃止も必要

8 ミサイル一発に付き朝鮮学校一校廃止して生徒家族を国へ返してあげたいですな

7 とりあえず日本中の朝鮮学校なくそうて

6

太平洋へ通過・すでに落下か（日テレ

5 日本にいる北朝鮮人は、焼肉屋などの経営、また朝鮮総連、朝鮮学校など日本から出て行け‼
️国会議員、もっとしっかりしろ。

4 これを機に朝鮮学校もパチンコも朝鮮に関するもの全て日本で廃止してほしいわ…岸さんが防衛大臣じゃなくなってからこうなるの一番嫌やわ…

3

2

ミサイル太平洋を通過

1 迎撃して朝鮮総連、朝鮮学校物理的に潰してくれ。普通の国だったら最低限やるだろ。

内容

表２

31

だよ。国内の朝鮮人を船で強制送還させろよ。総連と朝鮮学校の関係者、生活保護受給者とか。

核ミサイル(模擬弾)を他国を飛び越える様に打ったら、それは宣戦布告だろ？情報収集、遺憾砲、非難、国際協調を口だけで済ませるからつけ上がるん

に存在するの？早く関係者を強制送還すればよい。ましてや授業料ただにしろとか意味がわからん。

北朝鮮“弾道ミサイル” 東京都内の島の各町村 被害情報なし｜NHK 首都圏のニュース→なぜこんなテロ集団組織の関連施設、朝鮮総連、朝鮮学校が日本

18

17

朝鮮学校とか、半島系組織も土地建物を召し上げて、連中は北朝鮮へ強制送還で。

Jアラートって横文字だと、どれだけの危機なのか国民は警報中にスマホいじってる程度にしか伝わらないので、ストレートに「空襲警報」にしたら？

それぐらいのことはやっていいと思う

よし朝鮮学校全部潰そう

16 朝鮮学校も封鎖しろ

15

14

百害あって一利なし なのだから要らんでしょ💢

13 朝鮮総連、朝鮮学校の資産没収、強制送還くらいしますよね？

まさかまさか、ミサイルが日本国上空を通過した非常事態に、｢遺憾｣だけで済ますなんてことないですよね？

12 朝鮮学校と朝鮮総連を潰せ

攻め込まれてからでは手遅れ

ロシアの例をご覧なさい。

いつでも撃ち込むことが出来るんだぞという威嚇に他なりません。

11 本土の上空をミサイルが通過。

遺憾砲はもう結構。

政府として北朝鮮にNOを突きつけるべき。

まず、在日朝鮮人を朝鮮に送り返し、朝鮮学校も全て閉校で土地をおさえましょう。

32

24

23

22

21

昼からでも総連やその下部団体の朝鮮学校日本から追い出すくらいやれよ。国民のを護る意志が有るならやれる筈。

非難じゃ効き目無いことを学ぶ能力無いのか？(;´д｀)

