
Voici vingt avis pris parmis plus de 2,284 avis qui ont été adressé a 

cette petition “Ne soyez pas en Collaboration avec La Campagne 

Malveillante Anti-Japonaise par Corée de Sud au 41e BD 

d'Angoulême!!”. 

 

 

 

●Yoshihiro Maruyama Laguna Niguel, CA, Etat-Unis  (signé au 18 

decembre 2013) 

Je ne peux pas accepter l'acte des Coreens de profiter du festival BD 

avec leur l'histoire falsifiée. 

 

 

●Michiko Takahashi, Australie (signé au 19 decembre 2013) 

Il faut absolument entraver une campagne malveillante mondiale de 

la Corée qui insulte le Japon!! 

 

 

●Midori Yamane, Italie,  (signé au 20 decembre 2013) 

J'aspire que les Coréens ne portent plus une fausse accusation a 

l'autre pays avec leurs mensonges. 

 

 

●Kumiko Sekioka, Tokyo, Japon (signé au 21 decembre 2013) 

"Les esclaves sexuelles" que la Corée fait état sont une falsification 

sans fondement. Je desire qu'elle s'arrete de blesser l'honneur du 

Japon avec ses Mangas, notre culture a la base.  Je vous prie de 

porter un jugement juste. 

 

 

●Akira Miwa, Japon  (signé au 22 decembre 2013) 

C'est bizzare de porter le sujet politique entre Japon/Coree au 

Festival BD. 

 

 

 



●Yusuke Hattanda, Tokyo, Japon (signé au 23 decembre 2013) 

 Il y aura un grand embarras pour des gens qui attendent Manga 

japonais avec plaisir. Ca sera tout gaché pour le Festival. 

  

 

●Mariko Hokari, Allemand  (signé au 24 decembre 2013) 

Je suis étonnée de la passion des enfants et les jeunes européens qui 

apprennent le japonais avec Manga qu'ils aiment beaucoup. 

Il ne faut pas les initier avec une histoire fausse. C'est un procede 

déloyal de laver le cerveau des jeunes.  

 

 

●Tiho Maruyama, Japon  (signé au 25 decembre 2013) 

Il faut absolument pas faire une campagne malveillante de la Corée 

au Festival mondial et reconnu!!. Ce n'est pas de l'esprit de Festival, 

je ne veux pas que la Corée insulte le Japon avec du Manga aimé par 

le monde entier. 

 

 

●Seiichi Takahashi, Japon  (signé au 26 decembre 2013) 

C'est compréhensible si c'est la caricature, mais pas de question de 

profiter pour la propagande!! 

 

 

●Seijirou Oomura, Japon  (signé au 27 decembre 2013) 

Le Festival, c'est pour BDeistes qui font leurs travail avec passion, 

faut pas faire une campagne falsifiée pour "Femmes de Réconfort". 

 

 

●Akira Hasegawa, Japon  (signé au 28 decembre 2013) 

Je crois que c'est une faute de profiter de l'occasion d'echanger la 

culture comme Manga pour presenter une opinion de son pays. Un tel 

probleme, il faudrait le traiter au moment ou est prononcé un 

jugement par tribunal international de loi. 

Je vous souhaite un grand succes pour le Festival pour des gens qui 

aiment la BD. 



●Toshihiro Ando, Japon (signé au 29 decembre 2013) 

Je ne peux absolument pas accepter de la propagande avec notre 

culture Manga dont on est si fier mondialement. 

 

 

●Sonoko Saiki, Coree du Sud (signé au 29 decembre 2013) 

Je suis d'accord pour accuser les mensonges de la Corée ou je suis. 

 

 

●Tagui Rumiko, Japon (signé au 29 decembre 2013) 

Je ne veux pas que le Festival d'Angouleme tombe dans la ruse et la 

propadande crapuleuse par le gouvernement de la Corée du Sud. 

 

 

●Kazuyuki Fujii, Japon  (signé au 31 decembre 2013) 

Il faut pas porter de la propagande determinée dans le domaine de la 

BD. 

La Corée, c'est un pays reconnu mondialement.  

C'est un sujet qu'il faut discuter entre deux Etats.    

Le Festival ne doit pas être le lieu ou se forme la haine. 

 

 

●Shigeru Konamori, Japon  (signé au 31 decembre 2013) 

Il faut pas porter la propagande dans un lieu d'echange culturel. 

 

 

●Ohashi Tetsuo、Japon  (signe au 1er janvier 2014) 

Femmes de Récomfort est un sujet delicat qui n'a pas le meme avis 

entre Japon/Coree.  Je ne pas me sens mal a l'aise avec l'acte de la 

Corée qui veux faire reconnaitre leur ideologie aux gens qui aiment la 

BD. Je vous prie bien de changer d'avis. 

 

 

●Akiko Ueda, France (signé au 2 janvier 2014) 

Je suis contre le Festival qui présente l'histoire falsifiée. 

 



●Hayashida Yasushi, Belgium (signé au 4 janvier 2014) 

Je vous prie s'il vous plait, de debarasser une campagne tres politique  

pour que tout le monde aie le plaisir du Festival BD. Je crois que les 

francais pourrons comprendre la verité. 

 

 

●Chiaki MIYAMOTO, France（signé le 2 janvier 2014） 

Si la Corée veut parler de la violence sexuelle des femmes, pourquoi 

elle ne parle pas des nombreuses femmes Vietnamiennes qui ont ete 

violées et tuées par des soldats de la Corée du Sud durant la Guerre 

du Vietnam?. Les soldats Coréens ont meme traité 30000~50000 

femmes Vietnamiennes comme des esclaves sexuelles pour eux. Pour 

moi, c'est elles les vraies victimes de la violence sexuelle. Ce que la 

Corée veut apporter au Festival, c'est de la propagande malveillante 

contre le Japon en mettant un masque de paix et pretendre proteger 

le droit de femme. Quelle hypocrisie! 

Les temoignages des ex-"Femme de Réconfort" Coréenees (qui etaient 

payées 3 fois plus que le résponsable d'equipe de soldats japonais) 

sont de plus en plus douteux avec des preuves retrouvées de l'époque. 

Bref, je suis totalement en désaccord avec la Corée qui apporte ce 

sujet entre  le Japon et la Corée en France, en plus dans le Festival 

BD!. 



Commentaires

Nom Lieu Date Commentaire

宮川 啓 Niiza-shi, Japon 2013-12-24 世界の人はきちんと調べてください。何が真実か。

Nobuko Saito Japon 2013-12-25 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

kawamura eriko France 2013-12-25 Parce que je suis japonaise

kubota shuu Japon 2013-12-28 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

Rumiko Tagui Japon 2013-12-29 Je ne veux pas que le Festival d'Angouleme tombe dans  la ruse et la

propagande crapuleuse par le gouvernement sud coreen.

Miwako Ozeki-Clarenc France 2013-12-29 Because it was not truth !

Korean people made it up to blackmail Japan to get money.

Atsuko CARREAU France 2013-12-29 Veuillez vérifier conbien elles sont été payées!  Trois fois plus que le

responsable d’équipe de soldats à peu prêt .  En plus elles son été recrutés par

les coréens de ce demain en ce moment-là. Toute façon, c'est un affaire

politique.  Pourquoi ce festival voudrait soutenir ce propagande?

Si vous voulais, je vous envoie les documents (en anglais).

Yoshiteru Takahashi Japon 2013-12-31 Negishi 2-3-3,Taitoku,Tokyo,Japan

MURAKAMI TAISUKE Japon 2013-12-31 Korean-Free! They are "naturale born Liar"！

hisako SUZUKI Japon 2013-12-31 parce que ce que les coreens disent sont les mensonges

kenji onodera Japon 2014-01-02 S'il vous plaît commencer à savoir la vérité. 

Yo Yoshimatsu France 2014-01-03 je ne supporte plus de la crime nationale de la Coree.

Kanako Charrier France 2014-01-03 Je ne supporte pas la propagande concernant la corée du sud.

Kayoko KOTOURA Japon 2014-01-03 Parce que femmes de reconfort ne furent jamais les esclaves sexuelles

forcees, c'est vrais. Je voux supporte le verite.

Mirei HIRAIDE Japon 2014-01-03 Je la signe pour vous dénoncer que la notion de "Femmes de Réconfort" n'est

une invention pour accuser injustement le Japon et les japonais, et elle ne se

fonde sur aucune preuve évidente, or j'exprime ma demande de ne pas

collaborer avec cette campagne malveillante. J'espère bien que l'amitié franco-

japonaise ne se brisera pas par une événement  si stupide.

Akihiko Adachi Japon 2014-01-04 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes.

Kuninori Ishimaru Japon 2014-01-05 嘘を伝えて、どうしたい。

Suekane Katsushi Kanagawa, Japon 2014-01-06 アングレーム国際漫画祭をプロパガンダの場所にするのか？

takao shirose Japon 2014-01-06 Ce n'est pas le japonais qui doit être accusé.



Nom Lieu Date Commentaire

sato keisuke Japon 2014-01-07 To: 

第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー 

41e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Monsieur le Délégué Général Franck Bondoux 

第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてください！ 

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par Corée de Sud au 41e BD

d'Angoulême!! 

"Femmes de Réconfort" est l'appellation employée au Japon à propos des femmes prostituées organisées

pour l'armée et la marine impériales japonaises, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. 

Aujourd'hui la Corée insiste que ‘Il y avait au moins des 200,000 femmes et des enfants coréennes

furent enlevées et forcées d'être comme les esclaves sexuelles.’ 

D’ailleurs on fait la campagne de lavage de cerveau des gens de tout le monde entier pour ‘Faire les

reconnaître l’affaire comme s’il soit un problème d’esclavages sexuelles commis par le Japon’. 

On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni Enlevées , ni Forcées par

l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la vérité, mais ce n’est que des mensonges ou

histoires sans fondement. 

Au Japon, plusieurs specialistes, historiens et journalistes ont vérifié sur les chaque cas

particulier. Et ils ont pourvé que les histoires racontées par les ex-“Femmes de réconfort” ne sont

que les histoires fabriquées par eux ni plus ni moins. 

Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore véridique. Et maintenant

Angoulême va se mêler des affaires entre le Japon et la Corée sans savoir la vérité ni vérifier le

cas. C’est de la folie furieuse. 

Et au festival, le gouvernement coréen manipule le festival d’Angoulême comme un champ de bataille

politiquement et diplomatiquement. Il est en trains de conspirer contre notre pays. 

Le 41e BD d’Angoulême commet bien des erreurs en collaborant avec la campagne malveillante anti-

japonaise du gouvernement coréen. 

La diffusion et l’utilisation des Bandes Animées pour l’assertion unilaterale est contraire à

l’esprit du Festival. 

On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en se mêlant le problème

contre autre pays. C’est pour la véritable relations amicales avec France, Japon et la Corée. 

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir. 

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce message. Et aussi on vous

souhaite le success du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. 

　 

[あなたの名前] 

Thomas Hassler Allemagne 2014-01-07 Absolut falsch !!!



Nom Lieu Date Commentaire

Denis MAS France 2014-01-07 Parce qu'il est juste inadmissible que le festival de la BD d'Angoulême se mèle

de politique et surtout de la politique internationale asiatique.  Si c'était le cas,

votre fond de commerce est pourri Monsieur Bondoux. SVP ne devenez pas

l'une des armes innocentes et j'espère inconscientes de cette perfidie et erreur

internationale. Mon grand père est mort en résistant contre les nazis et je n'en

veux pas aux allemands de la folie de leurs grands parents.

Yoshida Eriko Japon 2014-01-08 慰安婦は日本叩きの道具です。韓国の政府の支援する反日活動です。現在慰安
婦だという人は実際に慰安婦だった証拠はありませんし、日本政府が強制した
わけだはなく、高給につられて自発的に売春していた人間です。

Foujisoi Daï Japon 2014-01-11 Coréens revendication sur les femmes de réconfort est fictif.

Yuki Kakazu France 2014-01-13 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!



コメント

名前 場所 日付 コメント

Taniuchi Tomoto Tokyo, 日本 2013-12-18 It is the fabricated history.

Naomiki Ishikawa 日本 2013-12-18 Il faut arrêter cette propagande le plus tôt possible avant qu'elle devienne la

deuxième Masacre de Nanjing fabriqué.

Saeko Takemoto 兵庫県, 日本 2013-12-18 Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

Eiji Suzuki Fair Oaks, CA 2013-12-18 We cannot allow fabricated story of the Comfort Women. Even US government

document from 1944 stated that they were merely "War Zone Prostitutes".

木内 美どり 日本 2013-12-18 韓国の嘘、Japan Discount
Campaignにはうんざり。洗脳国家に洗脳されないでください。

出口 桂子 日本 2013-12-18 韓国の日本貶めは犯罪です．
強請たかりの下ごしらえです．

高村 能包 日本 2013-12-18 韓国人は世界に浅はかな人間ですと教えている。

影山 仁朗 日本 2013-12-18 Comfort women were well-paid professional prostitutes!!

Yoshiko Inoue AUSTIN, TX 2013-12-18 Please read the following official report from the U.S. Army(issued in 1944) for

your reference. 

<a href="http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2013/02/Japanese-

Prisoner-of-War-Interrogation.pdf" rel="nofollow">http://nadesiko-action.org/wp-

content/uploads/2013/02/Japanese-Prisoner-of-War-Interrogation.pdf</a>

I truly hope this wonderful international festival should not being used as

political issues, should be a place where people from all over the world enjoy

cool Manga culture. The event will be ruined if you allow to show such foolish

propaganda based on dirty gossips and it only invites negative and unwelcome

results.

Yoshihiro Maruyama Laguna Niguel, CA 2013-12-18 韓国人の歴史捏造に漫画祭を利用しようという姿勢は許せません。

Yoshiaki Watabe 日本 2013-12-18 嘘を喧伝してはばからない愚かな民族にあわれみを覚えます。

Yoshihiko Igarashi Ota-ku, 日本 2013-12-18 従軍慰安婦は存在しない。

Nishioka Hitoshi Osaka-shi, 日本 2013-12-18 嘘を嘘で上塗りし、それが世界へ拡散していくのには我慢なりません。

日本的思考で、真実は　自然に皆へ伝わり　嘘は廃れていくだろう・・・程度
に思っていましたが

もはや　そんな悠長な次元では無くなってきました。

１日本人として　出来ることを発信し　対抗して行かねばならないと

強く思い　実行してい来ましょう。

Ide Tomoki 日本 2013-12-18 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

清水 吉秋 日本 2013-12-18 慰安婦が売春して高額の収入を得ていた事は当時のアメリカ軍作成した資料で
明らかです

asai hideaki Minato-ku, 日本 2013-12-18 漫画は楽しいもの、貶める手段にするなんて漫画ファンとして反対します。

Tsuyoshi Sato 日本 2013-12-18 No share for Comfort Women Fablication



名前 場所 日付 コメント

MASUMI TAKAHASHI オーストラリア 2013-12-18 愚かな国、韓国の愚かすぎる行動と自国民をも騙し続けているウソを世界に広
める犯罪行為を阻止するぞ！竹島即刻返還、謝罪賠償、無意味に殺傷されてし
また日本人漁師達への謝罪賠償、捏造慰安婦反日プロパガンダ、即刻撤回、謝
罪、賠償を要求する！犯罪国家、韓国の愚行を絶対にこれ以上続けさせない！
日本と日本人、そして我々子孫の為に自らの命をかけて戦った靖国神社に祀ら
れている英霊たちへの捏造による侮辱は
絶対に許さない。
絶対に！！！！！！！！！！！

GEORGE OGASAWARA Los Angeles, CA 2013-12-18 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

Mike IKEDA 日本 2013-12-18 本来は日本政府が率先してやるべきこと。
事実ならまだしも、嘘出鱈目を放置すれば嘘が既成の事実とされてしまう。特
に海外では！！

高橋 志韶 オーストラリア 2013-12-18 愚かな犯罪国家、韓国の犯罪をこれ以上許さない！絶対に許さない！即刻、竹
島返還、謝罪、賠償、ねつ造慰安婦、即刻撤回、謝罪、賠償を要求する！！！