そもそも各種学校が高卒資格扱いされるのも変。じゃあ大検なくせよってな。

人権人権でやりたい放題の朝鮮学校をもう人質として扱っといた方が大人しくならんかな？笑

あちらの国は露に協力して実践経験を積んだとしてますます強気になっていると見られます。

無意味なのでこのような挑発が出来る

特亜三国が裏で資金を流しているなら

経済封鎖しても

しないといけないのでは？

朝鮮学校の封鎖などくらいは

国内の北の人を北へ強制送還

これは毅然とした対抗処置として

の通称名ではなく、本名開示報道ではないか

岸田内閣は一体日本と日本人を守るという意思はあるんだろうか？抗議などではなく、今やるべきことは朝鮮総連、朝鮮学校の解散、在日朝鮮人犯罪者

で押し通せ！

「文句を言うなら北朝鮮に言え！」

「金正恩の責任」

20 「北朝鮮本国が悪い」

今回ばかりは在日朝鮮人から抗議があっても

手始めに、朝鮮総連と朝鮮学校に制裁金請求して，在日を含めた朝鮮人の資産を凍結したらどうか。

19 北朝鮮が撃って来てるんだから、当然日本国内の朝鮮学校は全部潰せ‼
️💢😡

33

次の3つはお金もかからないのですぐやるべきです。

武力による反撃は不要だと思います。

北朝鮮への金の流れを疑うなら、パチ屋も全廃しろよ、って感じ。朝鮮総連も朝鮮学校も閉鎖、皆さん母国に帰国させればよろしい。

ほんとそれ。

我が国の上空をミサイルで～とんでもない朝鮮だ

見せしめだ

朝鮮学校も潰せ

朝鮮総連国外退去処分だろ

足りねえ

家は全員強制送還すべきである。

これ以上朝鮮人を甘やかしてはいけない。朝鮮総連と朝鮮学校は廃止してさらに特別永住制度も廃止すべき。朝鮮人犯罪者や生活保護受給者や反日活動

34 朝鮮学校にダイナマイト投げ込みに行こうかな？

33 朝鮮学校、無くせばー？

32 パチンコ、朝鮮学校廃止‼
️‼
️‼
️‼
️

の強硬策を実行すべきです

31 岸田内閣は日本を守れないのか、まずは、我が国の朝鮮人をすべて資産凍結して強制送還、朝鮮人の生活保護廃止、朝鮮総連解体、朝鮮学校廃校、など

30

29

朝鮮人が経営する企業の業務停止命令。

朝鮮総連、朝鮮学校の封鎖、解体。

28 在日朝鮮人の強制送還。

27

朝鮮学校も強制閉鎖して然るべきだと思います

26 武力行使してきた敵性国家のモノは国外追放して然るべきですね。

まずは、朝鮮人の強制送還だと思います。

会は潰し、朝鮮総連と朝鮮学校を排除すべき

パチンコと統一教会から回収した金で日本の安全が脅かされている。政府は非難するだけでなく、我が国の安全保障のためにも国内のパチンコと統一教

25 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6440588

#Yahooニュース

首相 北発射を「強く非難する」

34

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

朝鮮総連、朝鮮学校の閉鎖、北朝鮮関係者の強制送還くらいしろよ

抗議や遺憾砲なんてあのキチ○イ国には痛くも痒くもないからね。

無理なら国に帰れ

朝鮮学校の奴らが頑張ってミサイル止めてこい

おまけに生活保護まで支給してる世界に類を見ないよな、日本ってノー天気な国は😱

本来なら、北朝鮮人は日本から叩き出さなきゃだめなのに、朝鮮学校無償化とかのたもう帰化工作議員を野放しにしてるんだからな💢

平等に朝鮮人は管理区域以外の移動を禁止するなどの処置が妥当。

日本人が拉致されて、こちらは自由に北朝鮮に行けないのに、朝鮮人が何の制限もなく日本国内を闊歩できるのは不公平ではないか？

こんな国との国交は不要です。

、再度見直すべきじゃね？国交もない、日本にミサイルを飛ばすような国の学校があっていいわけ？

朝鮮学校の存在とか

朝鮮総連・朝鮮学校の解体くらいしてよ。おかしいでしょ、北朝鮮の工作機関が日本国内にあること事態

46 朝鮮学校の排除くらいやれよ

45 早く全国の朝鮮学校に圧力をかけろ。

44

岸田総理に限ったことではないが、日本ができる最大の対応が避難や遺憾の意だけじゃないだろう

43 北朝鮮がミサイル1発打つたびに北朝鮮人殺すか朝鮮学校打ち壊せ

42

41 これ以上北朝鮮と朝鮮人を甘やかすべきではない。朝鮮総連と朝鮮学校は潰すべき。

40

まず、朝鮮総連と朝鮮学校の追放からやりましょう。

39 朝鮮総連も朝鮮学校も潰すべき。日本人の怒りをはっきりと示すべき。これ以上北朝鮮と朝鮮人を甘やかすべきではない。

38 パチンコ、朝鮮学校廃止を

37

36

35

35

なぜ、おたくらがスパイ防止法に反対するのか、それはおたくらがスパイだからです。

貴方のように暴力で自分の主張を通そうとするしばき隊の在日朝鮮人。

国益を損なおうとするのはいつも漢字すらまともに書けない反日外国人。

朝鮮学校閉校

パチンコ全店営業禁止

朝鮮総連解体

日本から北朝鮮上空へEMP爆弾を先行すべきでは？

再度撃たれないよう

全員を拉致被害者と交換するまで収容施設に入れ、

朝鮮総連と朝鮮学校を閉鎖、

遺憾とか抗議と手ぬるいことやってないで

朝鮮総連と朝鮮学校とパチンコ屋を全て日本から排除しなくては！

じゃ…

57 とりあえず朝鮮学校潰せ

56 ヾ(๑╹◡╹)ﾉ” 朝鮮学校潰していーい？

55 ヾ(๑╹◡╹)ﾉ” 早く朝鮮学校閉鎖しようぜ！

54

53 ヾ(๑╹◡╹)ﾉ” 朝鮮学校を閉鎖せよ

52

10発ほど同時発射されたらどうするんです？

日本の主要都市を目指して

51 もう北朝鮮は敵国とみなし、日本にある朝鮮学校は廃止して、在日朝鮮人は強制送還するべきですね

50

非軍事行動は朝鮮にとっては何も日本国はしないとの判断になるが下記は別

49 朝鮮学校解体しないと！

48 ミサイル一発につき、朝鮮学校を1つ○○○すればいいのに

47

朝鮮学校は反日教育をするスパイ養成学校。

話をすり替えていません。

36

もう国民は怒ってる。

朝鮮学校廃止、北朝鮮オーナーのパチンコ店廃止ぐらいやると効果があるかもね。

66

65

64

63

62

とにかく資金の流れを止めりゃ良いだけ

朝鮮系パチンコや生活保護なんてのも、もっての他

朝鮮総連や朝鮮学校へ監視強化で締め付ければ良いんだよ

いつまでもグズグズとやってないで、さっさと制裁強化で良いんじゃない？

ええやん。日本に同胞が居ても、やめへんのやろ？

"強く非難"とか言葉だけじゃ痛くも痒くもないんで…朝鮮国籍の方々に帰国して貰いたいんだが。朝鮮総連も、朝鮮学校も…ペナルティを受けさせたら

送還すべき。半日民族を排除するのは当然の措置だろう。

北朝鮮にミサイルを飛ばされて何もできない日本。敵意を持つ相手にはそれなりの対応が必要。まず朝鮮学校を閉鎖し、北朝鮮国籍の人間を本国に強制

都合が悪いと「私は関係ない、差別するな」ですから・・・😡

日本に寄生して日本を敵視し、朝鮮学校で反日教育し、散々日本人を差別し攻撃しながら何言ってるのか？

ライ＝在日コリアンを指して)そうなんですよね。

(記録者注：毎日新聞「ミサイル発射 『在日コリアン関係ない』 北朝鮮の行動に困惑」［2022年10月4日］の記事を引用リツイート／コメントへのリプ

ガキの喧嘩でさえねぇわ。

非難でわかりました！ってなるわけねぇだろ！

非難？

ここまでされてるんだから朝鮮学校そのものを廃止して北朝鮮に強制送還くらいやってくれ！

61 朝鮮学校潰して全員送り返してやればいいのに…

朝鮮学校潰そう。

60 骨のある政治家が居ない。日本独自の制裁も出来るはず。

59

今のところ日本に出来ることはないのだが、ミサイル一発で大騒ぎなので北朝鮮としてはコスパが良いかも。

58 朝鮮学校廃止にして下さい。

37

さっさと朝鮮総連と朝鮮学校、朝鮮大学を閉鎖して、その関係者は皆殺しにすればいいです。

とりあえず朝鮮学校を解体するとか

そろそろ何か新しいことしないとですよ 何か報復出来るでしょう

71

日本は国内の朝鮮総連、朝鮮学校等の組織を直ちに制裁として潰すべき‼
️

北朝鮮ミサイル、飛距離最長4600キロ 日本上空通過: 日本経済新聞 https://nikkei.com/article/DGXZQOUA040E90U2A001C2000000

70 いつになったら朝鮮学校廃止するのだ？

朝鮮学校は人質的に一応保管。補助金は無しで。

これだけで国が崩壊すると思うけどなぁ。

69 北への寄付金やお金を渡している口座の凍結。万景峰号的な存在を終わりへ。

まずはパチンコ禁止

戦います。

こっちは撃たれているので試しに五、六発撃ち返しても良いのでは？

68 見せしめにもなりますし、我が国も多少は治安が良くなります。

67

38

あんなの日本人の品落とすだけだしあれ朝鮮人だろ

14:27

8 17:22

7 17:02

6 16:26

5 15:43

4 15:23

3 15:23

花束投げ捨てるような奴が日本人なわけないか！

ごぼうの党奥野、在日って聞いたんだけどマ？

納得！

奥野さん、朝鮮人なの？

そりゃ日本の評判を落とすために、花束も投げ棄てるわ(笑)

ごぼうの党、奥野は在日の影響力を日本で拡大するOKTA 大阪 次世代貿易スクールの講師

日本から出てけ気持ち悪い

舐めてんのか こいつ朝鮮人かなんかか？

ごぼうの党？

日本人は共産1党

政党交付金で運営する9党が日本人だと思ってたの？

日本人に見える「在日同胞の会」が、世界中継で日本人に恥をかかせる目的。こう言うわけ↓

rc=typed_query&f=top

https://twitter.com/search?q=%20%E3%81%94%E3%81%BC%E3%81%86%E3%81%AE%E5%85%9A%20%E8%8A%B1%E6%9D%9F&s

9/25 RIZIN。朝倉未来も参加する「ごぼうの党」党首が、メイウェザーへの花束を投げ捨てた。日本の恥がトレンド

ごぼうの党在日だろ

礼儀と外面気にする日本人からすると朝鮮人なのかなって感じだけど…(´ 3｀)…

残念ながら。

なんか一定の層は取り込めるんだろうなぁ…(´ 3｀)…

しらんけど。

ごぼうの党の花束贈呈。一気に知名度上げるための炎上商法なんだろうけど一応スポンサーかなんかなんだろうなぁ…(´ 3｀)…

#RIZIN

まさかあれが党首なん？

「超RIZIN」花束騒動後における「在日認定」を含む差別書き込み例

9月25日

2 15:15

1

なにごぼうの党って

投稿日時 内容

表３

39

奥野って、在日だと考えるとしっくりきますね

ちなんでおくと奥野は在日なので厳密に言うと日本の恥ではないです

20 18:57

常に分かり易い。前田日明氏が絶対信用しない連中です。カネで花束贈呈の権利を得る仕組は事務局の落ち度に思います。

日本を貶めようとする在日コリアンの仕業ですね。ごぼうの党代表の奥野ってコリアンビジネス会社の社長だし、後援が大韓民国領事館とか非

在日でしょうね。

ごぼうの党、怪しい芸能人がわんさか支持してますね。

朝鮮人か？？？

☆意味不明で不敬で不快極まりない。

≫ 演出だとしら演出家はアホだ

ウェザー「優しく拾う(人格者」→ http://totalwar.doorblog.jp/archives/56992636.html

ごぼうの党「花束投げ捨てる！(大炎上」RIZIN「全世界配信！」EPSN「意味わからん演出」日本「日本人の面目潰される！(名誉棄損」メイ

から奥野卓志は絶対的なバカ&在日野郎だ!間違いない!)