畑 嘉代子 大阪府, 日本 2013-12-18 世界中で嘘で日本を貶める卑劣な韓国のことに怒りが湧き、本当に腹が立ち許
せません！！

shizuyo tsutsumi 日本 2013-12-18 事実ではないことを捏造して広めようとする試みには反対します。是非

栂野 清比古 広島県, 日本 2013-12-18 本当に法治国家ならば、よそで「告げ口外交」するのではなく、正々堂々正面
から、法律に則って勝負しろ。

三桝　 史政 日本 2013-12-19 模造の歴史を喧伝するのは止めてください。

Tamotsu Kochi 日本 2013-12-19 嘘を100も承知のくせに利を求めて責める泥棒根性。

Takayuki Sumimoto 日本 2013-12-19 自己主張のためなら平気で歴史を捏造する韓国の行為は自由と平等の民主主義
をを犯すものであり断固抗議します

Hayakawa Yasuhiro 日本 2013-12-19 漫画を楽しみにして来る人々の前で不愉快な嘘を言いふらすのはやめてもらい
たい！

yasuo saito 日本 2013-12-19 I hope that the place of valuable cultural exchange will not be used in the game

of politics that has been distorted.

misako aoki 日本 2013-12-19 根拠のない事で日本を貶める許せません

ＳＨＩＭＩＺＵ ＫＡＮＡ 日本 2013-12-19 日本の立場なども検証してからきちんとキャンペーンでも何でも行って欲しい
！
一方の国に加担するのはおかしいですし、政治的な発言をするイベントではな
い筈です。

吉田 春代 日本 2013-12-19 ひどい捏造韓国人はベトナム女性を強姦したり略奪したりそれを隠している、
恥を知れ！日本は韓国人を性奴隷などとデタラメを言うな！

高橋 美智子 オーストラリア 2013-12-19 韓国による日本を侮辱するこの悪質な国際キャンペーン、必ず阻止しましょう
！！！

Nobumasa Mori 日本 2013-12-19 これを捏造したのは吉田清治という職業的反日日本人だった。韓国から出た話
ではない。
8年後、1991年8月11日、朝日新聞が大誤報をして、第1次慰安婦騒ぎが始まる
・・・朝日新聞の責任は非常に重い。

松村姓 紀志子名 日本 2013-12-19 真実は勝。



名前 場所 日付 コメント

Shiraishi Kazuyasu Seattle, WA 2013-12-19 事実無根の主張によって日本国の名誉を傷つけるような行為は決して看過でき
ません。しかも漫画やアニメーションのような人間の意識に容易に浸透しやす
い手法を利用して虚偽の事実を刷り込もうとすることは非常に危険だと思いま
す。毅然とした態度と正論で間違いを正すためにも日本国民一人一人が立ち上
がるべきです。応援しております！

Abe Kazuko 日本 2013-12-19 捏造により、日本人が貶められることにもうこれ以上我慢できません。

Kenji Kuwabara 相模原市, 日本 2013-12-19 国際漫画際なんかに持ち込むなよ。ちょっとはＴＰＯを考えろ

奥 政実 日本 2013-12-19 捏造に対して日本人として断固とした抗議は当り前の義務です。

Yoshifumi Arai 日本 2013-12-19 これまでは韓国側の声が大きく韓国の主張がまかり通る時代でした。しかし日
本人は真実に気づきました。ディスカウント・ジャパン運動を粉砕しましょう
！

中祖 恵子 日本 2013-12-19 韓国の「慰安婦キャンペーン」？もう、いい加減にして欲しいです！

山中 利之 日本 2013-12-19 嘘に基づく日本への誹謗中傷、名誉棄損は許さない。

Ohba Sakiko 日本, 中華人民共和国 2013-12-19 今まで大人の対応とやらで日本人はあまり声を上げようとしてきませんでした
。しかし捏造慰安婦があたかも真実のように拡散されていることに怒りと危機
感を感じます。やはり違うことは違うときちんと声を上げないといけません。

niiyama koji 日本 2013-12-19 慰安婦？20万？ふざけるな！

渡邊 聡 佐賀県, 日本 2013-12-19 つまらない反日活動するより、自国の文化を広める活動をしなさい!!素晴らし
い文化があるじゃないの!!

Masaki Miyamoto 日本 2013-12-19 WWII comfort women are professional prostitutes. 

As for truth, the comfort women of the Korean War are "kidnaped SexSlaves." 

Let's stop a liar Korean's propaganda. 

Nishikawa Minoru Asahikawa-shi, 日本 2013-12-19 漫画に対する侮辱だ！

chizuko momose 日本 2013-12-19 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

天野 啓央 日本 2013-12-19 Let's stop a liar Korean propaganda.
卑劣な嘘の韓国のプロパガンダはもうこりごり。

ohtsuka masumi 日本 2013-12-19 歴史に関してなりふり構わず捏造する韓国人にはあきれるが、これを黙って見
過ごすと本当のようになってしまうのが恐ろしい。
同じテーブルで争いたくないが、戦うぞ！

柚木 優希 日本 2013-12-19 論破プロジェクトさんに感謝！

Mayumi Mine 日本 2013-12-19 マンガの世界まで、韓国のプロパガンダに利用させるな（怒）

hidetoshi furukawa Nagoya-shi, 日本 2013-12-19 ガンバロウ・・・

Yamashita Yayoi 日本 2013-12-19 かっての戦争で日本がアジア諸国に迷惑をかけたことは事実であり、故に出来
うる限りの援助でアジアの発展に寄与してきました。また、その自責の念から
反論も控え我慢してきましたが、もはや我慢も限界です。これ以上韓国に間違
った事実を世界に流布される訳にはいきません。

Yoshida Eriko 日本 2013-12-19 日本を貶めるために嘘の上塗りを続ける韓国には断固と抗議します。日本人は
いつまでも大人しくしている訳ではありません。

山田 亜弓 日本 2013-12-19 韓国による日本人の人権侵害にあたるほどの嘘の流布に抗議します。

山下 正雄 Kasugai-shi, 日本 2013-12-19 日本政府は韓国に経済制裁か国交断行をお願いしたい位だ。

suzuki sachie tako, 日本 2013-12-19 今も昔も売春は朝鮮（韓国）の主要産業です。ただそれだけです！



名前 場所 日付 コメント

壽美子（Sumiko)
千葉（Chiba）

Shinjuku-ku, 日本 2013-12-19 アメリカではすでに多くの国民が日本の正当性に気づいてしまったので、今度
は何も情報のないところ、フランスに舞台を変えましたね。韓国は自分達の首
を自分たちで締めていることが分からないようでお気の毒というしかありませ
ん。　でもこのまま放っておいてはいけませんね。

Tanigawa Yumiko 2013-12-19 韓国は自国の売春婦を何とかするべきです。　戦時中悲しい事に売春で生活を
支える女性が大勢いました。韓国軍はライダイハンを棚に上げています。彼ら
はレイプ残虐行為を平気でしたいました。　売春とは大違いの残虐行為です。
それを棚に上げ嘘ねつ造で日本を陥れようとする。しかも、なぜフランスで？
漫画祭りで？韓国人は異常！！

飯塚 英子 兵庫県, 日本 2013-12-19 アニメの世界を政治的問題に利用してはならない。しかも二国間の問題を第三
国が介入するような行為は認められない。特にアニメが世界に認められるよう
になったのは日本のお陰と言っても過言ではない。そんな国に対してアニメで
侮辱するのは受け入れがたい。

細谷 清 日本 2013-12-19 暇人の国-
韓国に付き合うのは疲れるだけだと思わず、国の為、ご先祖の為、そして子供
と子孫の為に、朝鮮人の嘘と捏造を粉砕するまで、辛抱強く闘って行きたい。

yabe tasuichiro 日本 2013-12-19 慰安婦問題活動を海外で展開するなど全く許せません。

Yamada Toshiko 日本 2013-12-19 韓国の売春婦の乞食ビジネスに騙されないで下さい。

TANIMOTO Ｍａｋｏｔｏ 日本 2013-12-19 韓国の捏造の性癖は、日本人とは相容れない。
日本人は、嘘吐きは、泥棒の始まりと、人間として最低だ、との教育を受ける
が、韓国人は、勝つためなら何でもするという人種で、嘘も百遍言えば本当に
なると、信じている様だ。日本人の人の良さは、韓国人には通じない人種であ
る事を、肝に銘じるべきだ。

茂木 弘道 Kawaguchi-shi, 日本 2013-12-19 韓国はいつまでもウソが通るといい気になるんではない。最も自分のウソも気
づかない愚かさなのかもしれないが。

Michio Sekino 日本 2013-12-19 フランス人は、韓国のウソを簡単に信じるほど単純な人ではないとおもいます
。日はqン精

フランス人は韓国のウソを簡単に信じるほど単純な人々ではないと思いますが
、宣伝であることが見え見えの話に対しては、フランス人特有の批判精神をも
ってウソを見破ってほしいものです。私はフランスに５年強住んでいましたの
で、フランス人の性格はある程度わかります。

久保 純一 日本 2013-12-19 日本では専門家によって歴史資料の検証が行われ、これが捏造であることが証
明されています。

木村 徹 日本 2013-12-19 真実に光を！

北 恵 日本 2013-12-19 慰安婦ではなくただの売春婦

神林 淳子 日本 2013-12-19 フランスのみなさま、
正しい歴史を知って下さると、
韓国のねつ造歴史を排除する事が正義だと、理解して頂けます。

Kato Mano 日本 2013-12-19 韓国による捏造慰安婦キャンペーンは絶対阻止する。

katsumi shotarou 日本 2013-12-19 何かあれば慰安婦問題を持ち上げ、世界中で反日を広め、日本人を陥れようと
する卑劣な韓国人共を許すな！

Shun Ferguson Saitama, 日本 2013-12-19 Korean government invited the organizer of this festival to Korea to corrupt

those organizer to work to get priority on Korean entrant at the competition.

This is typical Korean lobby activity as we all can see at any sports events and

beauty contests once if Koreans are participated. Dirty Ass.



名前 場所 日付 コメント

Take HATO 日本 2013-12-19 南朝鮮に調子に乗らしちゃいけませんぞ。

齋藤 良治 日本 2013-12-19 捏造反日キャンペーン反対

奥村 末弘 日本 2013-12-19 嘘偽りが大手を振って大きな顔をする世界は無頼漢の社会であり真実に裏付け
られた正しい歴史を認識すべきである。恫喝と大きな声で道理が引っ込む時代
は過去のものになっている。嘘で塗り固めた偽りの歴史観は打破しなければい
けない。

ガー ちゃん 日本 2013-12-19 ジャパンエキスポで勝手に韓国ブースを作って参加しておきながら、日本の国
際的信用を貶めようとする韓国。最低です。韓国人慰安婦を米軍相手の性奴隷
にしていた韓国政府がよくもこんな嘘をつけたものだと呆れかえるばかりです
。

Taichi Ono 日本 2013-12-19 事実に基づかないでっちあげの歴史非難は、日本人に対するヘイトスピーチで
あり、差別です。そのような非人道的な行為に反対します。

suzuki saki 日本 2013-12-19 慰安婦はとても高給取りでよい生活を送ってました

松永 加世子 日本 2013-12-19 韓国のうそを告発しよう！

iribe kenji 日本 2013-12-19 韓国の嘘にだまされないように。
すでに歴史研究で決着がついていることです。

佐野 弘子 日本 2013-12-19 It is not a fact that the Japanese army abducted 200,000 North Korean
women, and made it the sex slave at the time of World War II. 
The U.S. Forces made North Korean comfort women the prisoner of war in
1944, and it examines about comfort women's actual condition, and is
drawing up the investigation report. 
The report is kept in the U.S. Public Record Office. 
And it is clearly written into the report that comfort women (how to
call the prostitute by a Japanese army) are mere prostitutes. 
It quotes from a report.
A "comfort girl" is nothing more than a prostitute or "professional
camp follower" attached to the Japanese Army for the benefit of the
soldiers.
<a href="http://texas-daddy.com/comfortwomen.html"
rel="nofollow">http://texas-daddy.com/comfortwomen.html</a>
コメント（任意）

Masako Yamada 日本 2013-12-19 もうこれ以上、彼の国に舐められた態度は良くないと思います。ささやかな抵
抗、なのかもしれませんが・・・例え「民間」であっても、例え「些細な事柄
」であっても、日本人が抵抗している・・・というのを理解して貰うための第
一歩です。

顕代 寺岡 日本 2013-12-19 韓国が自らの虚構捏造を省みず、世界に日本に対する悪意をばら撒いた結果、
今までただ鵜呑みにしてきた、又は無関心だった日本人が自ら過去を調べて真
実に気付き始めました。真実と嘘は区別しなくてはいけません。それは過去の
日本人の為でもあり、未来の日本人の為でもあり、韓国人の為でもあるのだと
思います。

内藤直美
ないとうなおみ

日本 2013-12-19 いい加減、本当の事実を世界走るべき！！

horikawa yuko 日本 2013-12-19 日本の国と日本人の誇りと名誉を守りましょう。

fujio katagiri 日本 2013-12-19 日本人差別は反対

萩原 生朗 日本 2013-12-19 いい加減、歴史のねつ造で憎悪を煽るような慰安婦キャンペーンはやめるべき
だ

ohba masayuki 日本 2013-12-19 Ｋ国にはもう辟易です。



名前 場所 日付 コメント

井上 博之 東京都, 日本 2013-12-19 Non ! Jamais !

Sasada Tuyosi 日本 2013-12-19 韓国の愚劣な行為を強く非難する！そして「なでしこアクション」の尊い活動
に感謝する！！

RIMPO YUKIKO 日本 2013-12-19 他国で主張しないで、日韓基本条約に異存があると、国際司法裁判所に訴えれ
ばいい。嫌がらせで言いなりにしようなど、ヤクザと同じだ。

kiyo wata 日本 2013-12-19 先の戦争における慰安婦の存在を否定しているのではありません
大東亜戦争において、韓国の慰安婦は、朝鮮人女衒にだまされたり、貧困ゆえ
親に売られたのです。

当時、慰安婦になるためには、韓国の役所で本人のサインが必要でした。
また警察の８割は韓国人だったのです。
このような状況で、２０万人もの女性が慰安婦に強制されたのですか？

強制されたとしたら、韓国の役所の人や韓国の警察は一体何をやっていたので
しょう？？
韓国の慰安婦は、朝鮮人女衒にだまされたり、貧困ゆえ親に売られたのです。

Rieko Webber West Kelowna, カナダ 2013-12-19 冬季オリンピックが間もなく始まります。W杯しかリです。韓国側が何を目論
んでいるか解りません。韓国は政府がらみで、国際世論に訴える機会を探して
います。
ブエナパーク市で【メール抗議の応酬】がいかに効果があったか、市長自ら述
べています。
私達の武器は「抗議メール」です。

oomura rieko 日本 2013-12-19 漫画やアニメの世界に政治を持ち込むのは、非常識楽しくない!!!

Takahiro Wada 日本 2013-12-19 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

soubaru youko 日本 2013-12-19 検証無しに片方の意見だけを広める事はその行程も事実が確定したその時にも
とても美しく無い。
どういう行動が素晴らしいかはあなたたちには分かるはずです。
漫画という文化を一方的なプロパガンダで汚す事は漫画を好きで楽しんでいる
私にはとても不快であり悲しいです。

Mika Takai 日本 2013-12-19 女性の人権問題にすりかえてわめけば、他所の国の賛同が得られるという作戦
なのでしょう。日本はきちんと反論していかねばなりません。

Miyake Hideaki Sakai-shi, 日本 2013-12-19 こんな考えるだにおぞましいウソを平気で喧伝する国とは正に狂ってるとしか
思えません。

T Takano オーストラリア 2013-12-19 Korean prostitutes voluntarily came to Japanese bases to earn huge amount of

salary, 70 years ago. 

Now they attempt to cause political dispute to a festival which is completely not

related to politics. This is one of anti Japan campaign produced by South

Korean government and they do not hesitate to fabricate the history. French

people should not underestimate their persistence and cowardice.

fujikawa micihharu 日本 2013-12-19 韓国を許しません。

sawai hideaki 日本 2013-12-19 勿論賛同！

Kazumi Takahashi Chino Hills, CA 2013-12-19 The comfort women issue is a biggest hoax.



名前 場所 日付 コメント

nagamine yutaka 日本 2013-12-19 良識のあるフランス人は、息を吐くように嘘をつく韓国人に騙されないで下さ
い。

shinichi suzuki 日本 2013-12-20 韓国人の嘘・捏造に対して、誇りある日本人は激怒しているぞ。
他人の悪口しか言えない韓国人に告ぐ。
「国際法廷でも通用する一次資料を提示してみろ！！」

Tooru Takiguchi 日本 2013-12-20 趣旨に賛同いたします。コメント（任意）

keiji fujikawa vancouver, カナダ 2013-12-20 第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー　:
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

hiromoto nose 日本 2013-12-20 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

吉村 哲也 日本 2013-12-20 真実普及を目指して、協力し合って行きましょう。

Yoshihiro Sono 日本 2013-12-20 Comfort-women did exist.They were hired prostitutes.Most of them were
Japanese.About 30% were hired from the annexated areas(Korea,Taiwan
etc).South Koreans claim that they were "forced" by the Japanese
Military to be "Sex Slave",but they were all hired from the local
company run by locals,which means they were prostitutes hired by
Koreans.There are still many prostitutes working near military camps
all over the world nowadays.
"Comfort Women" was just like that.
The special thing about them was that the Japanese Military did their
health check because the local company didn't care about women's
health in those days.There are receipts remain that some were even
paid much more than Japanese Generals.The Japanese Military gave order
to the company not to force women to be prostitutes.
(All the documents above remain as an evidence)There are so many
evidence of them ,but somehow everybody in the world ignore.I think
you have heard some stories from former-comfort women,but I think you
never saw any evidence from them.(Their story always change.)And think
about the population of Korea
There were 25million people in that peninsular..If we forced
200thousand girls,that will mean almost 1 % of the population was
kidnapped.
It sure would have been a big trouble. And,,if they were really forced
to be Sex Slaves,why don't any Japanese or Taiwan women claim that?
Even North-Korea doesn't argue about it.And the biggest point about
this issue is that, all these problems were solved by the
"Japan‐Republic of Korea Basic Relations Treaty "(1965)
The Korean government never mentioned about Comfort Women during 14
years of negotiation.BTW,when Japan mentioned about personal surety
for the victims,Korean government said 
"they will be paid from the Korean government .Please send the money
to us."
And they used the money to build their infrastructures.
Comfort women should claim about that.メント（任意）

shinichi suzuki 日本 2013-12-20 韓国人の嘘・捏造は許せません。

tanaka tsunayo 日本 2013-12-20 世界中が正確な情報を知ってほしい！

衞籐 俊明 日本 2013-12-20 わが日本国のため活動を尊敬します。

osaga hiro 日本 2013-12-20 賛同します



名前 場所 日付 コメント

大関 彩子 日本 2013-12-20 すごく賛同します！慰安婦はただの売春婦！

今村 隆宏 日本 2013-12-20 歴史のねつ造も改竄も「創造」も許されない

中山　大也
ナカヤマ　マサヤ

日本 2013-12-20 ナデシコアクションに全面的に賛同いたします

酒井 愛 日本 2013-12-20 どうか阻止できますように。

yoshihiro suzuki 日本 2013-12-20 韓国人に酷い嘘を言われ、苦しめられてきた。未だに彼らはその嘘を隠すため
に嘘を上塗りしている。これは絶対に正さなければならない。

杉森 宏 日本 2013-12-20 正しい事実を世界に知らせたい

伊藤 誠 New Zealand, 日本 2013-12-20 韓国は本当に色々な所で嘘を広める。嘘も１００回言えば本当になると言って
はばからない、卑劣きわまりない連中だ。自国内同様、世界の子供まで嘘で教
育するつもりか。

原野 清隆 日本 2013-12-20 韓国消えろ

Tak Tanaka Irvine, CA 2013-12-20 SNSをもっと利用したらいかがでしょうか？

網谷 慎 日本 2013-12-20 21世紀に入ってはや13年が過ぎました。
これ以上の虚言妄言佞言寝言戯言は許しません。

杉本 洋平 日本 2013-12-20 国際的な漫画際を政治利用する韓国の暴挙は許せない。

石井 修一 日本 2013-12-20 頑張ろう、日本

田辺 隆 日本 2013-12-20 「大人だから、子供のワガママは放っておけば。」との感覚で長年日本人は隣
国とのお付き合いをしてきました。　しかし、かの国の人々はその生き方を未
来永劫変えることはないということに気づく時がきました。　そして、サイレ
ントマジョリティは声に出し、行動せねばならないのです。　ご先祖が命に代
えて護ってくださった、日本人の心、日本の国体を子孫に正しく引き継ぐため
に。

taniguchi kiyomi 日本 2013-12-20 卑劣な韓国の行為には断固反対ですコメント（任意）

Nagai Nobuyuki 日本 2013-12-20 韓国人よ、嘘はいい加減にしなさい。恥を知れ。

杉尾 巨樹 Kagoshima-shi, 日本 2013-12-20 文化交流の場にての場違いな政治活動であり。かつ、その内容も虚偽に満ち溢
れている。このような展示を認めることは許されない。

Tatsuno Kouzi 日本 2013-12-20 コメント（任意）漫画際の関係者の方々には、どうか一方だけの話だけを聞い
て判断なさらないでいただきたいと思います。少し調べれば韓国側の言い分が
嘘だと分かりますから！

高橋 正武 日本 2013-12-20 日本政府が前面に出て抗議すべきだ。

中村　　NAKAMURA
　信正　　Nobumasa

日本 2013-12-20 I do hate Korean fake story for compfrt wemen. It is their day dream. They shall

be sincere to the fact & reality, if they have any concience and pride.

水嵜 純七 日本 2013-12-20 戦前当時、大学卒業者の初任給が１０円程度なのに、慰安婦の給料は３００円
です。しかも韓国の業者の斡旋です。戦後もつい１０年前まで、韓国はキンセ
ンパーティーと称して売春が公然と行われていた。

新田 一世 日本 2013-12-20 何故皆が楽しみにしている祭に政治問題を持ち込むんだ？このイベントをブチ
壊したいとしか思えません。漫画祭の成功の為にも、韓国の暴挙は絶対に阻止
する必要が有ると思います。

大島 圭一 日本 2013-12-20 韓国みたいな小国とは国交断絶を強く願います。

齊藤 達也 日本 2013-12-20 ねつ造許さず！

takao matsuda 日本 2013-12-20 ジャパンディスカウントに抗議する！

和田 憲治 日本 2013-12-20 クズ韓のねつ造反日プロパガンダに断固対抗します！



名前 場所 日付 コメント

平澤 賢治 静岡県, フィリピン 2013-12-20 韓国の嘘拡散に協力してはいけない

S E Kyoto, 日本 2013-12-20 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d’Angoulême!!

丹羽 智也 Miyazaki-shi, 日本 2013-12-20 日韓断交ある　のみ！

薄 浩之 日本 2013-12-20 長い目で見れば韓国を含め、全ての国と仲良くなっていかなくてはいけない。
まずは両国が事実を正しく認識し、嘘を嘘だと知ることが必要。

薮田姓 亮子名 Q.C., カナダ 2013-12-20 日本人である以上、事実に反する事を流布されるのを黙って見過ごす訳にはい
きません。
この件に全く関わりのないフランスを巻き込む韓国という国は国際社会から信
用を失うでしょう。

tomomi shirotu 日本 2013-12-20 間違っていることを、間違っていると指摘しましょう。
それだけでも意味があります。

三谷 寛道 日本 2013-12-20 彼女たちが、旧日本軍に無理やり連れて行かれて性奴隷にさせられたなどとい
うのは、韓国のプロバガンダです。
れっきとした売春婦であった証拠はたくさん出ています。
我々日本人の祖先を侮辱する行為には我慢なりません。

小橋 綾子 東京都, 日本 2013-12-20 私達は嘘や捏造に粛々と反論します。日本中・世界中が韓国のあらゆる騙しに
気付き始めています。私達が声を上げるほど、韓国は信用を失います。

kotoe morisaki 日本 2013-12-20 Truth is not lost to lie

田中 光也 日本 2013-12-20 Don't Be Fool.

Korians always deceives people for maney and their fantasy.

中島 健雄 Asahikawa-shi, 日本 2013-12-20 従軍慰安婦は存在しておりません、売春婦はいらっしゃいました。

坂口 守 日本 2013-12-20 がんばって誤った歴史認識をただしましょう。

MASAKI TAKANO 日本 2013-12-20 従軍慰安婦はでっち上げです。

Ishiabshi Kusuo 日本 2013-12-20 これは日本に対するテロ行為である！

青木 治人 日本 2013-12-20 真実を自分の目で耳で確かめてください。

Yuzawa Motoo 日本 2013-12-20 No one trust korean accidennt faker.

ｍａｓａｎｏｂｕ ｙｏｎａｍｉｎｅ 日本 2013-12-20 息を吐くように嘘を付く朝鮮人の日本及び日本人に対する反日行為をこれ以上
許してはならない。主催者は、韓国・朝鮮人についてもう少し勉強すべきでは
ないか。彼らが今まで何をし、何をしようとしているのか。フランス人の良識
に期待したい。

Yamada Masako 日本 2013-12-20 Tu ne dois pas apporter de haine dans le festival de la paix pour pousser la

compréhension mutuelle en avant.

吉永 一郎 ルクセンブルク 2013-12-20 漫画祭という文化的行事に政治的悪意を持った行為は許されません

木村 ゆかり 伝統あるレスリングをオ
リンピック競技に残して
下さい。, 日本

2013-12-20 資料の検証により既に答えが出ている問題をむし返し、堂々と、あたかも史実
であるかのように、嘘で固めた性奴隷の物語を漫画にして視覚に訴え、何も知
らない善意の人々の感情を揺さぶって信じ込ませ、結果として日本を貶める。
こういう韓国のやり方は本当に卑怯で見過ごせない。

佐藤 正義 日本 2013-12-20 応援します！！

Tanabe Yuri 日本 2013-12-20 Korea is the country of COPYCAT.

Stop the forgery. No more the forgery.

岡村 敏樹名 日本 2013-12-20 なでしこアクションがんばれ～！

kobayashi motoko 日本 2013-12-20 真実は一つ。日本は真実をまもる



名前 場所 日付 コメント

YUKO KIMURA 日本 2013-12-20 日本と韓国の問題は国家間の条約において全て解決済みであるのに、執拗に世
界中で慰安婦問題をアピールするのは、慰安婦を利用した単なる日本への嫌が
らせである。そもそも韓国のいう慰安婦は高給の売春婦であった。元慰安婦と
いう老婆の証言には証拠が一切なく、二転三転している。

稲葉 敏 日本 2013-12-20 日本の武人（武士道）は慰安婦強制や南京虐殺は決してありえません！

kannzi sakamoto 日本 2013-12-20 テコンVでかかってこい！

豊沢 良夫 日本 2013-12-20 南鮮の方々は限度というものを知らないようです。馬鹿な人たちです。日本人
が怒ればどうなるか分かっているのだろうか。

Kitamura Akiko 日本 2013-12-20 韓国民の下品で軽薄なやり方にはもう我慢なりません。でっち上げた悲話に優
しい気持ちと同情を寄せてくれる人々を騙し利用するなんて！そしてそんな優
しい人々に心を痛めることもないのが韓国民です。許せません！！

鎌田 真弓 Hirosaki-shi, 日本 2013-12-20 慰安婦は性奴隷ではない。彼女たちは雇われた売春婦である。

南 宏 日本 2013-12-20 そのとおり

早川 竜二 日本 2013-12-20 誤った歴史は認められない！

木次 藤夫 日本 2013-12-20 漫画の世界に政治問題を持ち込まないで＞＜

山本 廣 日本 2013-12-20 日本軍相手の慰安婦はいましたが、「２０万人を拉致して性奴隷にした」とい
うのは事実無根です。



名前 場所 日付 コメント

Nozaki Kazuya 日本 2013-12-20 LE41e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Monsieur le

Délégué Général Franck Bondoux

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

"Femmes de Réconfort" est l'appellation employée au Japon à propos des

femmes prostituées organisées pour l'armée et la marine impériales

japonaises, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui la Corée insiste que ‘Il y avait au moins des 200,000 femmes et

des enfants coréennes furent enlevées et forcées d'être comme les esclaves

sexuelles.’

D’ailleurs on fait la campagne de lavage de cerveau des gens de tout le monde

entier pour ‘Faire les reconnaître l’affaire comme s’il soit un problème

d’esclavages sexuelles commis par le Japon’.

On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni

Enlevées , ni Forcées par l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la

vérité, mais ce n’est que des mensonges ou histoires sans fondement.

Au Japon, plusieurs specialistes, historiens et journalistes ont vérifié sur les

chaque cas particulier. Et ils ont pourvé que les histoires racontées par les ex-

“Femmes de réconfort” ne sont que les histoires fabriquées par eux ni plus ni

moins.

Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore

véridique. Et maintenant Angoulême va se mêler des affaires entre le Japon et

la Corée sans savoir la vérité ni vérifier le cas. C’est de la folie furieuse.

Et au festival, le gouvernement coréen manipule le festival d’Angoulême

comme un champ de bataille politiquement et diplomatiquement. Il est en trains

de conspirer contre notre pays.

Le 41e BD d’Angoulême commet bien des erreurs en collaborant avec la

campagne malveillante anti-japonaise du gouvernement coréen.

La diffusion et l’utilisation des Bandes Animées pour l’assertion unilaterale est

contraire à l’esprit du Festival.

On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée.

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir.

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce

message.  Et aussi on vous souhaite le success du Festival de la Bande

Dessinée d'Angoulême.

たかく かずみ 日本 2013-12-20 韓国の子供じみた間違いだらけの妄想にいつまでも付き合うことはありません
。



名前 場所 日付 コメント

mieko sakai 神奈川県, 日本 2013-12-20 日本人として慰安婦捏造は絶対許せません

Arami Tadashi 日本 2013-12-20 coréen dit un mensonge.

Ne pas croire!

Masae Kaizuka Hampton,
オーストラリア

2013-12-20 悪意の嘘を世界中にふりまく韓国の団体の参加を許すという神経が理解し難い
。事実を知ればそんな悪だくみに加担するのを恥とおもうはずである。

ikeda hiroyuki 日本 2013-12-20 慰安婦は、将軍よりも高級とり。

Chanel Emmanuel Utsunomiya, 日本 2013-12-20 証拠も揃っていないのが明らかだったのに謝罪した政治家に怒りを感じます。
吉見義明編
従軍慰安婦問題資料集見ても、強制連行がなかったのは明らかなのに。

kazuji haraguchi coquitlam, カナダ 2013-12-20 ganbari mashiyo

Sakamoto Yukimasa Tokyo, 日本 2013-12-20 事実を歪曲した漫画を出品して日本国を貶めることを許さない。

鈴木 一生 群馬県, 日本 2013-12-20 韓国の一方的な話を聞き判断されるのは間違いです。
フランス人は公平な情報収集をせず、デリケートな他国の国際問題に首を突っ
込みプロパガンダに協力するのですか？
もしきちんとした調査もせず、慰安婦プロパガンダに協力するのなら我々日本
人はナポレオンの子孫達には正義はないと判断するでしょう。

Akiko Minami 日本 2013-12-20 韓国はペテンの国
だまされないで！

山根 緑 イタリア 2013-12-20 嘘をついてまで他国を貶める愚はもうやめて欲しい。

戸田 玲子 日本 2013-12-20 韓国の主張する慰安婦は、当時日本軍による強制連行ではありません。募集に
より応募して高給をいただいていた方達です。嘘ねつ造に断固抗議します。

YAMAMOTO KENNJI 日本 2013-12-20 LOVE JAPANN

YAMAMOTO KENNJI 日本 2013-12-20 水間氏が書かれている、証拠写真を是非,見せましょう。
このいかれた国には、強行姿勢で叩きのめすべき。

高平 みどり 日本 2013-12-20 性奴隷でなく、高給売春婦です。
慰安婦の方の証言には、コロコロ変わる内容があり、朝鮮戦争時にといった言
葉もあります。日本は朝鮮戦争には参加しておりません。

唯野 朋亮 0990412, タイ 2013-12-20 子供達の文化の漫画に、１国・大人が洗脳に利用するのは、子供達の未来への
冒涜です。
即刻、協力を止めなさい。

Kaori Nagata Dublin, OH 2013-12-20 捏造の被害者ごっこにはこれ以上付き合いきれません。
断固拒否お断り！

斉藤　 英記 日本 2013-12-20 文化に政治を持ち込むな。

佐々木 貴子 Downey, CA 2013-12-20 韓国人は、もっと、本質をみるべきです。　歴史事実を捏造するのは、やめて
ください。

袴田 みつ子 California, CA 2013-12-20 大人として成長していれば品位のない行動はしないと思います。

Cloud Stream 日本 2013-12-20 Corée du Sud protéger le principe de la primauté du droit!