@SANSPOCOM

ISUUOA5KXJD4FEF5WHAWXBKJ2E/

きゃりーぱみゅぱみゅ、メイウェザーへの花束投げつけに「胸糞悪かったですね」 - サンスポ https://sanspo.com/article/20220925-

過去に韓国在日イベントにも参加してますからね…

奥野って在日なんでしょうね。

奥野とかいうクズは在日韓国人かもしれないのか？。もしそうなら納得のクズ民族。そうでなかったとしてもクソ野郎

在日じゃねえの

ごぼうって国士気取ってるけど

19 18:45

18 18:42

17 18:37

16 18:35

15 18:27

14 18:22

13 18:21

12 18:08

反日朝鮮人が成りすましてなってる街宣右翼みたいなもんじゃん。保守をわざと嫌われるような工作してる。

ごぼうの党の代表の奥野って全く眼中になかった奴だけど、保守だって聞いて検索してみたら何これ？

奥野卓志って在日なん？

10 17:30

11 17:46

ごぼうの党 朝鮮人かな？

9 17:24

40

25 19:15

24 19:10

23 19:06

22 19:05

21 18:59

本当に在日の人たちは私たちに迷惑ばかりかけます😰

そもそも奥野は純粋な日本人じゃないから、この事実も広がってほしい。

メイウェザーが日本人を嫌いにならないでほしいですね。

でないと世界中の人が日本を誤解してしまうから😢

あと、奥野は在日みたいだから、この事実も広がってほしい。

私もフォローしたよ。

そこだけはよかったです。

奥野は在日なので純粋な日本人じゃないです。

http://okta-osaka.com/contents/wp-content/uploads/2017/05/2017_okta_school.pdf

参照（PDFファイル）:世界韓人貿易協会のチラシ ↓

なるほど。花束の渡し方も、日本人とは少し違うスタイルですもんね🙂。

「在日同胞青年のアイデンティティーを確立すること」

奥野卓志さんって、コリアンビジネスネットワークの関係者なんですね♪

#ごぼうの党

#在日

#奥野卓志

450万で日本を貶めるの成功ってか？

奥野卓志って在日なの？

41

ごぼうの党・奥野卓志って何者？日本人じゃなくて朝鮮人？メイウェザーに花束の投げ捨てで榊原CEOが謝罪 他

え〜！奥野さんて在日だったの⁇マジ⁇⁇

36 20:03

#ごぼうの党

#朝倉未来VSメイウェザー

#超RIZIN

メイウェザーに花束の投げ捨てで榊原CEOが謝罪

ごぼうの党・奥野卓志って何者？日本人じゃなくて朝鮮人？

http://okta-osaka.com/contents/wp-content/uploads/2017/05/2017_okta_school_light.pdf

在日韓国人です こちらを参考に

35 20:00

34 19:57

33 19:47

奥野、クソだな！恥晒しめが！やってる事、隣国の朝鮮人と変わらんわ！やめちまえ！

32 19:39

奥野卓志さんは日本人でない

「ごぼうの党」奥野代表は日本側の印象を下げたい在日😡🇰🇷 👎

朝鮮人？

何ごぼうの党って

ごぼうの党とかいう在日韓国人がどうして日本のｎ政治家なんだ…？?

でないと、この放送を見た世界中の人たちが日本人を嫌いになってしまうから。

奥野が在日である事実も広がってほしいです。

拡散しました。

拾い画

奥野卓志さん、在日韓国人なのに和服きて日本の恥とかいわれてるの真に草

なのに日本の恥って…ほんとやめて

どうりで…

31 19:33

30 19:24

29 19:21

28 19:19

27 19:18

26 19:16

!? 知らなかった…ごぼうの党の奥野さんって在日韓国人なの…？

42

43 20:58

ごぼうの党の奥野は在日か。

42 20:55

#朝倉未来

#RIZIN38

http://razurimama.com/archives/9678

在日韓国人で日本人じゃないの？

メイウェザーへの花束を投げ捨てる！

#ごぼうの党 奥野の行為は恥で失礼過ぎる！

演出でヤラセ？

ごぼうの党って在日？

これで「ごぼうの党」奥野さん、総スカンだね。

🇺🇦ウクライナ 支援な、イルミナティ・レイシストでしょ。

Nazismヒトラーと同じ

日本人のフリをして、悪い事する、在日🇰🇷韓国人でしょ？

41 20:53

40 20:36

奥野卓志って在日だったのね。納得

39 20:35

『ごぼうの党』奥野さん⁉
️

奥野卓志やはり在日かwww

韓国系なら恥も外聞も持ち合わせてないのは納得だな

日本人がこんなことすんのか？って思ったけどなるほど。奥野は在日韓国人か

38 20:10

37 20:09

43

54 21:29

53 21:29

52 21:17

気のせいかもしれませんが最近日本全国で大暴れし始めてない?

品格だけは霊的に生まれ変わらなければ変わらない的な

名前は成りすましできても

ごぼうの党は在日か。お里が知れたな

せ在日やろ…

ごぼうの党って、反社の党やったんや…気持ち悪😓てか、鬼滅の仮面被って政見放送してたけど…ただの目立ちがり屋の馬鹿やん（笑）どう

あんな事する奥野卓志ってやっぱ半島系の在日みたいですね!!

良かった〜花束を落とした日本人はいなかったんだね〜！

ごぼうの党奥野って在日かよ！

ごぼうの党と在日の繋がりを検索するとなぜこんな事をしたのががわかりますよ。

50 21:15

51 21:16

ごぼうの党と在日の繋がり。なるほど日本人じゃ、、

奥野は在日です。在日が和服で日本人のフリして日本の悪評を演出するいつもの工作です。

#ごぼうの党 #奥野卓志 #RIZIN #朝倉未来VSメイウェザー

日本人のふりをして日本人の恥をかかせるための芝居ってことか

メイウェザーの前で花束落とした奥野ってのは在日朝鮮人なのか？でも少なくても朝鮮関係の団体と密接な関係にあるのね

在日朝鮮人ですよ。奥野は。

噂だと、奥野は在日らしい。

これから在日朝鮮人や韓国人に対する差別がより一層強まるかもしれないわね。

https://rapt-plusalpha.com/51652/

これが日本人らしさを履き違える奴らの正体。

参政党の吉野敏明は名誉朝鮮人。

https://twitter.com/god_bless_you_/status/1543913869219078144?s=46&t=aAj1An3_GcqgV3vmF4_Y3g

49 21:13

48 21:11

47 21:06

46 21:04

45 21:02

44 21:00

NHK党のガーシーは在日韓国人。

https://twitter.com/god_bless_you_/status/1539555233390817281?s=46&t=aAj1An3_GcqgV3vmF4_Y3g

ごぼうの党の奥野卓志に在日疑惑が浮上。

44

61 21:58

60 21:55

59 21:55

58 21:46

57 21:41

56 21:35

55 21:31

オレごぼう苦手なんだよね

違う意味で💦

ごぼう抜きで選挙だね🗳

次までごぼう残ってるのかね

在日って噂の

ごぼうってあれだべ？

#朝倉未来 #メイウェ

今すぐ韓国に帰れ!

在日に日本の印象を下げられては困る。

メイウェザーへの花束贈呈の時、和服姿で登場し花束を放り投げた「ごぼうの党」奥野代表は、在日朝鮮人です。日本人の皮を被った朝鮮人。

朝倉未来VSメイウェザー 花束の件

花束投げ捨てた奥野って人在日か、全部納得

反日無罪のもと、ホント余計なことしてくれるよな

ガースーもごぼうの党首も在日韓国人。

奥野卓志の無礼な態度も在日韓国人だと知っていれば納得でしょう。

したのを皆さん忘れましたか？

韓国が昨年の五輪でウクライナ選手団の行進中にチェルノブイリ原発事故の写真を流すなど、あらゆる国に対して無礼な紹介をしたことが炎上

韓国人は国際的なスポーツの場で平然と他国を侮辱する民族です。

まあ奥野が日本人として扱われてるの見ると在日が嫌いという気持ちもわかるわ

炎上させて言いたい事言うのはやり方が稚拙です。

を働かれたのでしょうかね。んー日本を思うならまずやらないと思いますよ。とにかく色々と残念でした。

あと調べてみましたら、ごぼうの党の方在日の方からの後援で講義？されていたようで、関わりがお強いようですが、だからわざと和服で無礼

45

64 22:05

63 22:01

62 21:59

各種団体も実に香ばしいｗ

最後まで日本人らしくねーなと思ったよｗ

在日同胞てｗ

という『コリアンビジネスネットワーク』なるもので講師をしていた男。

「コリアンとの交流を通じビジネスネットワークを形成する」

「在日同胞青年のアイデンティティーを確立する」

ちなみにこの奥野卓志という男

やはり在日が「日本人のしたことだと思われる」為にやったようです。

え、日本人がやったんじゃないんですか？

DJ社長いわく「日本人のしたことだと思われる」とのことです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e73f82e76510ffccd992bc04cde99e2824382401

ＤＪ社長が交遊あるごぼう・奥野代表の花束投げ捨てに「炎上商法なら間違ったやり方」

権利買って日本人のフリしてとかズルすぎやろ

和服で出るとか酷い、世界には日本人の恥としか映らない

花束投げ捨てた奥野って人の会社支援しとる団体&会社が全部韓国と在日の名前なんやけどもしかして日本人ですらないん可能性ないか？

46

72 22:56

71 22:54

70 22:49

69 22:35

68 22:33

67 22:26

66 22:13

65 22:09

日本人がそんな事しないよね〜

ごぼうの奥野ってやっぱり在日か〜

きな臭いお人だとは思ってましたが、彼を応援して複数のダレントは何と発言してるのでしょう。まさかスルーはしてないよね？

今話題のごぼうの奥野さんて在日コリアン方々と昵懇の間柄なんだね。あの花束の扱い見る限り日本人の血じゃないなと個人的には思います。

奥野って在日ってマ？

奥野卓志は朝鮮人である様だな。

＞如何なる理由があるにせよ

ごぼうの党在日で草

#ごぼうの党

#奧野卓志

#朝倉未来VSメイウェザー

在日だったんだー😱

ごぼうの党の奥野さんって

奥野って名字在日名字だよな？

#ごぼうの党

#朝倉未来VSメイウェザー

https://ohimaneta.com/post-13231.html

動画！

メイウェザーへの花束を投げ捨てる

在日朝鮮人で日本人じゃない？

ごぼうの党・奥野卓志がクズで恥！
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84 23:26

83 23:23

82 23:23

81 23:19

80 23:11

79 23:07

78 23:04

77 23:04

76 23:02

75 23:01

74 22:59

73 22:58

私たち日本人は関係ないです。

何者かよく分からない人を日本人の代表のように言わないでください。

彼をリングに上げたライジンの恥でしょ。

仮に彼が純粋な日本人でも、彼の行動は私たち日本人の恥ではありません。

奥野氏は在日朝鮮人だそう、なのに日本人の恥にしないでほしい。

残念極まりないです

奥野とかいうの、在日朝鮮人でしたね..

和服着るなカス

奥野って在日かい

奥野氏が在日韓国人と聞いて普通に呆れた。韓国らしい手口ですね()

日本の評価を貶めるなら、和服を着て日本人のフリをして炎上するような行為を行うのが一番分かりやすく手っ取り早い。

#奥野卓志

アレ日本人がやる事じゃないもん

まぁ奥野卓志在日説が出るのも無理ないわ

奥野卓志て在日か日本の評判も落とせてラッキーなんだろーな

奥野卓司って在日か、ほんま在日の奴等は何処まで日本を陥れたいんや。こんなスポーツイベントまで浸透工作かよ、最低やな。

代表じゃなくて、奥野自信がなぜあんな事したのかを教えて欲しい。

奥野は在日かなるほど

奥野卓志が和服着た在日ってマ？

#RIZIN #奧野卓志 #朝倉未来VSメイウェザー

奥野卓志は在日です。いい加減、変な朝鮮人が日本人の評価を落とすの辞めて欲しい。国へ帰るか、そのまま○んでくれ

ごぼうも在日な訳ね

なるほど

奥野は朝鮮人らしいよ。

＞本当におかしいよ、

＞日本人は礼を尽くす事も出来なくなった…

48

95 23:53

94 23:51

93 23:51

92 23:48

91 23:44

ごぼうの党のごぼうは在日

90 23:43

在日という噂

ごぼうのとうーの党首だってー

もううんこ💩過ぎるやろ

わざと日本貶めるためにやったんちゃうか？

こいつ在日やろ

ごぼうの党の奥野って最低やな

ごぼうの党の奥野って在日だったのね

一丁前にヒトの形してんじゃねえよ猿がよ

どうも人間に本来備わってるはずの品性や知性や礼儀が欠落してると思ったらやっぱり人間じゃなかったんか

奥野とか言うやつ在日かよ、納得したわ

韓国人は黒人に対して、差別的が激しい

在日韓国人ですよ

奥野の野郎

ゴボウ奥野は在日か。まあ何だろうと日本から消えてくれ。

#RIZIN38

ほんと害虫みたいな連中だなこいつら

RIZIN公式は奥野は在日朝鮮人だから日本人とは無関係ですって公式発表しとけよ

やっぱ在日かよ牛蒡

この状況下で花束投げ捨てる発想は日本人にはナイ

「日本の恥」とかってなってるけど実質的には小金持ちの拗らせた反米主義の在日支援者が表舞台でヤラかしたってだけの話なんだよね

/239886

ＲＩＺＩＮ ごぼうの党・奥野代表 メイウェザーへの〝花束投げ捨て〟で炎上「失礼すぎる」 https://tokyo-sports.co.jp/articles/-