Corée du Sud Protéger le droit international!

Corée du Sud doit arrêter la politique anti-japonais méprisable!

成田 透 日本 2013-12-20 韓国の反日キャンペーンには憤りを感じます。日本人だけでなく世界中の人達
は、このような理不尽なキャンペーンに屈してはなりません。

kuroda mitsue 日本 2013-12-20 未来の子供達の為にも日本の立場を貶めることは止めなければならない



名前 場所 日付 コメント

Muneki Tajima 日本 2013-12-20 Korea uses politics until the festival of such a subculture.

Besides, all their political propaganda is lies. Because they want to do their

international viewpoint profitably, they look down on Japan. . . They do not

show material evidence at all. Because they do not have it, they cannot show

evidence.

Daichi Fukushima Aichi, 日本 2013-12-20 ブログで、Facebook、Twitter、SNSでどんどんアピールしていきましょう。
先人の名誉挽回と現代日本人の誇りのため、そして子どもたち、孫たちが自信
を持って我が国を愛することができるように。
悪質な行動には悪質な行動で返すのではなく、何が真実かを伝えていくことが
質の高いアピールになると思います。

三木 亮太郎 赤穂郡, 日本 2013-12-20 嘘を広めることに加担しないでください。

市場 康子 日本 2013-12-21 韓国人の言うことは、虚偽が多いと言うことを前提に、フランス人も歴史をき
ちんと勉強シテください。

Kato Risa オーストラリア 2013-12-21 韓国人は被害妄想が激しく、すぐに被害者づらをしたがる卑屈な民族。
その癖に話の内容は自分や韓国の自慢話ばかり。
日本人は韓国人を差別しているというくせに、自分たちは他のアジア人を差別
している。
実際に大勢の韓国人と日本以外の国で出会って思った。
反日のくせに日本文化が好きで日本人女性と付き合いたがる意味不明な民族。

彼らの主張を受け入れてはいけません。

Tadao Kato 日本 2013-12-21 漫画祭という文化的行事に政治的悪意を持った行為は許されない。国家の見識
の無さが窺える。

HIDEKI FURUYA 神奈川県, 日本 2013-12-21 日本のコンテンツに興味があって、そういった祭りをするのは無論歓迎だ。別
に日本のコンテンツにリスペクトしなくてもいい。また、日本のことが嫌いな
人間に対しては、日本のことが嫌いなら嫌いで、それは構わない。だが、日本
が嫌いなのに日本のコンテンツを利用して金もうけをしたり、日本を貶めたり
するのは、いったいどういうわけなんだ？そういった行いを恥とも思わない精
神性に嫌悪感を抱く。残念ながら一生分かり合えないと思う。

MITSUKO OYA kanagawa, 日本 2013-12-21 Il ne doit pas être considérée comme ensemble et es perspective historique.

Hironori Karakasa 広島県, 日本 2013-12-21 スポーツや文化に政治を持ち込むな。だから、韓国はいつも孤立していくんだ
よ。

kano kenya 日本 2013-12-21 応援しています。

Nirei Toshiko 日本 2013-12-21 声が大きいからといって真実ではありません。人権に関する事柄なのです。間
違った論に加担しないでください。お願いします。

曽我部 龍一 八王子市, 日本 2013-12-21 韓国は、朝鮮戦争での洋公主、ベトナム戦争での村民虐殺や性奴隷の事実から
、日本も同じことをしたはずだという思い込みからだけの侮日活動である。支
那、韓国以外の政府、団体、国民は、客観的事実に基づく、冷静な判断、適切
な行動を取られんことを強く欲する。

Umeta Akinori 日本 2013-12-21 Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

onai syoukichi 日本 2013-12-21 真実を見ることもできない本当に困った国です。
なでしこアクション頑張れ

白澤 敏明 kanagawaken, 日本 2013-12-21 過去の歴史の評価は当事者間で違う事は多々あり、都合の良い話だけを部外者
に宣伝するのは非法な手段である。当事者同士では法律的に解決している７０
年も前の出来事をでっち上げる神経が分からない。平和な世界に波紋を広げる
だけです。冷静に対応しましょうヨ！

阿萬 逸夫 Shizuoka-shi, 日本 2013-12-21 マンガは嘘の作品でも、読者に影響を与える。
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Ryoichi Hamao 日本 2013-12-21 韓国は日本について執拗に嘘を世界に吹聴しています。このような暴挙は決し
て許してはならないのです。

Nabe Hiro 日本 2013-12-21 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 

Ｈｉｒｏ　Ｋａｗａｂｅ

Misao Murao Woodland Hills, CA 2013-12-21 ありとあらゆる機会を使ってのジャパンディスカウント、今の所、モグラたた
きの様ではありますが、一つ一つ潰して行ける様皆協力していきましょう。

motoo fujii aichi ken, 日本 2013-12-21 korean is enemy of history

原 恵美子 日本 2013-12-21 韓国のプロパガンダにはうんざりですし、それを漫画という文化にまで持ち込
むのは止めて欲しい

Takasi Ai 日本 2013-12-21 漫画やアニメのお祭りを反日政策に利用されるのは許されません。主催者は再
考をお願いいたします。

kumazaki koutarou kanagawa, 日本 2013-12-21 Don't carry political malcious intent by  Korean . They must appologize  for

Vietnum orphans. .

fujinuma yasushi 日本 2013-12-21 kickout korean lies

kenji sato 日本 2013-12-21 微力ながら協力させていただきます。

okano kyoko fukuoka fukuokacity,
日本

2013-12-21 We,Japanese,never never agree such false story,Please don't bring dirty false

to delightful  comic!

Terada Junichi 熊本県, 日本 2013-12-21 日本と韓国の間のことにフランスが関与すべきではない。

Hasegawa Toshiyuki 日本 2013-12-21 C'est terrorisme pour porter une question politique (de plus fausse

conversation) dans la place d'activités culturelles, et il devrait être éliminé

certainement.

Takamura Hiroshi Osaka-shi, 日本 2013-12-21 平和には努力が付き物です。

高橋 博 日本 2013-12-21 韓国国内で慰安婦を管理していたことを日本が行ったようにすり替えて非難す
る。そんな国と付き合いたくない。

Tadasu Yoshida 日本 2013-12-21 South Korea can show proof.

坂本 直美 京都, 日本 2013-12-21 日本人よ☝️立ち上がろう

Yutaka Suginaka Simane, 日本 2013-12-21 They Korean people have no public morality.

They affront the dignity of human beings,and that is great pleasure for Korean

people.

I hate all of them !!

Go away, stupid Korean monsters !!

鳥羽 利一 日本 2013-12-21 日本国民の名誉のために、子供や孫、子孫のためにも協力させていただきます
。

Muramatsu Toshihiko saitamaken saitamasshi
sakuraku, 日本

2013-12-21

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 

　 

三内丸山 縄文人 青森県, 日本 2013-12-21 大部分の慰安婦は自分の意志でなった人です。決して、日本は奴隷狩りのよう
なことはやっていません。
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Yutaka Suginaka Simane, 日本 2013-12-21 They Korean people have no public morality.
They affront the dignity of human beings,and that is great pleasure
for Korean people.
I hate all of them !!
Go away, and fade away stupid Korean monsters !!

彼ら鮮人は公共のモラルを持たない。
彼らは人間の尊厳を傷つける、そして、それが鮮人の大いなる楽しみだ。
私は彼らの全てを嫌う!!
去れ、そして消えて行け、愚かな鮮人モンスター共。

Honda Kyoko Fukuoka-city, 日本 2013-12-21 Stop! All Lie!

kanda tsuyoshi 日本 2013-12-21 事実に反することで、私たちの先人達が貶められるのは我慢がなりません。こ
のような捏造漫画の出展は断じて認められるものではありません。

小島 行雄 愛知県, 日本 2013-12-21 少なからず応援してますよ

kumiko sekioka tokyo, 日本 2013-12-21 韓国が主張している従軍慰安婦は事実無根の捏造です。日本の文化である漫画
を使って日本の名誉を傷つけるのは止めていただきたいです。正しいご判断を
お願い致します。

Mitsue Takeda Hino, 日本 2013-12-21 うそに踊らされるのはあまりにも知性・理性が低すぎる証拠であると思います
。真実を見抜く目を持って頂きたいと思います。

tamaki kawanaka 日本 2013-12-21 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

Hide Saito 日本 2013-12-21 韓国は滅ぼしたい

Akira Kamiyama 日本 2013-12-21 卑劣な生き物に鉄槌を

Kamitani Gaku 日本 2013-12-21 The propaganda has nothing to do with France. I do not want France get

involved in this nasty one-side accusation.

KOIKE MUNEHISA 日本 2013-12-21 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!
Coréens du sud substituent ce on a fait secrètement la femme de leurs
propres femmes du confort du pays par la Guerre coréenne pour
responsabilité de Japon. 
L'histoire qui n'est pas vraie est dite à un pays étranger et l'anti-
jour est fait pour insérer dedans.

コメント（任意）

Sato Yoji Tokyo,Japan, 日本 2013-12-21 danko hantaisuru

KOIKE MUNEHISA 日本 2013-12-21 何でもかんでも日本のせいになすりつけ、自分たちの歴史ゆや行動を一切省み
ない。話し合いの場も持とうとしない。バイデン米副大統領の言葉にも耳を貸
さない、韓国大統領。スポーツも負けると見るなり、ルール無視でやる気なし
の試合。中国よりたちの悪い国です。日本は正々堂々と「真実」を世界に展開
し、韓国をつまはじきにする倍返しを展開しましょう！
コメント

Mizushina Isao 埼玉県, 日本 2013-12-21 今でも日本は義の国です。不正義は正さねばなりません。

Noboru Asahi 日本 2013-12-21 Korea say a lie.The true is only one.

大澤 隆 千葉県, 日本 2013-12-21 特定の国のプロパガンダに加担する様な事はやめてください
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Yamada Kazumi 日本 2013-12-21 この漫画祭はあなた方の本来の魂を神の光でさえぎってしまいますよ！　韓国
と日本を見てきてどちらが正しい事をして来た国か解らないのですか？協力は
やめて下さい。韓国と同じところに堕ちますよ。

nicolas coquard フランス 2013-12-21 Pour que de la propagande politicienne n'empoisonne pas ce qui devrait rester

un art.

熊辻 久雄 日本 2013-12-21 韓国の慰安婦反日キャンペーンは、嘘の内容で日本国民に害を与えています。

和田 朗子 日本 2013-12-21 We would like to let you know "the fact". That's all we care! However, as you

already know, the world is full of lies by people who only cares about money.

They have no pride or justice.

Tetsushi Koga 日本 2013-12-21 事実無根の主張が、何も知らない他国でしかも日本文化を紹介する祭典で行わ
れるのは卑怯である。

Okimoto Norihiro 日本 2013-12-22 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

春木 英人 千葉県, 日本 2013-12-22 韓国人は歴史に謙虚であるべし、歴史を改ざんすることなかれ。

Daichi Fukushima Aichi, 日本 2013-12-22 No hate-speech, please. We're so different from our neibourhood.

We mustn't do the same and shameless things as they're doing.

Ne soyez pas comme racistes. On devrait tranquillement supporter la

campagne contre eux!!!

tomita tokimitsu 日本 2013-12-22 世界の人たちは韓国人の実態を良く見てください
人としての異常さに気付くでしょう

toshio AOKI 東京都, 日本 2013-12-22 韓国は成りすまして日本を冒涜したり、起源説を捏造するのをやめよ。日本の
祭りに関わらず、自分達で韓国祭を企画せよ。

森 洋二 東京都, 日本 2013-12-22 韓国の歴史及びネット、新聞の報道のねつ造に反対いたします。

Oyaji Medamayaki 日本 2013-12-22 すめらぎ弥栄！

kimiko Tokuyama 日本 2013-12-22 反日韓国政府の捏造歴史の教育を刷り込まれた韓国人達は、真実を知りません
。自分達が信じ込んだ間違った歴史を世界へ広める活動に手を貸すのは漫画祭
自体の意味を変えてしまう。漫画祭自体を貶める事になります。

hideto sato 日本 2013-12-22 特定のプロパガンダを容認すべきでない

hanyu goro tokyo, 日本 2013-12-22 Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

Minako Kubo 日本 2013-12-22 誤った情報を若者たちに示すことほど罪深いことはありません。必ず中止して
くださることを信じます。

佳充 三枝 日本 2013-12-22 The South Korean really want to spread Japanese bad rumors to the world. In

youtube, they have written lot of groundless rumors about Japan. 

The rumors don’t have any conclusive evidence. 

The cause of this fact is the anti-Japanese policy of the South Korean

government.

Yuzuru NARITA 日本 2013-12-22 Korea駄目だ

Fujiwara Masashi 香港, 香港 2013-12-22 特定秘密保護法が成立した今後、日本マスメディアに対して行われてきた諜報
活動への報酬が規制されることになり、ますます国際的な捏造プロパガンダに
注力することが予想されます。草莽崛起、こうした日本特有の文化、歴史への
暴挙に対して断固反対の意思を示したいと思います。

Toriyama Akira 日本 2013-12-22 嘘は許されない。A lie cannot be allowed.

松岡 徹 群馬, 日本 2013-12-22 早く多くの票が集まるといいですね。

Mayumi Katou 日本 2013-12-22 嘘はもうたくさん！日本人を怒らせたら怖いですよ、韓国さん。

Fukuda Yuka 神奈川県, 日本 2013-12-22 某コミケとかでは拡散しないんですか?元そちら関係の者といたしましても、
とても気になりましたので参加いたしました。



名前 場所 日付 コメント

岩瀬 信幸 日本 2013-12-22 南朝鮮人は、在日を早く引き取れ。

takeda noriaki 埼玉県, 日本 2013-12-22 世界中から嫌われている韓国人の嘘、捏造の韓国漫画は即出展禁止すべき。
韓国人はベトナム戦争で強姦、略奪等民間人に対し卑劣極まりない残虐な行為
は一切謝罪しない恩を仇で返す異常な民族

野田 滋美 日本 2013-12-22 捏造の歴史主張、嘘を言って他国を貶めるやり方は、将来世界中から非難され
、国家として存立していく立場をなくしてしまいます。
韓国の性奴隷キャンペーンは、将に有りもしなかった日本軍による朝鮮女性の
拉致や性奴隷化が有ったかの如く宣伝・プロパガンダしているものであり、日
本国民からすると将来に亘って絶対に許す事の出来ないものです。
このような韓国の「嘘を言って、事実・史実を捏造する」行為は絶対に許せま
せん。
韓国はが自国の建国の根拠が「日本により非道な植民地支配から自分の手で取
り戻した」事にあるとしていいます。どうしても日本が悪い事をした事にした
い、だから謝罪させ、賠償金を支払わせたい、という曲がった政治方針を貫か
ないと政権が破壊するという、どうしようもない国です。
植民地支配による搾取とか、朝鮮人の奴隷的扱いとか、まったくの嘘を平気で
言っています。逆に実際には、日本は、自分で独立するという気概がなく、ど
うしようもなく貧しく、希望もない朝鮮を、日本と同じレベルの文化水準や生
活水準にする「合邦」方針により統治しました。
日本の莫大な税金を投入して道路、水道、ダム等のインフラ整備や、殖産、教
育にも力を入れて朝鮮人の生活水準の向上に努めました。又、文化についても
朝鮮人が自分の持っている朝鮮文化を絶やさないようにハングル文字も普及さ
せ、木目細かい配慮もしました。朝鮮女性を拉致、性奴隷化など有り得ようも
ない事です。
そういう日本人の先輩が朝鮮人に対して行った善政を一切無かった事にして、
搾取、略奪、強姦、奴隷化をやり尽くしたと言い張っている。韓国は正しい歴
史認識を持つ真摯な態度が必要である。
こういう韓国の慰安婦・性奴隷の反日キャンペーンを何も知らない人に、画像
による嘘・捏造の擦り込みをしようとしている事に強く抗議をします。
漫画祭への捏造の反日キャンペーン漫画の出展排除して下さい。日本国民を怒
っています。

Hayashi Masahiro 日本 2013-12-22 恩を仇で返す韓国の悪意にまみれた事実無根の主張には、断固として異を唱え
なければなりません。二国間の、そもそも言いがかりでしかない問題を世界に
吹聴し、あまつさえ漫画という子どもたちに受け入れられやすい媒体を使って
のネガティブなプロパガンダを許すわけにはいきまさん。寡黙が尊ばれる日本
ですが、ここで声を上げなければ間違った歴史が世界に浸透してしまいます。
一票の力は小さくありません。韓国の卑怯な行動に立ち向かいましょう！

田中 徳彦 日本 2013-12-22 漫画は日本の文化だし！

船津 伸 日本 2013-12-22 韓国朝鮮の捏造断固反対！

公一 山本 日本 2013-12-22 日韓基本条約の発効に伴い、日本から韓国政府に無償3億ドル、有償2億ドル、
民間借款3億ドルの供与及び貸付がなされた事実と以後、彼らの言う従軍慰安
婦などの貧困対策に対する個人補償問題は韓国政府が行う義務を有した内政問
題となっています。自らがすべき責務を放棄し責任を転換しようというプロパ
ガンダに文化交流の場である国際漫画祭を利用させることに断固反対します。
Please not to corporate with the Korean fake propaganda which insults
all the people in this world.



名前 場所 日付 コメント

山口 ひとみ 愛知県名古屋市, 日本 2013-12-22 日本人の信用を世界的に陥れるこの捏造プロパガンダに、一人でも多くの日本
人に署名していただきたい。韓国の捏造により在アメリカの日本人の子供たち
が情弱者によりいじめを受けています。他人事ではないんです、韓国の国をあ
げての大嘘により、我が国の子供たちや日本人のあなた自身の信用までなくさ
れているのです！どうか署名とこのサイトを拡散してください。日本人に足り
ないのは声を上げ行動を起こさないことです。しかし、もうそんな呑気な事は
言っていられない状況をわかって下さい。共に声を上げ、頑張りましょう！！
！

YOSHIDA SATOSHI 日本 2013-12-22 　私は、事実に基づかない、しかも悪意に満ち、人を貶める捏造された情報を
発信される事に断固抗議し、正当な判断をされる事を望みます。

三輪 晃 日本 2013-12-22 政治的な問題を漫画の祭典に持ち込むのはおかしいと思う

松原 正之 日本 2013-12-22 韓国軍はベトナムで何をしたのか、虐殺と陵辱そして残されたのがライダイハ
ンではないか。日本人にはそのような真似はできない。

Masami Konari 日本 2013-12-22 断固反対！

Minoru Iwaki 日本 2013-12-22 いい加減にしろ!

shinagawa takashi 日本 2013-12-22 trouth is trouth

hashizume osamu 日本 2013-12-22 Koreans should not be credit.

They are liars

yhuki matuzono 日本 2013-12-22 韓国の悪事を阻止しましょう！

岡田 治子 Shiga, 日本 2013-12-22 I  agree!

Segawa Megumi Tokyo, 日本 2013-12-22 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

小倉 浩市 大分県, 日本 2013-12-22 特定の国のプロパガンダではなく、歴史の真実を見つめましょう

haruto yuhki 日本 2013-12-22 韓国にはもうウンザリ・・・

村木 良行 日本 2013-12-23 韓国による金銭目的の歴史捏造を世界が阻止しないと終わりません。

齋藤 奈緒子 茨城県, 日本 2013-12-23 慰安婦問題を始め韓国の日本に対する嫌がらせには本当に腹がたちます。今、
私たちができる精一杯のことをやっていきたいと思います。

横田克己 よこたかつみ 大阪府, 日本 2013-12-23 日本人の訴えを聞いてください。そして、真実を見て聞いてください

横田克己 よこたかつみ 大阪府, 日本 2013-12-23 日本政府は河野談話の見直しを行うべし。韓国に対し経済制裁、国交断絶を・
・・・日本国民は怒っている。

kazuhiko otsuka 日本 2013-12-23 嘘を広め日本を貶める韓国は許せない

kaori arai 日本 2013-12-23 主催者は野蛮人の反日キャンペーンに気付いてほしい。日仏間の将来に禍根を
残すだろう。

Kuninori Ishimaru 日本 2013-12-23 歴史のない国、それが韓国

やじま きんや 日本 2013-12-23 ストーカー朝鮮人の難癖・捏造・誹謗中傷を許してはおけません。

sasaki hiroshi 日本 2013-12-23 「相手を尊敬しあうのが人間、持たないのは動物にも劣る」

Nobuko Matsusaki 日本 2013-12-23 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

田中 移量 日本 2013-12-23 捏造は許さない！

Taku Suzuki Arakawa-ku, 日本 2013-12-23 嘘で自分を優位にしようとし、他人を辱めようとすることは、誰であれ許され
ることではありません。韓国の行動がいかに恥じるべきことをかを、世界に知
らしめるべきでしょう。

yamada shigeru oosaka, タイ 2013-12-23 頑張って！！！



名前 場所 日付 コメント

Kurihara Toshikazu Tsukuba-shi, 日本 2013-12-23 大人しい日本人を不快にさせることがどういうことになるかを、そろそろ認識
させる時期に来ていると考えております。
AU COMMENCEMENT ETAIT L'ACTION

竹村 游浪 日本 2013-12-23 日本頑張れ！

kaoru ebihara 日本 2013-12-23 Comfort Women is a made-up story an invention of South koria.

kaoru ebihara 日本 2013-12-23 正史を知った以上、今後は韓国のロビー活動と徹底的に戦う決意を
しました。もう二度と韓国と韓国人に、私達の誇りあるご先祖様と
祖国を侮辱するような行為は許さない。
大嘘つきの韓国、韓国政府、韓国人は恥を知れ。

Kenji Toribe 日本 2013-12-23 いつまでも支那・朝鮮のプロパガンダを放置できません。

棚原 俊二 日本 2013-12-23 韓国はうそつきです

uenoya yoshinori takatuki,osaka, 日本 2013-12-23 もういい加減韓国の嘘には我慢がなりません。デマには断固抗議いたします。

Tochio Asako 日本 2013-12-23 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

内村 光雄 日本、静岡県、沼津市,
マレーシア

2013-12-23 韓国のうそのプロパガンダを信じないでください。

Bitoh Yoshihisa 日本 2013-12-23 とにかく次々と

落合 祐介 日本 2013-12-23 韓国の妄想を信じないで歴史の事実を確認しましょう。

石田 奈緒美 日本 2013-12-23 全くいい加減にして欲しいです！

関本 慧 日本 2013-12-23 歴史捏造キャンペーンにこういったものを利用しないでいただきたい

清水 泰之 日本 2013-12-23 日本の名誉の為に立ち上がっていただき心から感謝致します！！微力ながら署
名させていただきますのでよろしくお願い致します。

清水 泰之 日本 2013-12-23 このまま韓国に好き勝手捏造されっぱなしでは日本人の誇りが許しません！！
厚顔無恥の泥棒詐欺民族に今こそ鉄槌をくだしましょう〜♪

和井 弘希 Hiroshima-shi, 日本 2013-12-23 がんばってください。

松本 美代 日本 2013-12-23 漫画は日本が誇る文化です。長年、紡がれてきたものを、横から盗み取ること
は許せません。

本間 允秀 日本 2013-12-23 フランスの皆さん、歴史を捏造する韓国のPRに加担しないで下さい。

千葉 和隆 日本 2013-12-23 捏造国家「南朝鮮」
いい加減にしろ!!
嘘は、百回言っても嘘だ!!
真実は覆る事は無い!!
歴史を知らない哀れな民族に未来は無い!!

Katsuei Yamagishi 日本 2013-12-23 韓国のこういう悪質・低劣な漫画は結果的に「天に唾する」ことになり、自国
の恥になるのに…。

本間 允秀 日本 2013-12-23 Masahide Honma 
韓国は日本からの精密部品の輸入が止められたら、、韓国産業はたちまち行き
詰まります。こういう嘘のPRをやめるまで、経済制裁として輸出をストップす
るくらいの事をしない限り、韓国は反省しないのではないでしょうか。
日本人がいつまでも忍耐していて反論しなければ、、世界中がありもしない事
実無根の従軍慰安婦問題が、本当の史実として定着してしまいます。
日本政府の強い意思表示を切に期待します。、

小山 泰儀 日本 2013-12-23 皆さんがんばって下さい。

八反田 祐輔 Yokohama-shi, 日本 2013-12-23 日本のマンガを楽しみにしている外国人が非常に困惑します。せっかくのイベ
ントが台無しです。



名前 場所 日付 コメント

Ogawa Tomoko Utsunomiya, 日本 2013-12-23 このような抗議の機会を与えてくださってありがとうございます。
本来なら、国が動かなければいけないことなのに、積極的に働きかけてくださ
って、頭が下がります。

Yoshiaki Nemoto 日本 2013-12-23 表現の自由は保証されるべきですが、事実に反するプロパガンダのための表現
は規制されるべきです。
大東亜戦争のあとの朝鮮戦争、ベトナム戦争など、戦場には商売を目的にした
韓国女性および女衒、そして韓国政府が関わってきていること、さらに現在も
10万人に及ぶ韓国人が売春を職業として日米に入国し、働いている事実を知る
べきです。

原先 良一 日本 2013-12-23 いい加減に歴史捏造ファンタジーで日本に濡れ衣を着せようとする朝鮮人の行
為をヤメさせなければなりません

takeshi sasaki 日本 2013-12-23 私は日本の文化、アニメやゲーム、漫画をこよなく愛する人間です。日本の、
特に戦後の歴史に関しても、正しい認識をしていると思っています。そのため
、こういった馬鹿げたことを、国際祭で行うなど、断固拒否します。願わくば
、この話自体がなくなることを、署名をするのとともに祈ります。

Shuichi Yano 日本 2013-12-23 もとはと言えば、極左の朝日新聞のでっちあげであるものの、事実確認もせず
、日本を貶めて賠償請求をする韓国のやり方には全く以て許すことはできませ
ん。このように捏造の歴史を他国にばらまいて同情を買うような卑劣なやり方
も断じて許すことはできません。

松林 弘道弘道 日本 2013-12-23 なでしこがんばれ！！！

吾郷 公孝 日本 2013-12-23 沈黙は罪なこともあります。本来争うことは、好みませんが事実に反している
のなら、はっきり主張するべきです。がんばってください。

Asai Shintarou 日本 2013-12-23 「強制」が嘘である証拠が残っているのにも関わらず、未だに韓国の嘘を鵜呑
みにする人が多く呆れます・・・
しかし海外は総じて他の国の歴史に興味は無いでしょうから、微力ながらもこ
うやって訴えていく事で真実を伝えられるよう頑張りたいです。

フランス自ら真実を探し、こういった反日活動に加担するような行為を慎んで
くれるよう願います。
Le mensonge croyez pas, s'il vous plaît.

Nagata Tatsuya 日本 2013-12-23 フランスさんへ、韓国にかかわると痛い目見るよ。グレンでールを忘れるな

yoshida fumiaki 日本 2013-12-23 騙されないでください

たけとみ ひでき 日本 2013-12-23 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Horikoshi Masako 日本 2013-12-23 全くの虚偽の事を他国でアピールする卑怯さに反吐がでます。絶対に阻止をし
ましょう。なでしこアクション応援してます。

Yamauchi Tadashi 日本 2013-12-23 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

Atsuko Tanaka Frankfurt, ドイツ 2013-12-23 うまくいくようでありましたら私個人でも現地に向かい抗議したいです！

kita mamoru 日本 2013-12-23 韓国は歴史を捏造どころか、漫画という文化を政治利用している。芸術を愛し
て止まないフランスの国民にお願い申し上げる。芸術を政治の手段に用いる事
は開催国の文化をも嘲笑する行為であり、日本国民は韓国の手法を断じて看過
しない。賢明な文化大国の良識を持って止めていただきたい。

藤井 敏和 日本 2013-12-23 韓国と国交を断絶し、在日を追い出せ！
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kimiyasu kobayashi 日本 2013-12-23 Please do not be deceived by Korean people!

Comfort women were just  prostitute.

They were not raped.

They received a large amount of reward.

They could act freely, and there was the holiday, too.

Some of them married a soldier.

These were recorded for the official inquiry result of the United States Armed

Forces.

Do not be deceived by Korean propaganda!

Please!!

satou hatumi 日本 2013-12-23 正しい史実を知ってください。韓国のさまざまな捏造は国絡みで悪質です。恥
という意識のない国で、気の毒とさえ思います。何が正しいか慰安婦という方
が一番良く分かっているはずです。良心の呵責がないのでしょうか？本当に可
哀想な方々です。早く自分の良心に沿った生き方をして欲しいと思っています
。

Maeshiro Jun 日本 2013-12-23 下品すぎるイラストで、これをマンガとはいいません。

Yagishita Fumio 日本 2013-12-23 韓国の捏造（プロパガンダ）には我慢出来ません。

nobuaki ishikawa 日本 2013-12-23 Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

川崎 健大 日本 2013-12-23 アニメ・マンガという日本文化を使った韓国のロビー活動。絶対許せません。

谷川 明子 兵庫県, 日本 2013-12-23 間違った歴史を広めないでください

Wada Naruhito サントン, 南アフリカ 2013-12-23 親に売られて不本意ながら慰安婦になった悲哀とかならまだ救いようがあるが
、嘘つきにもほどがある。この漫画はフィクションですと入れさせろ。

飯塚 達男 日本 2013-12-23 賛同します。それぞれの案件に地道に対応していくのも大切ですね。

島田 多恵子 Seattle, WA 2013-12-23 政府が先頭にたち しなければいけないものを
頑張ってくださり深謝致します。

Tatsuyuki Takebe 日本 2013-12-23 韓国の出鱈目なプロパガンダを許してはならない！

誠 坂元 日本 2013-12-23 Koreans' fallacies must be rectified!

ツヨシ ハラダ 日本 2013-12-23 韓国人は嘘を付いている

MASAKI HIROKO メキシコ 2013-12-23 捏造を世界に広めるなんて許せません！断固反対！恥を知れ

島田 卓雄 Hiratsuka-shi, 日本 2013-12-23 漫画を反日プロパガンダに利用するな

Ogawa Yuki 日本 2013-12-23 主催側には配慮とイベントを楽しませようという気が足りていない。いくら漫
画の体を成していようと、日本へのネガティブキャンペーンは明白なので、こ
のような形での参加は拒否すべきである。利益を優先したい気持ちはわかるが
、先進国としてプライドはないのだろうか。参加させるなとは言わない。政治
的要因を含んだ参加をさせるなと言っている。それと、彼らにはマンファなる
独自の文化があるので、国際マンファ際を開催しては如何だろうか。そちらで
存分に勝手に活動して頂きたい。

渡部 利男 日本 2013-12-23 韓国いい加減にしろ！！！

Shunji Kurokouchi 日本 2013-12-23 韓国は歴史の捏造をやめろ

MASARU NAKATA 日本 2013-12-23 Groundless. 