じレベル。朝鮮人かよ

で力道山とかの時代に外人レスラーに野次を飛ばす感じで。韓国は30年くらい遅れてるなって当時思ったんだけど、ごぼうの党首はそれと同

89 23:42

88 23:38

87 23:34

86 23:31

85 23:28

ごぼうの党首の花束投げたやつ、K-1全盛期に韓国開催があったんだけど、その時日本人選手の入場でブーイングみたいのがあったのよ。まる

49

105 0:26

104 0:24

103 0:21

102 0:21

奥野卓志って奴日本人のフリした在日か…日本の印象悪くして世界から日本の株下げさせようとしてる売国奴スパイ野郎って事ね

101 0:08

https://daiwaryu1121.com/post-63438/

つまり、奥野自身が反日かつ在日の可能性あり

日本や日本人への印象を悪くして、世界中からヘイト対象として見られるように工作したのでは？

奥野が花束を渡さず、選手の目の前で捨てたことで、日本人の恥みたいになっているが、奥野が関わる団体を見たら韓国や在日なのよね

なんだ。奥野ってやっぱ在日か。

はありません。国外追放するべき世界の恥、人としての恥です。つめが甘かったRIZINにも責任はあります。

笑い事ではありません。花束権を金で買い意図的に日本メディアであれをやったごぼうの党という反日在日団体の在日クソ野郎です。日本人で

なので事柄と似非日本人のことだけ記憶にとどめて無視が一番の抗議だと思う

韓国系なら黒人嫌いなのもわかるからああいうパフォーマンスするのもわかる、黒人嫌いだから朝鮮人て。

私もそう思う、この件でごぼうの党って名前知ったし奥野なんとかってたぶん在日も知ったしビジネスの一環なんだろうね。

メイウェザーの花束捨てた奥野卓志って在日なの？日本人でないなら日本の恥ではなく、人として恥。

あんな下品なチンピラ風情をRIZINのリングに上げたのは間違いでしたね。

在日韓国人がやらかした無礼な行為なのに、あたかも日本人が世界に向けて恥をさらしたみたいになっているのが本当に迷惑です。

100 0:08

99 0:06

榊原さんは「日本人の恥」と謝罪されてますが、厳密に言えば奥野卓志は日本人ではないですからね。

#奥野卓志

無理かー😭

日本人はあんなことせんと思いたい😭

頼む奥野、在日であってくれ！！

俺、RIZINで花束放り投げた反ワクで在日の奥野卓志って奴が許せねーよ️

0:01:00

次回メイウェザーvs奥野卓志 https://youtu.be/llDGY993UH4

よしさん

より

@YouTube

【超RIZIN】【花束贈呈】ごぼう党の奥野卓志これはひどいよ

9月26日

98 0:03

97

96 23:54

日本のメンツを潰したくてあんなことしたんだろうな。

こいつ在日のようだ。

50

112 0:46

111 0:42

110 0:38

あれ？奥野って在日じゃないの？？

109 0:38

劣クソ奥野。胸糞悪い…

あかん…花束の件で怒りが収まらん…在日なのかどうかわからないけど、真実なら日本から出ていけ。榊原CEOのおっしゃるとおりの品性下

キモいよお前らw

ほんと迷惑だから祖国に帰ってくれない？？

なるほど全て納得した。

在日朝鮮人だったのね。

ごぼうの党奥野

あー胸糞悪い。 #奥野卓志ゴミ

怒りで震えた。在日の奥野だ？日本から出ていけ。お前みたいなやつが和服着て日本人気取ってんじゃねぇ。

で

つらい。メイウェザーのお花を拾う時のあの悲しそうな顔思い出して寝れない。全然選手のことも試合形式も無知やけど、あの一瞬の動画だけ

まぁ尤も奥野某はクソ在日だから常識やモラルが備わってねぇのは頷ける。

半島に帰ってもらったほうがよいですね。

日本人の味方のふり、してるのがポイント。

神谷は統一教会。奥野さんとは在日コリアン日本乗っ取りで裏で密約でもあるんでないかい。

#政治家

#在日

#RIZIN

#奥野卓志

#ごぼうの党

108 0:36

107 0:34

106 0:28

日本国民の事もどうせ虫程度にしか思ってないでしょ

ごぼうの党は必要？

花束を捨てる様な在日が党首をする

51

120 1:00

119 0:54

118 0:54

117 0:50

116 0:50

115 0:49

114 0:46

113 0:46

ごぼうの党、滅びてくれ

あ、こうやって敵をつくることが狙いなんか、くそ。

なんか炎上狙いの泡沫政党の代表とかいうことみたいだけど「人を不快にすることはしない」こういうのが何の＋になるのかわからん。

「日本人の恥」じゃなくて、日本人じゃないってことで在日某国人の恥ってことでおｋ？

やっぱチョンはダメだな

ごぼうの党が在日組織ってマジ？

花束捨てた奥野って日本人じゃなかったの？！在日朝鮮人かよ！！！やめろよ！！！

に敬意を払う必要はないんすよ。

ごぼうの党の党首は在日ってことを理由に差別する人もおるやろうけど、差別されないような行動を取れと言いたいね。敬意のない行動する人

どっちにしろ日本の恥であることに変わりはないけど

件のごぼうの党の人が在日だってのは本当なの？

やめて欲しいよね。

って思われるから

日本人がこんなことをしてる

奥野卓司を知らない人からしたら

在日韓国人らしいよ。

奥野卓司って和服来てるけど

#奥野卓志

胸糞悪い党党首の花束ポイ捨てに改名しろ。

ごぼうの党ってなんやねん。

そして日本から出て行け。

お互いトラッシュトークしつつもリスペクトあるのが格闘技なんだよこいつは選手でも格闘技ファンでもないただの在日だろ。早く謝罪しろ。

奥野とこの在日、同一人物だったのかー。許せんな。
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128 1:47

127 1:29

126 1:21

125 1:10

124 1:08

ごぼうの党党首は在日だから嫌い

123 1:06

わざわざ和服着ておかしな言動して、日本を貶める策戦って事ですか？

奥野くん。

在日なの？

日本人のふりして日本に恥をかかせようとするんだから

こういう行為をするのがことごとく在日の人だから差別されても仕方ないだろ

まあ礼節を重んじる日本人ならあんな事しないわな

なんだごぼうの党の人半島の人なのかw

ほんとに日本の恥。在日やから日本人じゃないけど。キメキメで和服姿まで来てあんな卑劣な事して。ごぼうの党？消えろ消えろ！！

朝鮮人がお隣の国って事が日本の不幸やわ

ほんま日本人のイメージ下げさすのだけは天下一品よな。

在日の可能性高いな

ごぼうの党

http://okta-osaka.com/contents/wp-content/uploads/2017/05/2017_okta_school.pdf

ワイドなビジネス ...'

'このスクールは、在日同胞青年のアイデンティティーを確立すること、そして日本及び世界各地におけるコリアンとの交流を通じてワールド

東洋ライフサービス/代表取締役 奥野卓志

第12回 OKTA大阪 次世代貿易スクール

[Okta 世界韓人貿易協会 大阪支会]

つまり奥野は在日ってことか

そりゃそうよね笑

奥野って在日韓国人とかなん？

122 1:03

121 1:02

53

通名じゃないですかね。

ごぼうの党 奥野卓志って方、在日韓国人では？

奥野在日なんかww

137 2:41

138 3:07

やっぱ在日なんだ、奥野

#在日

#ごぼうの党

#反ワクチン

ごぼうの党は反ワクで在日ってこと？

ごぼうの党（朝鮮人の集い）

まーた朝鮮人のアイアムジャパニーズかよ。

もっと侵略って感じだけど、韓国人とかはなんていうかヒトもどきって感じ。こんな事する日本人見たことないよほんと。

花束投げた奥野って人ほんとに日本人かな…？だいたい、ん？あれ？って思う事って韓国人か朝鮮人だから…。中国人はこういうのはしなくて

奥野って在日なのか。日本の恥じゃなくて良かった。#奥野卓志

やっぱり韓国人はクソだわww

ごぼうの党の人在日韓国人なのか

#メイウェザーさんごめんなさい

#奥野卓志

これのおかげでメイウェザーの株爆上がりしました

奥野卓志在日のくせにイキって日本の評価下げるのやめて

ところで、ごぼ天とワイン🍷って合うの⁉
️

こんなの出て来て、外国人参政権とか言うから帰化条件と議員条件の厳格化はよ❗️

136 2:35

135 2:34

134 2:33

133 2:19

132 2:18

131 1:56

130 1:55

129 1:54

次から次へと

ごぼうの党って…在日やんか❗️
ソレも反日‼
️
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在日だったのかぁ・・・