Please get to know the sex slave to whom the South Korean army carried out. 

higuchi susumu 日本 2013-12-23 嘘は罪、詐欺は犯罪。

osamu nakaura 日本 2013-12-23 害虫は駆除しなければ増えつずけます！



名前 場所 日付 コメント

KAZUTAKA TOKUMOTO ASTORIA, NY 2013-12-23 よろしく阻止お願いいたします。

Odaka Kodama 日本 2013-12-23 漫画祭の今後の発展のために！！

Seiji Inoue 日本 2013-12-23 容認不可。

池田 昌高 日本 2013-12-23 やつらの事実無根のプロパガンダを絶対に許さない。

Toshihiko Kobayashi 八千代市, 日本 2013-12-23 このような愚行は日本政府から抗議していただき、断固阻止していただきたい
。
日本を貶めるような行為は、今後一切許してはいけません！

YAMADA YURI 日本 2013-12-23 現在の日本国民の政治音痴なまでの温厚さを考えると、過去の日本人だけが韓
国の方々が主張される、外国人を性奴隷にするような、恥を知らぬ日本人だっ
たとは、そもそも思えません。私達は、祖先から、恥と他者へのいたわりの文
化を脈々と受け継いでいます。韓国の方々、韓国企業が現在、世界に対してし
ている迷惑行為に何も思われないのですか？現在の行為は過去を想像できるの
では。そもそも政治を持ち込む行為が下品です。考慮もなしに、日本国民の尊
厳を傷つけることはやめてください。憧れのフランスに失望させないでほしい
です。

飯塚 剛 日本 2013-12-23 他国が築き上げてきた文化を利用するような卑怯なやり方は許せん

森友 徳兵衛 日本 2013-12-24 目指せ！10,000人　頑張りましょう

yoshimura kaoru 日本 2013-12-24 慰安婦と呼ばれている韓国人は韓国の伝統産業である売春婦です。世界中で韓
国の売春婦は今なお韓国経済の立役者として活躍しています。戦前に性奴隷に
されたと騒ぐのなら何故今なお韓国の一大産業としての売春行為が隆盛してい
るのでしょうか。よく考えて下さい。

yoritomi kiyoichi 日本 2013-12-24 戦後の日本人は、今日まで国内はもとより、諸外国から、様々な批判や非難・
罵詈雑言に耐えてきました。しかし、その批判や、非難が嘘や捏造に基づくも
のである事が多く、特にシナや南北朝鮮からのものの大半が、反日の為の為に
するものです。嘘・捏造は、如何なる内容のものであっても、これを見逃すこ
とは、断じてできません。戦前の日本に対する言われなき冤罪は、これを晴ら
さずにはおけません。なかんずく、この「従軍慰安婦」なる言いがかり、歴史
の嘘・捏造は、日本国内の反日メディアがでっち上げたもので、彼等の反日イ
デオロギーの為せるものです。これを、シナや南北朝鮮が悪用して、日本を貶
めたり、強請り集り的金銭要求を行ってきたのが、これまでの経緯です。そし
て、来年の１月末から２月にかけて開かれるアングレーム国際漫画祭に於いて
、韓国政府機関が慰安婦反日キャンペーンを行う事を知り、この日韓間の歴史
認識問題をフランスに向けてのプロパガンダしようとの画策を、絶対見逃すこ
とができず、署名に賛同した次第です。アメリカやシナやフランス等、世界で
この日韓歴史認識問題を拡散するのは、卑怯・卑劣の極みです。嘗ての日韓基
本条約で完全かつ最終的に解決した問題を繰り返し反故にして、世界的反日キ
ャンペーンを行う韓国に対し、日本国民は、憤りを以て韓国側に抗議・撤回を
求めていますが、益々反日外交を強めています。貴主催者の方々に、切にお願
い申し上げます。韓国政府機関に拠る、今回の策動に加担しないで頂きたい。
漫画祭を政治的パフーマンスに利用する韓国側の意図を見抜き、その類稀な卑
劣な外交に手を貸すことだけは止めて頂きたいのです。日韓関係の悪化は、両
国間の問題であり、それを諸外国に持ちこんで、嘘・捏造で塗り固めた歴史的
プロパガンダを行う韓国をどう思われますでしょうか。二国間で未解決なもの
でも、これは、日韓間の問題なのです。他国を巻き込む等、以ての外です。以
上、この署名の賛同者として、貴主催者代表フランク・ポンドゥー氏の良識に
頼る他ございません。よろしく、御賢察下さいますよう、伏してお願いいたし
ます。

木下 弘 海外ーフィリピン,
フィリピン

2013-12-24 頑張ってください。



名前 場所 日付 コメント

Sakase Masako Rowley, MA 2013-12-24 Korean government and its people are running an outrageous propaganda

against Japan based on a distorted history with hate and hostility. Movies

created solely for that purpose should not be submitted or presented in the

festivity held by people in France. That will only smear the noble intention of

the international competition of animation. We oppose any of these movements

and work for good relationship between the nations worldwide.

姓　駒澤 名　宣善 日本 2013-12-24 韓国の国家挙げての下品な振る舞いには辟易してます

山田 太郎 日本 2013-12-24 韓国、哀れ！

Toshiko Takada 日本 2013-12-24 捏造たかり国家と国交断絶を実行すべし。

山崎 努 新潟県, 日本 2013-12-24 韓国の捏造歴史を世界に広めてはいけない！

shiina mio 日本 2013-12-24 南朝鮮人たち日本人をバカにするな

ujiie huminori 仙台市, 日本 2013-12-24 漫画という文化を楽しむので、それ以外の意図のある方は退出願います。

栗木 栄弥 日本 2013-12-24 Korean has changed a lie into the truth.We have to stop it.

高山 雅江 日本 2013-12-24 正しいことは正しいと、間違っていることは間違っていると、冷静に検証し立
証し証明する日本人の公平な精神と感性を信じています。
活動を応援しています。

星 勝男 日本 2013-12-24 米国にも立ち向かう姿勢のフランスに共感を覚えています。
韓国の捏造情報に惑わされないよう申し入れます。

nagatomi kenichi 日本 2013-12-24 いわゆる「従軍慰安婦」「性奴隷」と呼ばれる嘘で固められた韓国の反日プロ
パガンダ。韓国のこういった小さな工作活動も、放置して積もってしまうと信
じる人たちが出てきます。まずは日本国民の手で一つ一つ潰して行きましょう
！私たちの活動を世界に広げて、多くの外国人の皆さんに真実を知って頂くこ
とが大切です。頑張りましょう！

NAKATA HITOSHI 日本 2013-12-24 パク・クネ外交の市民版ですね。無知で下品で恥というものを知らないお困り
の国。自国のレイプ事件数は世界第4位(2011年度)。最近は外国人も被害に。
欧米が渡航者に注意勧告。
地球規模の村八分的存在になるでしょう。韓国歪曲キャンペーンを粉砕しまし
ょう。

Deguchi Masaaki 日本 2013-12-24 隼のパイロットだった大叔父は戦死時に24歳だったが、恐らく一度も女性を知
る事なかったろう。自分は軍人で明日をも知れぬ身の上だからと言って、縁談
を断り続けた人だから。

吉田 直樹 日本 2013-12-24 韓国が行なっている「慰安婦キャンペーン」は純粋に政治的プロパガンダで、
しかも事実とは懸け離れた捏造であって、それは日本人と韓国人自身の名誉を
傷つける結果しか齎さないため、このようなプロパガンダ用作品の出品を認め
ることは、アングレーム漫画際の価値と品位を貶めるばかりでなく、同漫画際
が今後永遠に彼らの政治的宣伝の場として利用され続け、延いてはこの問題に
本来は何の関係もない筈のフランス国民にまでその不名誉を負わせる結果にな
ることに気づくべきです。

谷口 泰二 日本 2013-12-24 ねつ造歴史やねつ造漫画を信じるほどフランス人は愚かではないと思います。
韓国の慰安婦漫画の出品は後々フランスの恥になります。再考をお願いします
。

豊永 高明 日本 2013-12-24 アメリカの日本占領するのにパンパンガールと称する売春組織を日米両政府が
共同で創っていた。
それが一般女性を被害から守った事をわすれな欲しい。　特にアメリカの人権
団体に強調したい！

Yasuaki Nishitani 日本 2013-12-24 文化交流の場を利用して、反日キャンペーンをする韓国は許せない！！



名前 場所 日付 コメント

kishi kensaku 日本 2013-12-24 事実ではない

秋間 長次郎 日本 2013-12-24 頑張って下さい。

Takahashi Hiroo 日本 2013-12-24 Please stop Korean propaganda on sex slavery matters, which is completely

fudged up story with no evidence.

鈴木 秀司 愛知県, 日本 2013-12-24 米国の調査結果もアニメにしてほうえいして下さい。

iwakiri hiroyuki 日本 2013-12-24 韓国人の民間業者も多かったらしいよ。

iwakiri hiroyuki 日本 2013-12-24 テキサス親父が強制ではない
証拠のコピーを動画で発表してるよ。

Hiratsuk Masaki 日本 2013-12-24 韓国の捏造キャンペーンに断固反対！

竹内 勲 日本 2013-12-24 署名したい

古川 賢一 Hirosaki-shi, 日本 2013-12-24 妄想と悪意に基づいた、根拠の無い韓国の片棒を担がないでいただきたい。

Eiji ASANO 東大和市, 日本 2013-12-24 微力ながら賛同させて頂きます。

TAMURA HIROSHI 日本 2013-12-24 報酬を得て売春したのが慰安婦です。

山本 覚士 Yomitan-son Nakagami-
gun, 日本

2013-12-24 頑張ってください。こういう問題は男が発言すると変にこじれてしまいます。
頑張ってください。

shinya yanagata 日本 2013-12-24 Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5q-8FC1fjoA"

rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=5q-8FC1fjoA</a>

KAZUE NAKAMURA 日本 2013-12-24 Please be not deceived to South Korean's LIE!!

河村 祥吾 日本 2013-12-24 相手にすることすら面倒くさいですが事と次第によれば日本は協力を拒否すれ
ばいいと思う。

鈴木 真一 日本 2013-12-24 韓国のプロパガンダを許しません

小谷 那樹 日本 2013-12-24 本当に許せない国。。韓国、酷い捏造です。こんなことを許しちゃ。ダメです
よね。これ以上侮辱を受けないためにも。署名いたします。

KUROIWA SHINICHIRO 日本 2013-12-24 この問題は、河野談話を見直し、世界に発信する必要があるコメント（任意）

Takeo Imamura 日本 2013-12-24 本来は日本とフランスの純粋な文化交流だったのに、後から韓国が入り込んで
きて、あまつさえ日本を非難するような活動をするなんて絶対に許せません。

masumi wada 日本 2013-12-24 卑怯者許すまじ

kimura hirotaka 日本 2013-12-24 Please find accurate historical information about this issue before accuse

Japan of forcing many Korean women to be comfort women for the military.

Do not be deceived by propaganda Korean.

Oota Ｓｈｉｎｊｉ 日本 2013-12-24 拉致監禁されドラム缶に詰められ、従軍慰安婦として戦地に送られた韓国人女
性は存在します。
但し、朝鮮戦争時代の南朝鮮（韓国軍）によってです。
もう騙されてはいけません。
応援しております。

山本 康行 日本 2013-12-24 「こんなのちょっと調べれば嘘だとわかるじゃないか」とまともに相手をせず
、大人の対応とやらで放置していた日本人が甘すぎだったのだと痛感していま
す。これからは間違った歴史観に基づく捏造された主張には一般人レベルから
毅然と反論していかなければならないでしょう。
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Hokari Mariko ドイツ 2013-12-24 ヨーロッパの子供や若者はマンガが大好きで、それを見ながら自分で日本語を
覚えていく人たちが多く、彼らの吸収力には驚かされます。彼らに間違った歴
史を伝えてはいけません。これは、若者を洗脳しようとする汚い手法です。

剣山 高貴 日本 2013-12-24 その内容は事実無根であり、下品でアニメーションとして不適切と思う。

mura keishi 日本 2013-12-24 一人の日本人として許せない、劣悪な韓国行為に断固として抗議します。

Suzuki Chihiro 日本 2013-12-24 Koreans distort history.

Do not believe them please.

hiroshi asaki 日本 2013-12-24 従軍慰安婦はいません。ただの慰安婦がいただけです。彼女達は高給で雇われ
ており、決して強姦などされていません。韓国はどうしてこれまでに歴史を歪
曲し日本をおとしめるのでしょうか。このような国に協力したいとあなたは思
いますか？

金丸 良太 日本 2013-12-24 目を覚ませ、韓国。

Nobutaka Shinogi Gifu, 日本 2013-12-24 Please do not believe comfort women story fabricated by the Koreans.  It's a

total lie with no solid proof.

Kotera Shinji Tsubame-shi, 日本 2013-12-24 what a shame!. Hope to be stopped it.

Kenji Owaki 鹿児島市, 日本 2013-12-24 Stop Korean propaganda with faked story. No facts can be provided by them.

TORU SUZUKI 日本 2013-12-24 自国に誇りを持つとはどういううことか韓国の人々は考えた事がないのでしょ
うか。傍若無人にも程があります。これまでも歴史の捏造のより不愉快な思い
を散々させられ、罵りたい気持ちになる事もありますが、日本人として冷静さ
を失わず、礼節をもって断固として抗議していかなければいけないと思います
。

Nakagawa Makoto keisen towm, 日本 2013-12-24 TBSサンデーモーニングでも取りあげて欲しい，が無理だろう。

Tomikawa Chiemi 日本 2013-12-24 韓国民へ：日本を貶めて自国を優位に見せようと必死になればなるほど逆効果
になってることに気付くべき。自国の捏造歴史しか知らされていない韓国民が
哀れでならない。

teruo miyake 日本 2013-12-24 冤罪を晴らす、期待してます。

宮成 亜友美 日本 2013-12-24 漫画は皆で楽しむためのものであり、誰かを貶めるためのツールとして使われ
るべきではありません。
　日本人として、また漫画を愛する者の一人として、激しい怒りを感じます。

yoshinori kondo 日本 2013-12-24 嘘と捏造を世界に言いふらす韓国を相手にする価値はない。

nobumi matsuda 日本 2013-12-24 正しい歴史認識に今こそ戻す時です！真実を伝えていきましょう

takahasi kou 日本 2013-12-24 「沈黙は金」では通じないこともあります。面と向かって間違っていることは
きちんと反論していきましょう。そのためにも日本の歴史、特に近現代史をし
っかりと内外に説明できるよう勉強していきましょう！捏造には根拠のある反
論が一番です！！日本のマスゴミは外国へ撮影にいくときエヘラエヘラした芸
人かなんかを連れていっては日本人のイメージを壊していってます。外国人ア
ーティストが来日しインタビューをするときも英単語すら理解できないよおな
変な日本人がインタビューし変なサインみたいなことさせてますよね！あれも
日本人下げにしかみえないのは自分だけかな・・・？

Igarashi Mitsuo 日本 2013-12-24 韓国の海外における反日キャンペーンは許せないし、恥ずべき行為である。　
このような愚考を許さないためにも今回の署名キャンペーンに全面的賛意を送
り署名いたします。

矢田 美樹 日本 2013-12-24 どこの利にもならない
漫画を愛する者への冒涜である
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塩坂 史野 日本 2013-12-24 誤った歴史を世界中に拡散しようとするプロパガンダを受け入れてはいけませ
ん。漫画を利用して、外国に対する憎しみを国際的な場で表現する、このよう
なことが許されてよいのでしょうか。

takahashi noboru 日本 2013-12-24 韓国の悪事は絶対許さない！

IDE MAKOTO 日本 2013-12-24 お祭りでこんなことしたらだめだよ！つまらなくなっちゃうよ！

Yoshida Osamu 日本 2013-12-24 朝鮮人の捏造を粉砕していきましょう

田淵 照久 日本 2013-12-24 韓国人にだまされないでください

石井 智史 日本 2013-12-24 根拠のない歴史はフィクションでしかない。

Oikawa Akiko 日本 2013-12-24 Un festival et politique sont une autre question. 

C'est blasphème de culture. 

Akemi Kurosu Kuki-shi, 日本 2013-12-24 大大大賛同します。ウソつきは許せません。

kenichi maeda 日本 2013-12-24 頑張ってください！！

姓ＳＨＩＭＡ Ｋ名Ken Paris, ラオス 2013-12-24 Please do not disturb ench-Japon

good relationship!

市岡 弘州 日本 2013-12-24 日本人としてこのような行動を一助させて頂くのは当然と考え賛同の意を掲げ
させて頂きます。

小林 聡 日本 2013-12-24 韓国のこのようなねつ造を阻止しましょう。

Tadaaki Yajima Los Angeles, CA 2013-12-24 慰安婦は高待遇の戦地売春婦であり、募集広告に応募してきた女性。

小林 千代子 日本 2013-12-24 頑張ってください

滝井　 芳子 日本 2013-12-24 これ以上、韓国の嘘拡散を許すな。

ツジ ヒロマサ 日本 2013-12-24 韓国の慰安婦反日キャンペーンを粉砕しましょう。力を合わせましょう

沖田 貞夫 日本 2013-12-24 嘘のプロパガンダばヤメロー!!

延山 顕典 Osaka-shi, 日本 2013-12-24 国家レベルで日本を貶めるウソは許されません。国際マンガ祭という場でも日
本の名誉を傷付けるウソをつくことは許されることではありません。またアン
グレーム国際漫画祭を侮辱するものでもあります。韓国にこのような事をさせ
ないで下さい。

小林 正明 Takasaki-shi, 日本 2013-12-24 現在も韓国の娼婦は５万人も日本に任意で商売しています。
過去も現在も続いているのです。
現実を直視してください。

史嗣 阿部 日本 2013-12-24 日本人はそんな馬鹿げた行為はしていないと信じています。濡れ衣を着せられ
てたまるか！

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ ＮＡＯＫＯ 日本 2013-12-24 せめて朝鮮人高賃金売春婦と正しく。

田村姓 隆之名 日本 2013-12-24 韓国の漫画の内容ひどすぎ。

Nakajima hiroemon オーストラリア 2013-12-24 No more lie

Kadosono Hiroyuki 日本 2013-12-24 アングレーム漫画祭の成功をお祈りいたします。

aono kouji 日本 2013-12-24 捏造はやめて

一條 芳輝 サンパウロ, ブラジル 2013-12-24 今回日本のPKO活動にて反日国家「KOREA」軍に実弾１万発を無償で譲与との政
府判断について、この件同様政府の無知な行動が総てに悪影響を与えているこ
と感じせずにいれません。

松本 英之 日本 2013-12-24 嘘を言うのも許せないが、そもそも漫画祭に政治問題を持ち込むのは他の国に
も迷惑だ。
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Iguchi Satoshi 日本 2013-12-24 事実無根の捏造によって日本人の名誉を傷つける南朝鮮(South
Korea)の暴挙を許してはならない。

okada masanobu 日本 2013-12-24 韓国では２００４年まで売春が認めらており、国を挙げて外貨獲得の手段とし
ていた。その後も売春婦達が売春行為を認めろとデモをしている。現在１０万
人の売春婦が遠征と称して海外で働いている。現在の状況の方が問題であり、
追軍商業売春婦はその当時の世界では常識であった。日本軍が直接に関与した
と言うのであればその証拠を公開すべきである。
従軍慰安婦と称する売春婦の証言はcross
examinationの手段を経たものでなく、信ぴょう性がない。

takeshi kubota 日本 2013-12-24 南朝鮮はけしからん

伊藤 雅貴 静岡県, 日本 2013-12-24 漫画ってどこの文化か知っているのでしょうか？

okada tomonori 日本 2013-12-24 捏造　捏造　捏造

豆柴 五郎 日本 2013-12-24 歴史の捏造、歪曲は許さない。薄汚い工作に正義の鉄槌を！

Masami Matsuoka Oshima-machi, 日本 2013-12-24 他国を虚偽で貶め世界に吹聴する南朝鮮政府及びその人民　断じて許しがたし

Ueno Yui 日本 2013-12-24 一家で署名します。韓国の国を挙げての嘘のヘイトスピーチに断固反対、拒否
します。本来、政治家や外務省がやるべき仕事だと思うので、日本の政治家も
官僚も情けないとしか言いようがない。漫画は大事な「クールジャパン」戦略
の一角です。

Ueno Marie 日本 2013-12-24 これこそが「ヘイトスピーチ」だと思うんですが、日本のマスゴミの総スルー
も気持ち悪い。
韓国の漫画なんて、日本のパクリしかできないくせに。

Ueno Chihiro 日本 2013-12-24 日仏文化交流に政治で、それもねつ造で日本を貶める汚い韓国が大嫌いです。

Ueno Yusuke 日本 2013-12-24 韓国のゴリ押し団体が強行に押しかけるようなら、日本は出展をボイコットす
べきだと思う。
韓国の反日は病気だ。

Ueno Natsumi 日本 2013-12-24 この祭典に、韓国のプロパガンダは妨害行為としか思えません。

加藤 真由美 日本 2013-12-24 日本人を差別する漫画は、表現の自由を逸脱する。人権侵害まんがを放置する
事まかりならん。

Suziki Asuka 日本 2013-12-24 歴史あるこの祭典に泥を塗る蛮行であり、文化交流の場として全くお呼びでは
ありません。
文化やスポーツをプロパガンダに使う韓国のやっていることは日ごろよく引き
合いに出す、ナチスと酷似しています。

takayuki morita 日本 2013-12-24 正しい歴史認識を。

Miyuki Sato 日本 2013-12-24 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Sato Kenji 日本 2013-12-24 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Sato Hisako 日本 2013-12-24 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Sato Syuusaku 日本 2013-12-24 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Sato Masami 日本 2013-12-24 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Yuki Nishiura 日本 2013-12-24 事実の検証もしないでKoreaのプロパガンダに協力する事は文明国のすること
ではないと思います。

shinjiro shotai 日本 2013-12-24 フェスティバルが政治利用に穢されない事を祈ります。韓国の嘘は次々に暴か
れているのです。間違った判断でフランスと日本の名誉が傷つきませんように
・・・

Matsunaga Masahiro ドイツ 2013-12-24 歴史捏造、パクリ文化の国、韓国許すまじ！



名前 場所 日付 コメント

伊藤 剛 日本 2013-12-24 フランス人の皆さん、韓国の捏造に関わると後悔しかしません。

Shizuyo Koyama 日本 2013-12-24 It's very famous in Japan the Korean have the custom to tell a lie,even

congressperson.There are many Koreans which have both Japanese name

and Korean name and they pretend to be Japanese. The rate of their crime is

very high,especially sexual crime.We are in the sufferings.

nakayama sakiko 日本 2013-12-24 純粋に漫画を愛するイベントに、捏造された政治問題を持ち込むなんて許せな
い！！

Daisuke Kazato 日本 2013-12-24 非道な行いは絶対に許さない。日本をなめるな

HASEGAWA KAZUO 日本 2013-12-24 正しい認識を求めているのは日本です。

SHIMIZU YOUKO 日本 2013-12-25 事実の検証なく、プロパガンダに加担するのはお互いの不幸です。

KAWADA Kazuhide Takamatsu, 日本 2013-12-25 韓国の反日キャンペーンは捏造です。

Tatsuhiro Kami 日本 2013-12-25 うそは許されません　日本国の名誉を守りましょう

Hirotsugu Seno 日本 2013-12-25 奴等の低レベルさと同人誌未満のエロ漫画を以てその恥を広め自爆させるのも
ありかと思いましたが、それはある程度認識の有る人へ向けないと効果が無い
と思い賛同させて頂きました。

西田 昌雄 日本 2013-12-25 何が正しいのかは見解の相違だが少なくとも捏造だけは許せん．

Miyagami Shingo 日本 2013-12-25 娼婦と奴隷を一緒に考えるべきではない。彼女らは娼婦だったんだ

斉藤 潤 長野県, 日本 2013-12-25 日本人をここまで怒らせた韓国
もう嘘はつかせない

narumi shinetu 日本 2013-12-25 Ne croyez pas l'histoire qui a été forgé dans le coréen dirigé par le

gouvernement

Ne pas accordé à la propagande d'un mal

Iida Kunikazu 日本 2013-12-25 隣人の嘘の悪口を町中にいい続ける人をどう思いますか？

Kuse Yoshitsugu Amagasaki-shi, 日本 2013-12-25 ウソがまかり通ったら、社会は、ダメになります。人種、民族を問わず、誹謗
には、怒りをもって、抗議します。

shimada hiroko 日本 2013-12-25 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

高橋 真志保 日本 2013-12-25 慰安婦問題は捏造です。物的証拠がありません。

daita kenzo 日本 2013-12-25 韓国の主張は歴史上根拠のないものである。

Shinichi Hayami 日本 2013-12-25 漫画際の歴史に汚点を残します。
国家の正当性が無い韓国は歴史を捏造することでしかアイデテンティが保てな
い残念な国です。

馬場 宏 日本 2013-12-25 韓国の良識を疑う。歴史認識、慰安婦問題、竹島領土問題、無力なる我が国の
敗戦引揚者に対する略奪暴行、ヴィエトナム戦時の韓国軍の暴行それに加えて
、昨日の我が国の国連韓国軍への銃弾百万発供与も予備備蓄用であるとの韓国
軍の声明。そもそも平時に銃弾が不足する等はの事態では軍の体勢が疑われる
。我が国政府は無防備反戦勢力の猛反対を覚悟の上の政府・小野寺防衛大臣の
決断でありわが身を削る思いでの選択であるのである。然るに韓国軍は負け惜
しみとしか思えない声明を発表した。再び言う。韓国は相手にならない程の信
義に欠ける国である。

恵内 真由美 日本 2013-12-25 韓国が嘘を世界に撒き散らしているのが絶対に許せません！！何としてもこの
ようなことは阻止してください。なでしこアクションの皆さん、頑張ってくだ
さい！！微力ながら協力させていただきます。



名前 場所 日付 コメント

azuma eri 日本 2013-12-25 自由に想像して表現するツールであるはずの漫画が、国際的なイベントで一国
の主張(しかも真偽が曖昧)を広めるための道具として使われることが許せませ
ん。

岡田 辰美 Uki-shi, 日本 2013-12-25 従軍慰安婦などでっち上げ！戦時の売春商売でしかない

川田 章也 日本 2013-12-25 間違った歴史を作るな。私の爺様を侮辱するならば、全力で相手をする。

nami ootsuba 日本 2013-12-25 Il n'est pas l'humour .La calomnie par la falsification.

深江 謙介 京都府, 日本 2013-12-25 韓国側の主張は捏造。
歴史を捏造する民族に未来はない。

青 悠基 日本 2013-12-25 当時の陸軍大将より給金貰ってたくせに何が性奴隷だ

平野 達彦 日本 2013-12-25 賛同します

廣田 万里子 Nagoya-shi, 日本 2013-12-25 漫画やアニメを偏った主張の道具にすることは文化に対する冒涜です。韓国は
正気ではありません。

岡本 俊治 日本 2013-12-25 祖国の名誉の為に、声を大にして真実を訴えよう！

kimura hideki 日本 2013-12-25 ゆすりたかり捏造国家韓国の蛮行を放っておいてはいけません。日本国民怒り
の抗議を受け止めよ！

渡邊 綱之 Setagaya-ku, 日本 2013-12-25 絶対反対！

makino yuki 日本 2013-12-25 韓国の捏造マンガは許せません。

谷口 明弘 日本 2013-12-25 日本人としてでなくクリエイター（無名ですが）としても許せません。

Ikeda Takayasu 日本 2013-12-25 彼らの意図は明らかなれど第三国の人達の中には信じる人も出てくるやも知れ
ず。一般国民ががんばっているのに我が国政府が今ださまざまな方面からの制
裁等を行っていない事に憤りを感じます。
コメント（任意）

安藤 龍次 日本 2013-12-25 私もかつては韓国に親近感を持つ一人でしたが、最近の韓国のやり方は目に余
ります。毎日怒っています。

髙橋 寛志 日本 2013-12-25 １．政治と無関係の所に無理やり政治問題を持ち出す。
2.根拠のない捏造話を真実のように伝えようとする。
3．嫌がらせを平気でやりながら被害者ぶる。
以上の理由により、漫画祭から締め出すべし。

Hidehiko Muromoto 日本 2013-12-25 S'il vous plaît ne soyez pas dupe

takahasi kou 日本 2013-12-25 慰安婦だったと言うあの有名な韓国人の老齢女性の方が、同調する半島人を引
き連れてエッフェル塔前で写ってる写真を何かのサイトでみたことがあります
。その中で彼女が発した内容は半島人が聞いても朝鮮戦争時代のこととしか思
えない内容だったと思います。半島人は時系列の歴史を学べないのでしょうね
。こんなデタラメな歴史で日本人を蔑むよう仕向ける半島人には客観的な歴史
で論破しましょう！！そして、絶対に折れない！伊藤博文公や福澤諭吉翁、夏
目漱石翁は朝鮮人の性質をよく見抜いておいででした。
　今現在の私たちのため、未来の私たち日本人の子供達のために今できること
をしていきましょう！！

katsuji inoue 日本 2013-12-25 韓国の横暴を許すな！

吉田 将史 日本 2013-12-25 現在を生きる日本人として、証拠無き捏造された歴史を海外に広める韓国の行
為を許すわけにはいかない。日本人の誇りにかけて署名をします。

Hirate Akihiko 日本 2013-12-25 We do disagree any stupid Japan discount project.



名前 場所 日付 コメント

川合 俊夫 日本 2013-12-25 慰安婦の実態は、韓国の業者が集めた単なる売春婦であり、嘘を漫画際に出す
のは止めさせて下さい。

Miho Ide 日本 2013-12-25 慰安婦は売春婦であり、高額な給料のもと勤務していたのが事実であるのに、
なぜこれが性奴隷になるのか。韓国はこれ以上の虚偽の主張を即刻やめるべき
だ。

Souiti Yasui 日本 2013-12-25 文化的なイベントをプロパガンダに使うのは許せない。

watanabe m 日本 2013-12-25 歴史をねつ造する国家に未来はない。

Okumura Hirohisa 日本 2013-12-25 韓国の卑劣な振る舞い。黙っていれば真実として受け入れたことになります。
是非署名を。

曽根 和明 日本 2013-12-25 もううんざりです。

戸張 馨 日本 2013-12-25 スポーツと同じで、本来、漫画際を政治的対決の場にすべきではないかと思う
が、韓国側の動きには、毅然と反論、反撃する必要があろうかと思う。

大槻 宏明 日本 2013-12-25 恥ずべき民族、朝鮮人の陰湿な陰謀を、まともな民族なら見破れるはず。フラ
ンス人の民度が問われているぞ。

qureshi sarah 日本 2013-12-25 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

maruyama tiho 日本 2013-12-25 世界的にも有名な国際漫画祭に、韓国の悪質なキャンペーンを行わせてはなら
ない！絶対に！！この漫画祭趣旨が違うし、世界中に愛されているはずの漫画
で日本を貶めることはして欲しくない。

Kimiyoshi Yoshida 日本 2013-12-25 I feel angry that my country is groundless slander in hoax.

MURAKAMI YAYOI 日本 2013-12-25 祭りに憎しみは不要コメント（任意）

Yu Sato 日本 2013-12-25 History must be told on the basis of reason and evidence

miki mori 日本 2013-12-25 中立な歴史を！！

八木橋 聖幸 岡山県, 日本 2013-12-25 事実に基づいた文献、特にアメリカ軍の文献等の客観的事実が掛かれた物が存
在します。

山崎 隆久 日本 2013-12-25 正しい事は　正しい、間違っていることは間違っているとはっきり言いましょ
う。署名活動に感謝します。

小島 桂太 日本 2013-12-25 ねつ造売春婦への論破お願いします

篠崎 瑛ニ 日本 2013-12-25 慰安婦と云う呼び方に変えた元売春婦が今貴方の足元にひざま付いています。

堀江 博昭 日本 2013-12-25 韓国とは絶交すべきである

加藤 嘉一 日本 2013-12-25 嘘を是正しよう。韓国はライダイハンの説明を！！！

奥野 光博 日本 2013-12-25 写真も残っていない先祖の時代のことを　それも史実とまったく違うことをい
まさらのごとく騒ぎ立てる人たち　　「憎む文化」か何か知りませんが常軌を
逸しています。キャンペーンに協力するのは問答無用で即中止するべし。

橘 悠 日本 2013-12-25 このような場に、政治的なものを持ち込むな！

etsuko mizuno 日本 2013-12-25 なぜ毎回韓国が日本のアニメに便乗するのか、それを許すのか、そんなことを
やってきたからこんなことになるんじゃない？

Adachi Daigo 日本 2013-12-25 Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.



名前 場所 日付 コメント

遠藤 匠 日本 2013-12-25 韓国政府が見解する慰安婦問題は、日本政府の立場とはまったく違っており、
捏造である。
アメリカ公文書館なども認めている通り"強制性"は存在せず、この問題は歴史
問題ではなく、事実無根のいわばパロディ作品だ。
この様なパロディ作品を歴史問題とし、国際的な舞台で漫画として広めるのは
如何なものだろうか。
私は日本、韓国だけではなく、アメリカ、イギリス、フランス、全ての世界各
国の交流、いわば平和と協力に悪影響を及ぼすと考えている。

江原 方子 Longueuil .Quebec,
カナダ

2013-12-25 こちらでは、韓国＝嘘つき人種と認識している人が多いです。　韓国　国内向
けの反日教育の限界が、見えてきているようです。　何も知らずに教育されて
きた戦後時代の人々が哀れです。　国から出て真実を知らされた時の驚愕と言
ったら。。。

KAMBAYASHI Shigeo 日本 2013-12-25 Pardon Madams et Mousher

Je nes palre pas Francais 

BUT please imagine some un-healthy mind holders continuosly attempt to pull

Japanese down towards notoritative status

Why? Because they are manipulated by other nations,in addition,they are apt

to belive what they make 

Sil vous plair

飯田 ひなこ 日本 2013-12-25 日本人のプロパガンダは事実に基づきます。ちょっと弱いけど。どうか声が
Franck Bondoux に届きますように！

山本 将意 日本 2013-12-25 国際交流の場に慰安婦問題を持ち込む行為は品性下劣と言わざるを得ない。

Mikami-Rott Izumi ドイツ 2013-12-25 Go! Nadeshiko!