147 5:59

このごぼうの党のサポーターは在日団体。つまりそういうこと。

奥野なんちゃらとか

在日が和服着て日本の評判落とす活動してるん？w

ごぼうの党の奥野卓志って在日朝鮮人なんだな。納得。日本人のフリしてて怖い。こんな人が政治家なんか？

145 5:50

146 5:52

奥野在日なんか。納得

#RAIZIN

これで統一教会員で工作員だったら役満

韓国人てほんま頭にキムチつまってんのかな☺
️
？

RAIZINで話題の奥野卓志、日本の恥と言われる為に敢えて和服を着て日本人らしさ強調した在日韓国人とか笑う🤣

おれは日本人でもなく妖怪でよかった。

かなり日本人もまずいなぁって思うよなぁ。

いの一番に在日、在日ってwww

でも何かトラブル起こしたやつをみると

ごぼうの党の一件、確かに俺も嫌な気持ちになった。

よって在日ではないです。

奥野氏は日本国籍は絶対に持っているので、在日って言葉の定義には当てはまらないです。

ごぼうの党・奥野卓志代表の花束投げ捨て SNSでは「日本の恥」

辺りの界隈の人間と聞いてやはりと思いました、心から軽蔑します。

私も日本の恥と思いましたがこの奥野さんとやら、反ワクチンで陰謀論者の在日韓国人だそうですね、良識の欠片もない下劣な行動から、その

#奥野

144 4:36

143 4:01

142 3:59

141 3:41

140 3:23

139 3:08
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155 6:39

154 6:28

ウケると想って壮大にやらかしたごぼうの党の代表、在日ってマジなん？協賛がって意味じゃなく？

153 6:27

もう日本に韓国要らんのだよ

敢えて日本的な服装をして日本人を叩かせるのかこの在日ごぼう

OCTAという団体は、日本姓の在日韓国人をどうやって把握しているのだろうか。

本人達も隠している訳ではないだろから、どんどんオープンにしてほしいし、政治家はオープンにすべき。

奥野のおかげで、韓国、朝鮮系日本人を見える化してくれた。

ごぼうの党とか言うよくわかんない在日集団だから日本の恥じゃないやいいや

馬鹿は馬鹿だけで暮らしてくれ

良い人のほうが多いのに、お前らみたいなゴミクズの集まりのせいで在日のイメージが悪くなる

だから、在日への印象は悪いままなんだよ

そこまでして日本人のイメージ下げたいの？

和服着て日本人装って

生粋の日本人じゃないのね

在日だってね

ごぼうの党の奥野？

日本を貶める為のスパイ活動の一環としか考えられない。

やはり、ごぼうは半グレ、反社、在日コリアンの三拍子揃ってたか。

#ごぼうの党 #奥野卓志

宮迫博之、田村淳、GACKTとか、お察しの奴らばかりだけど

うね

奥野卓志および彼が代表を務めるごぼうの党を応援するのは反日幇助の売国奴でしかない。金に釣られて支持した有名人()は今後ダンマリだろ

また在日韓国人が日本人のフリして悪評をばらまく…

今回のような国際的な場面での下品な行為が今後も続けば、日本の品格を下げるための工作員確定だと思う。

おそらく奥野は分断工作の一環として政治の世界に出てきたんだろうね。

その証拠がこの在日同胞イベントのポスター。

152 6:26

151 6:20

150 6:05

149 6:02

148 5:59

選挙に出れるということは帰化しているけど、血統的には朝鮮人。
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ごぼうの党が花束投げた件で、「日本人の恥！」って言ってる人がいるけど、あのおっさん日本人じゃなくて在日朝鮮人だよ。

162 7:33

166 7:51

165 7:39

164 7:38

163 7:35

事実在日朝鮮人らしいです奥野って人

161 7:33

ゴリゴリの陰謀論者且つ日本貶める在日だったとは

奥野の素性調べなかったのはRIZIN運営の失態であるのは明白

メイウェザーは素晴らしい

ごぼうの奴が在日韓国人らしいね🤔

まったよ。

ごぼうの党奥野の行為が日本人の恥って言ってるけど、正確には在日朝鮮人の恥では？また一つ、在日朝鮮人が批判される世の中になってし

なんかごぼうの奴、在日って噂ありますね💦

ほんとですよね😱あれは超絶気分を害するやつですね💦

めっちゃご無沙汰しております💦

Daigoさん、お久しぶりです🙇✨

在日朝鮮人らしいです奥野

え少数、それだけの話だ。

日はカネと権力に固執する、品性に欠ける劣等種だから大量に居るんだゼ？ だが良く考えたまえ。我々優れた優良種たる日本人は支配者層ゆ

おはBAD‼
️ごぼうの党が在日の政党とゆーかヤクザ集団だったー、と朝からスッパ抜かれてたがンなモン見りゃわかる。コイツらに限らず在

な事しちゃうんだー。って思ってました。まぁ、真実は何処にあるのか？奥野氏については冷静に見極めて行かなければならないと思う。

奥野さんは在日朝鮮人のためのイベントにて講師として出演してたので、結局向こう側の人なんだなーと思ってました。向こうの人だからこん

へー、そうなんですか？

#メイウェザーVS朝倉未来

https://twinkle25.com/person/okuno-corea/

日本で辞めて欲しい！！

ごぼうの党の奥野卓志は在日韓国人だったみたい。

ごぼうの党は在日韓国人の為の党らしいぞ。

160 7:32

159 7:18

158 7:16

157 7:14

156 6:43
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178 9:42

177 9:37

176 9:28

175 9:12

174 8:58

173 8:54

172 8:54

171 8:46

170 8:15

169 8:09

168 8:03

167 7:58

豊富っぽい資金はKCIAからだったりして〜

という推測をしてしまうほどに、運営のザルさが問題でもある。

いうシチュエーションを作りたかったんだよ。

要はごぼうの党も奥野自身もバックグラウンドが在日同胞で、数百万くらいの金をかけてでも『日本人（の格好した男）が世界に恥を晒す』と

奥野さん、日本人としてどうなの？って思ってたけど在日だった。ふーん、

こんな反応ばっかだけどコイツがごぼうの党党首でこの前の参院選出てたの知らないだけ？？？？

↑

在日でしたか！日本人はあんな非礼な事しない！

奥野卓志さん在日朝鮮人ってまじ？笑

理由があったとしても、遠回りに結局私達のような存在や子供にまたツケが回ると思ってます....

ちょっと何故？と...

はい...そして党首の方は在日関連の方と繋がりが強かったり、朝倉未来選手はこのごぼうの党の顧問で、党首を支持しているようでなんだか

ごぼうもか！在日コリアン疑惑もありましたね

根底には反日が蠢いてますよ反日在日罪

反日政党ごぼうの党

日本の恥ではなく在日コリアンです。

奥野さんは日本人ではないです。

最近日本人のふりしてクソみたいなことする奴増えてるけど、奥野とかいうやつも在日じゃん。

在日韓国人なんだ

ごぼうの党の人(名前忘れた)って

あんなやつが政治家で、税金で生活してると思うとほんと反吐

散されないかな

だけど、あの奥野ってやつのこと「同じ日本人として｣言ってたけど在日朝鮮人、奥野って日本人じゃないからそういう大事なこと、世界に拡

瓜田さんほんとちゃんとしてる、悲しそうな目ってほんとそうだったよ。

#RIZIN #奧野卓志

奥野卓志は恥をしれ、日本から出ていけ朝鮮人
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188 10:28

187 10:18

186 10:18

185 10:15

184 10:06

183 10:02

182 9:58

181 9:51

180 9:43

179 9:43

在日さんだったのか！日本を貶めるため？

消え失せろ。

この糞在日奥野は日本の恥晒し。

日本の恥日本の恥って言ってるけど奥野卓司って在日なんか。

思いをさせられる。

こういう事をすると、在日なのかを調べたくなる。奥野卓志、在日ならば通名使用を禁止しないと、関係がない日本人が、謝罪し、恥ずかしい

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

在日であろうとなかろうと他人を尊敬できない奴は人前にでるな。恥や。

目的！！！:

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

これ指示してる人って○○○○なん？世も末だわ

なるほど

なるほど奥野は在日か

なぜ奥野さんはメイウェザーの花束を投げ捨てたのか

ね？

なんだマジで在日コリアンだったのかよwwwこんなのに賛同してる芸能人とかもほとんど落ち目の害やしな😅韓国の指示でも受けてたんじゃ

奥野卓志

この際、全ての在日朝鮮人には、出て行って貰おう。👎

奥野って在日だから。日本國を貶めたい、クズ。

最近みんな炎上商法ですね。

在日系の集まりらしいです.｡oஇ

ごぼうの党って言う
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196 10:55

195 10:55

194 10:51

193 10:42

192 10:42

191 10:32

190 10:31

189 10:29

#ニュース
#ニュース

だから、奥野？も在日だし中身がスカスカで意味不明で🖐だと思います

土の中の根ですから、調理しない限りまずいって意味だと思いますよ

ごぼうとは、牛蒡…つまり根っていいたいんですかね。

奥野卓志、やはり在日韓国人でしたね。彼らは礼儀もスポーツマンシップもない。

エンタメ業界は人民解放軍と朝鮮人民軍偵察総局とVANKと西早稲田２－３－１８に支配されている。

目的！！！ : あじあのネタ帳 https://asianoneta.blog.jp/59759240

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日〇〇人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

上！！！ 完全に日本下げ目的！！！

ニュースまとめ : メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎

上！！！ 完全に日本下げ目的！！！

ニュースまとめ : メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

奥野代表在日韓国人なんだ。納得わら

花束投げたごぼうの党

ごぼう

日本人が無礼なことをしたかのように立ち振る舞う

日本人かのように装い着物を着て

礼儀もへったくれもないわな

それなら納得してまう

在日韓国人か

なんだ、
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205 11:29

204 11:25

203 11:23

202 11:15

201 11:14

200 11:09

199 11:09

198 11:07

197 10:56

うくらいやる連中だよ

おかわり無料って聞いたら盛れるだけ盛って一口食べたら全部残すことを喜ぶようなクズだったし大きな大会で優勝者を貶めるために400万払

ごぼうの党とか在日韓国人が支持母体って時点でお察しでしょ(

ごぼうの党・奥野「メイウェザーは金の話ばかり」「非礼には非礼で返しただけ」 | 在日同胞のアイデンティティ確立のために

メイウェザーへの非礼行為に納得。

立憲民主党と同じ穴の狢か。

コリアンビジネスネットワーク？？？

在日同胞？？？

ごぼうの党

＞韓国ビジネス発展のための団体が、大阪に支部を置き、「Okta 大阪」のビジネスセミナーに奥野卓志氏を講師として招いていた

「日本人装い、日本下げ行え」思い出す

ネットの力で韓国との関係判明し在日疑惑も！

日本下げアピールのつもり？

#まとめ

ごぼうの党・奥野「メイウェザーは金の話ばかり」「非礼には非礼で返しただけ」 | 在日同胞のアイデンティティ確立のために #まとめブログ

ごぼうの党が在日って知識を得ただけやったわ。。。

RIZINでの花束投げ捨て ごぼうの党・奥野卓志代表「非礼には非礼」と語る #ldnews

韓国はスポーツを穢す国ってはっきりわかんだね

だとしたら先のパフォーマンスは日本人の印象を悪くするための行動と見ていいかな

この人在日コリアンという噂も立ってるみたいね

犬も歩けば「在〇」に当たるな

同胞いらんかも

「在日同胞」ということか

メイウェザーと奥野氏続報

ごぼうの党ほんまクソやな。

なるほど、在日の奴が日本人のフリして日本を貶めようとしてたんやな。
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215 12:48

214 12:42

213 12:32

212 12:25

211 12:23

210 12:02

209 11:55

208 11:48

207 11:46

206 11:42

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

ごぼうの党から脳足りんの党に改名したら？ 在日党首さん

あ、奥野は在日？ふーん

何その、ごぼうの党て。400万で花束贈呈権利買って品位落とすのが仕事なの？

日本の印象操作の一環ですよ

ちゃんと裏調べてから使わないとこうなるよ

ごぼうは在日組織にずっぽりですよ

世界への日本の印象操作の一環

日本人じゃないから

少なからず在日のカスどもと組んでる時点で察して下さい

ごぼうは在日か？

在日朝鮮人のごぼうの党など排除しろ！日本人に謝罪しろ！

ごぼうの党の奥野さん、在日韓国人からの後援で講義をしていたことが判明wwwwww

さすがコリアン

奥野って在日らしいじゃん

半島へカエレ💢

(ごぼうの党 奥野)

893じゃなく朝鮮人だったんだね

#奥野卓志 #ごぼうの党

あれっ？？

奥野卓志、在日で野村茂久馬のひ孫？🤔
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223 13:40

222 13:37

221 13:37

220 13:23

219 13:21

218 13:03

217 13:02

216 12:48

ごぼうの党はガチガチに在日絡んでる上にやたらイルミ芸能人に広告塔頼んでる事から論ずるに値しない

在日は帰国させるべき！

特亜からの帰化は取消し

通名を排除し

そもそも奥野は日本人じゃないだろw

それが目的か？

「日本人の恥を晒すことになった」

金払ってまであんな行動する意味がわからん。

目的！！！ https://asianoneta.blog.jp/59759240

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

スパイ防止法や内務省がある「普通の国」なら普通に国家反逆罪やら国外退去やらやで

こういう工作して国益を落とす人間そろそろ外患誘致罪で処分していいだろう

着物着て文化の登用して日本ディスって世界で放送とか

奥野 在日で出るわ出るわ

ガーシーも奥野も在日か

He throwed the flowers at the floor in front of the warriors. How rude the stupid fake man!

Okuno was not Japanese but Korean.

花束贈呈の場で無礼を尽くした奥野、在日朝鮮人だった模様。

川勝みたいな反日工作員は排除しましょう。ごぼうのクソ虫も在日みたいですから。

メイウェザーが大人の対応してくれなかったらマジで顎砕かれてたぞ奥野

通名制度もやめろマジで胸糞悪い

全世界に日本人としての恥を晒した事になっているが、間違っても奥野って奴は日本人じゃない。

色々調べたら奥野ってクズが在日韓国人だということが分かった

何だよごぼうの党って
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233 16:06

232 16:05

231 15:35

230 15:29

229 15:04

228 14:57

227 14:25

226 14:07

225 13:49

224 13:46

花束

)

日本人のふりして日本人の評判落とすとはさすがだなやり方が汚い

日本人のふりして和装すんな気持ち悪い

さっさと北に帰れ基地外

日本の恥ではなくて良かった、所詮チョン

吉報、こいつ在日らしい

ごぼうの党

ごぼうは在日なんだ。へんな奴だと思った。

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

やはり帰化した朝鮮人でしたか。。

RIZIN メイウェザー

ごぼうの党 奥野

金さえ積めば誰でもメイウェザーに花束あげれるシステムだったらしいし

俺的には、和服着てたし、純日本人を、装ってあんな事をして日本の評価を下げようとしてるんじゃないかと思った。

ごぼうの党の人、在日らしいね

何か色々と韓国、中国のやり方に見えて…ちなみにごぼうの党のあの人コリアンビジネスネットワークやってる人で在日よ( ˙-˙

韓国が「日本人は弱い！」と言いたくて色々と画策するのは勝手ですが、須藤元気にあっさり倒されたテコンドー王者の立場は？

目的！！！ https://asianoneta.blog.jp/59759240

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

奥野は日本人の恥って思ったけど在日だったんかー

みい

ましてや国籍不問とか普通はこんな事書かんし、わざわざ丁寧にハングルのポスターまで、それとお前が奥野の国籍突っかかる理由何か言うて

そこまで言うんやったら、奥野が在日でないエビデンス出してみろよ。この後援見てわざわざ日本人の講師呼ぶんか？俺が主催なら呼ばんな、
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243 17:50

242 17:39

241 17:30

240 17:20

239 17:09

238 16:41

237 16:30

236 16:26

235 16:13

234 16:08

朝鮮人だろ。マジで。

日本人らしい事が出来ないもんなんだろうか？在日らしいが？

非礼には非礼で返しただけーと言ってるが考え方が幼稚過ぎるし、殴られたら殴り返すてのは違うだろう⁉
️

ごぼうの党の奥野代表が花束を投げた💐！

真意はわかりませんが、なんか奥野氏は在日韓国人らしいですよ。(；´Д｀)

どうして「奥野=在日」という虚構を信じて疑わないのか

そして逆に聞きたい

そやね、奥野も日本人で私も日本人だから同胞の非礼に怒るのは当然よ

奥野卓司は日本の文化の服装してああいう下品なことをする在日

・・・・・・・・だそうです。

「ごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ目的！！！」

#奥野卓志 #ごぼうの党

奥野卓志が日本人の恥とかって炎上してるけど、あいつ日本人じゃないたろ。

#拡散希望

➡
️https://youtu.be/0jvz4U7snpE

みなさん、騙されないよう気をつけてください⚠
️

だから日本人なら絶対やらない事も『日本人』の顔して平然とやり、日本人の評価を貶めようとしている。

在日が結集した党らしいですよ。

ごぼうの党って知ってる❓

在日韓国人です

奥野さん？

ごぼうの党とかネーミングセンスのねぇ在日クソ恥さらし

「ハングル使ってるからお前は韓国人だ」並の暴論

ただのこじつけ

無いもの証明は極めて難しい。寧ろ在日と主張する側が奥野のパスポートや住基を提示した方が簡潔。ただこのポスターを以って奥野=在日は
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251 19:17

250 18:55

249 18:52

248 18:47

247 18:32

246 18:15

245 18:11

244 18:11

日本国民を敵に回してまでごぼうの党を知ってもらいたかったとかいう在日が居るってまじ？？？

新政党は既存政党と同じく中国共産党の工作員。

NHK党も同様。

https://rapt-plusalpha.com/49155/

参政党も在日で統一教会に関係。

https://rapt-plusalpha.com/53132/

奥野卓志は在日疑惑あり。

https://twitter.com/god_bless_you_/status/1574005954232086531?s=46&t=P0s6TuTEXrAXsKvkhKWwxg

統一教会（勝共連合）のポスターとごぼうの党のポスターの背景が同じ。

また奥野が在日だから日本人出ないというのは奥野が花束を投げ捨てた行為と同じでかなり日本人としてはずかしい行為。

いかにも今の日本人らしい態度だと思ったね。日本人は世界一素晴らしい、だから朝倉が負けるはずないという。

素性がわかれば行動原理が理解できるかもしれない。

彼は急に表に出てきてミステリアスな部分も多すぎるし、正直はかりかねている部分がある。

一応公人なんでね。

ネット上で在日？とか何者？とか騒がれているが、個人的には素性はハッキリ調べておいた方がいいと思う。

ごぼうの党の奥野卓志氏の件。

恥を知らぬ朝鮮人のごぼうなんですよ。

恥の文化がある日本人がこんなことしない。神聖な場所というのをどちらかというと作りたがる日本人が絶対リングでこんなことしない。

これを日本人の所業にできる通名制度はほんとよくできたものだよなー。

当、日本人や日本社会の名誉を傷つけた恥晒しだと思います。

なんか、その花束を落とした非人道的な人、在日韓国人らしいみたいな話が出てますよね。んで、ごぼうの党とかも政策がよくわからんし、本

なから共感も得れず寂しんやなぁ、いちいち絡んでくんな

何で奥野が在日でないエビデンス出せん奴が奥野＝在日が虚構になるんか教えてくれや、それにしてもお前のツイートいいね全くないなぁ皆ん

和服を着てまであんなことをして、よっぽど日本を貶めたかったんでしょうね。

ごぼうの党の方は在日の方だと情報が出てますね。
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257 20:22

256 20:19

255 20:02

254 19:59

253 19:44

252 19:18

はあちらの十八番。

日本人のフリして悪い事

んでしょ。

わざとああいう行為をやった

だから、日本を貶める為に

あちらさんて目にコンプレックス持ってるからサングラスする人多いしね。

しかも、変なサングラス。

リングでわざわざ着物って…

した在日なんでしょうね。

奥野卓志って日本人のフリ

ごぼうの代表が参加のスクール、在日、コリアン、交流とかアレなキーワード満載

Ｎ】花束投げ... https://youtu.be/BEqzeDw6cr4

【朝倉未来vsメイウェザー】ごぼうの党 奥野卓志代表が『日本の恥』に反論！ 火に油を注ぐ大炎上！選手が怪我した！金に汚い！【ＲＩＺＩ

朝鮮人の思考は自分は常に正しく、不都合が生じたら相手のせいと考えるそうで、言っていることがそっくりですね。

アレ、もしかしてコイツ(奥野卓志)朝鮮人？

スポーツの世界に政治を持ち出すのは中国と韓国だけにしてくれ❗

切ないジャネーよ。緊急事態条項もわかるがあくまでもこれはスボーツだ❗❗

奥野卓志、在日韓国人なの？？Www

あいつ朝鮮人じゃねえのか💐お花屋さんに謝れ馬鹿野郎😡

ごぼうの一件見たけど売名行為にしちゃ、ありゃ酷いね😤

お疲れさまでした👋

とりま冬☃
️にはナンとかなるっしょ((⛽))

原油300行くとか言ってた👳外人トップアナリストは今、何処へ😆
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266 22:24

265 22:10

264 21:28

263 21:26

262 20:48

261 20:41

260 20:37

259 20:36

258 20:25

そして日本人のフリしてんなら日本の恥晒し

奥野卓志って多分朝鮮人、スポーツの世界に政治的思想を持ち込むのは中国人か韓国人の専売特許。

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ

わざわざ和服まで来て日本人のネガキャンする在日

奥野が日本人を舐めるなよ

またチョンチョン言われるぞ?

別にそっちの人をどうこう言うつもりないけど、人の敷地で品性のないことをなさるのはいかがなものかな?

その人を紐解くと、あの人在日韓国だか朝鮮の人だろ?

奥野卓志ってヤツがメイウェザーに花束贈呈の時に床に投げ捨てたって事件

バッチリ繋がってますね。

ハルピン生まれで韓国大好き加藤登紀子、中韓にブランド果実の種苗流出の防止のために作られた種苗法改正を批判する在日 奥野卓志。

今すぐ通名廃止と帰化厳格化を希望します。

日本人の振りをする特定アジア人を何とかして欲しい

同じ日本人として：× 奥野卓志は在日：○

勘違いしているごぼうさんは在日朝鮮人なので日本人ではありませんよ。

上司になったら速攻会社辞めるわw

あ、奥野氏は、ただ、ただ、駄目な奴

日本人でも駄目な奴は駄目だし、在日でも良い奴は良い。いい加減やめろよ。こういう分断工作

在日がどーこーってマジでどうでも良いわ。

…くそが。

牛蒡は甘辛く炊いた方が美味いべ。他にあるか？。

目的！！！ : あじあのネタ帳

メイウェザーに花束を投げ捨てたごぼうの党奥野、在日韓国人ほぼ確定！！！ 言い逃れできない情報が発見され大炎上！！！ 完全に日本下げ
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でも奥野って人在日らしいじゃん

269 23:01

270 23:13

奥野って在日コリアンなんですね😰

268 22:52

ですので彼の目的は仰る事と違うところにあると私は認識しております。

この奥野という方は韓国人或いは在日コリアン関係者だと記憶しております。

突然失礼致します。

花束投げたのは日本人では無さそうだな。ごぼうの党の輩は在日コリアンでしょうか？

267 22:50