齋藤 美登里 日本 2013-12-25 日本人は韓国の言動に怒っています。まず真実を明らかにしてからにして頂き
たい。

玉村 秀幸 日本 2013-12-25 朝鮮人は嘘つき民族

dai yamada 日本 2013-12-25 漫画祭の趣旨をけがす韓国の政治活動は許すことができません。主催者は正し
い判断をしてください。Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

yamane yasuhiro 日本 2013-12-25 未来の若者に遺恨を残さないよう、今の世代で解決しましょう。

鈴木（Suzuki）
信行（Nobuyuki）

日本 2013-12-25 反日プロパガンダ断固粉砕

名和 浩 日本 2013-12-25 「２０万人を拉致して性奴隷にした」というのは事実無根です。

日本では専門家によって歴史資料の検証が行われ、これが捏造であることが証
明されています。

takeishi isao 日本 2013-12-25 pride

Takeshi Kurita Chicago, IL 2013-12-25 The Art festival should not be a place for a political propaganda of false

accusation.

Toshi Nakama 日本 2013-12-25 韓国内の売春ビジネスの問題をすり替えている

松元 孝光 日本 2013-12-25 韓国の嘘は許せない。韓国は世界中に嘘をまき散らしている。韓国の歴史その
ものを捏造し子供達に教育している。将来の韓国は世界で淘汰される、今のう
ちに国民教育を改めないと韓国の将来はない。

内藤 陽介 日本 2013-12-26 慰安婦とかただの売春婦っていつになったらわかるんだろう。信じてる人って
頭お花畑だよね。

鈴木 克哉 日本 2013-12-26 賛同します

小池 良一 日本 2013-12-26 恩を仇で返す事しかしない韓国には、黙っていてはいけないでしょう。
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Kentarou Shimizu 日本 2013-12-26 慰安婦の強制があったのはインドネシアでのオランダ人女性で、補償も済んで
いる。コリアン慰安婦においては強制事実は皆無（コリアンによる詐欺はあっ
た）であり、そもそも慰安所が無い場所で働いているとの証言もあり、信用に
値しない。

Suekane Katsushi Kanagawa, 日本 2013-12-26 漫画祭にプロパガンダを目的とした作品を展示するのは許すことができない

Sasai Teruo 日本 2013-12-26 頑張って。

中里 敏政 日本 2013-12-26 従軍慰安婦問題は、朝日新聞が捏造するまで、存在していなかった問題。いい
加減特亜はファンタジー歴史から脱却し、本当に正しい歴史を直視するべき！

Tasaki Shinya 日本 2013-12-26 嘘は許されない

Fumie Masamura 日本 2013-12-26 慰安婦についての客観的な検証が正しく公正に行われるべきだと思います。

吉川 泰正 Fukuyama-shi, 日本 2013-12-26 立派な行動をすれば何も言わなくても世界は認めてくれる。いい加減そんな甘
い認識を捨てて、私達の誇りを取り戻し、まっとうな日本の過去を取り戻すべ
く動きましょう。

Yoshifumi Oba 日本 2013-12-26 日本人は絶対に負けるな！

hidenori nakanishi 日本 2013-12-26 おかわり禁止ね！それも嘘八百で。

小林 響子 群馬県, 日本 2013-12-26 漫画の為のフェスティバル､それは様々な国の漫画文化の為に有る筈です。
お互いに出品し､お互いに感じ合い文化的な見識を広める場所です。
漫画の政治利用はこのフェスティバルに相応しいのか御一考下さい。
漫画を楽しむ為に来場したお客様は全く関係の無い国家間の諍いを嬉しく思う
でしょうか？お客様の気持ちになり考えて下さい。
どうしても出品するのならばフィクション扱いでお願いします。

shiro hitomi 日本 2013-12-26 Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

大塚 康二 日本 2013-12-26 許せん！

前野 悌一 日本 2013-12-26 Arretez l'action repugnante par Correens!

Masahiro Yamada 日本 2013-12-26 嘘を拡散させないように頑張ろう！

竹林 純子 日本 2013-12-26 本当に正しい歴史認識をしなければいけないのは韓国や中国です。間違った歴
史認識を私は許せません。

菅沼 千代子 日本 2013-12-26 微力ながら署名させて頂きました

Shigeru KAWASAKI 日本 2013-12-26 La France et le Japon sont des nations amicales.

荒井姓 哲哉名 日本 2013-12-26 なでしこアクション頑張れ！陰ながら応援しています。

Yasuhiro Takashima 日本 2013-12-26 従軍慰安婦の件は韓国政府のプロパガンダです。

大屋 晴夫 日本 2013-12-26 韓国による独善的な慰安婦問題に関する活動は不愉快極まるものがあります。
文中の専門家による検証について詳細を知りたいと思います。日本人として説
得力ある論理的な内容で国際社会に公表できれば良いなと思います。

Watanabe Atsutomo 日本 2013-12-26 中止に賛成

AKEMI MIZUNO Kobe-shi, 日本 2013-12-26 売春婦を慰安婦と言っている国の歴史は信用できません

takizawa yukio 日本 2013-12-26 朝鮮戦争やベトナム戦争で自国民を拉致、監禁し慰安婦に仕立て上げた韓国政
府、その行為をひた隠す為に第二次大戦の日本軍の強制連行従軍慰安婦をでっ
ち上げた韓国政府、また女子挺身隊を従軍慰安婦と捏造記事で韓国政府を炊き
つけた朝日新聞は断じて許してはならない。

田中 英雄 日本 2013-12-26 賛同いたします。
韓国は信用できない国だということを、論理的に世界に知らしめましょう。

服部 明浩 日本 2013-12-26 韓国はねつ造歴史教育を止める勇気を持て



名前 場所 日付 コメント

Sato Syo 日本 2013-12-26 C’est Le Cas ou Jamais d’Accuser Les Mensonges Coréens
韓国の嘘を告発するときが来た

増田 剛 日本 2013-12-26 国家レベルでのねつ造キャンペーンをフランス国家は認めるのか？

山田 英史 日本 2013-12-26 慰安婦は強制された性奴隷ではありません。

harada hiroe 日本 2013-12-26 捏造はいつかバレます。

絶対許せません。

日本人として(-_-メ)

sasaki seiya 日本 2013-12-26 韓国はいい加減に現実を直視して欲しい。

Okabe Dai 日本 2013-12-26 私は韓国が何食わぬ顔で恥も知らずやってる行動が許せません。
日本を彼らと同一系列で見られることは日本の恥だと言うのは売国奴以外はわ
かってるものと思います。
他国にそんな間違った情報や思い込みを広められては困ります。
他国の利益にも自国（日本）の利益にもなりません。
韓国は日本の海女や忍者や歴史等など自発的に改ざん思い込みで世界に発信し
ている国です。誰一人として信用に値しない行動言動ばかりの国が主張しよう
とする行いを受け入れたら、恩も忘れ仇以上に厄介な事になります。
韓国は日本を嫌ってるのに弾薬等甘いものはクレクレしてる恥知らずな国（人
間達）です。
是非、出店を許可するのをお考え直しください。
反日キャンペーンに協力と言う事は、他国から見ても日本を嫌ってると思われ
る行為に繋がります。
国益にも自国の評価にも繋がるイベントだと考えます。
長くなりましたが、私は嘘まみれな韓国は大嫌いです。彼らに協力するのはや
めてください。（日本政府にも言いたいが・・国交断絶しろと・・・）
では、失礼します

aoyanagi masayuki 日本 2013-12-26 嘘つきな韓国と韓国人が大嫌いです。

竹本 圭吾 日本 2013-12-26 韓国の捏造慰安婦を漫画・アニメで宣伝するなんて許せない！！

山崎 陽介 日本 2013-12-26 捏造された歴史である慰安婦のキャンペーンに断固反対します。

高橋 誠一 日本 2013-12-26 漫画で風刺ならともかく、プロパガンダに利用するのは許せない。

Takashi Katagiri 東京都, 日本 2013-12-26 日本とフランスの友好に、韓国は必要ない。

北川 崇子 日本 2013-12-26 慰安婦問題はねつ造だとはっきりしています。決して協力しないでください。

Nobuyuki Kanematsu Chiba, 日本 2013-12-26 Stop hate campaign and go to ICJ to settle the issue!

sawada mayuko 日本 2013-12-26 どうか協力はやめてください

mori kuma 日本 2013-12-27 誤った歴史は正すべきである。

Atsuko Koyama 日本 2013-12-27 韓国はいつも証拠のない嘘ばかり言って日本を貶めます。慰安婦が単なる売春
婦であったことは、当時の米軍の調査報告書で証明されています。

Fumiko Yoshimura 日本 2013-12-27 Please do not participate in the country which is performing Japanese

discrimination openly.

Matubara Hiro 日本 2013-12-27 漫画際に「国のキャンペーン」を持ち込むのは反対です。

Yoshiaki Ogata 日本 2013-12-27 comfort womens were nothing more than prostitutes

Fujita Yoshimitsu 日本 2013-12-27 韓国の「脚色した事実無根な主張」など許すな！

瀧本 早百合 日本 2013-12-27 国際漫画祭が汚れます！



名前 場所 日付 コメント

Masaki Suzuki 日本 2013-12-27 慰安婦は営利目的の売春業であり、性奴隷などではありません。当時のアメリ
カ軍の調査でも明らかであり、公文書の形で残っています。

木村 博 日本 2013-12-27 慰安婦反日ロビー活動にお金が動いているのでは？なぜ嘘が韓国外の国でもま
かり通るのか

ナカジマ ヒデオ 日本 2013-12-27 あまりの湾曲されたアニメ、漫画に言葉もないです。はっきりと日本も事実を
発言してほしいです。

坂本 竜市 日本 2013-12-27 子供たちに真実をつたえなければ。

星野 秋史 日本 2013-12-27 マンガのような事実は存在しない

山崎 由佳 東京都, 日本 2013-12-27 皆が文化を楽しむ場所に、政治問題を持ち込もうとする韓国人の精神は、この
国際社会で唾棄されるものだ‼︎
しかもそれが日本への根拠の無い誹謗中傷であり、最早犯罪以外の何物でも無
い！

石井 篤 日本 2013-12-27 賛同します！

太田 あかり 日本 2013-12-27 かけだし様のサイトからきました。
皆様、活動お疲れ様です

HIROSHI YAMAGUCHI 日本 2013-12-27 韓国のディスカウントジャパン運動に反対します。

関谷 修一 日本 2013-12-27 漫画にまで！
反日捏造国家はゆるせません！！

木田 精史 日本 2013-12-27 敗戦者に、すべてをなすりつけようとするのは、間違った考え方です。

三浦 祥行 日本 2013-12-27 捏造慰安婦根絶！！！

仲村　 勉 日本 2013-12-27 日本の恩を忘れて反日活動ばかりする韓国は人間の心も忘れたのか。

Daichi Fukushima Aichi, 日本 2013-12-27 フランス語サイトの方が、必要署名数が圧倒的に少ないです。
異常ですが、登録後言語変換してフランス語サイトの最新から署名するとかな
りの影響があります！！拡散をお願いします。

Daichi Fukushima Aichi, 日本 2013-12-27 <a href="http://chn.ge/191sdsE" rel="nofollow">http://chn.ge/191sdsE</a>

Shigeki Matsumoto 日本 2013-12-27 慰安婦は完全に捏造！！！騒いだもん勝ちのこの現状は狂ってるとしか言いよ
うがない。

mariko nishiyama 日本 2013-12-27 なんにでも政治を持ち込む韓国のやり方を見過ごしてはいけない。どんどん声
を上げてゆきましょう。

yamaguchi ryo 日本 2013-12-27 韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてください！

oomura seijirou 日本 2013-12-27 せっかく漫画家たちが張り切って漫画を描いているのに、漫画祭を捏造慰安婦
のキャンペーンにしたらダメです。

Akio Nomura 日本 2013-12-27 こういった文化交流の場にも侵入し、捏造に基づいて日本のネガティブキャン
ペーンを執拗に続ける韓国のような野蛮国とは即刻、国交を断絶すべきだ。

KIGUCHI Miyu 日本 2013-12-27 賛同します！　私も出来ることから行動を起こしてみたいと思います。

中川 亮名 日本 2013-12-27 悪意の韓国人は相手にしないで

青木 歳三 埼玉県, タイ 2013-12-27 応援していますが、募金がどのくらい集まったかオープンにした方が良いと思
います。

Takashi Fujimaki Gardena, CA 2013-12-27 第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー　:
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

湯本 太一 日本 2013-12-27 賛成します！

梅田 佳子 日本 2013-12-28 Tous Les Indices Accusent La Corée



名前 場所 日付 コメント

小林 万貴子 日本 2013-12-28 署名ぐらいしか出来なくてごめんなさい。宜しくお願いします。

加藤 久敦 日本 2013-12-28 嘘で日本を侮辱するな！！

Haraikawa Masato 日本 2013-12-28 頑張れええええええええええ

梅田 健司 日本 2013-12-28 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

吉田 一郎 日本 2013-12-28 平和なお祭りの場に特定国家を憎悪に導く下劣な政治的書物を展示させるのは
極めてアンフェアです。

Hiroyo Nakano 日本 2013-12-28 私は日蓮正宗大石寺の法華講信徒です。
韓国の活動は私の信仰する日本の仏教も侮辱していると思います。
私は慰安婦反日キャンペーンを止める活動に賛同します。

Suzuki Shuichi 日本 2013-12-28 うそ・捏造はぜったい許さない

Tsuchida Hiroaki Imizu-shi, 日本 2013-12-28 韓国人の厚顔無恥にはウンザリだ。仏国が、韓国の妄言に踊らされるような低
レベル国家でないことを祈る。

古志 勇輝 日本 2013-12-28 I agree fully with the opinion of the caller.

Yu Uehara 日本 2013-12-28 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

佐藤 光昭 日本 2013-12-28 反日するのは構わないけど、TPOは弁えてほしい。

正木 将平 日本 2013-12-28 捏造反対！！

Misawa Takasi 日本 2013-12-28 戦争は武器を使う事だけでなく、経済と情報戦争だけでも十分にダメージを与
える事ができる。その事に多くの日本人は気づかなければならない。

OHNO KAZUNORI 日本 2013-12-28 外国で文化を発表する場なのに、でたらめな自国の主張を国には断固抗議すべ
き！

kazuhiro igeta 日本 2013-12-28 We have been admitted korean parasites but cannot allow if they attack their

host with poison.

鈴木 興業 愛知県, 日本 2013-12-28 嘘つき朝鮮人¡¡¡

takahashi seigo 日本 2013-12-28 I love Japan

梅田 康平 日本 2013-12-28 証拠はすべて韓国に不利である
Tous Les Indices Accusent La Corée

伊勢 隆太 日本 2013-12-28 あらゆるところに政治を持ち込む民族性に失望

稲田 千春 日本 2013-12-28 よく調べもせず一方の主張だけ認めるやり方はフェアでないです。

鳴海 正司 日本 2013-12-28 真の友好に捏造はいりません、賛同致します。

Shun Ide 日本 2013-12-28 慰安婦は性奴隷ではなく、売春婦でした。韓国は慰安婦について捏造し、反日
を繰り返している。

Yoshi Sawai 日本 2013-12-28 日本を不当に貶める勢力に対抗しましょう。

小林 順子 日本 2013-12-28 日本は韓国を助けたのです。
恩を仇で返す韓国。

takafumi kojima 日本 2013-12-28 「誤られた歴史は書きかえ
　られねばならない。」まさに今がその時でしょう。

yano toshiro 日本 2013-12-28 日本人よ誇りを持て！！

小柳 映二 日本 2013-12-28 頑張れ日本

河合 導彦 日本 2013-12-28 戦略的にロビー活動を通して証拠のない（口述のみ）事件をでっち上げている
事が間もなく日本政府から証明されるでしょう。



名前 場所 日付 コメント

Daichi Fukushima Aichi, 日本 2013-12-28 青木 歳三様、
募金？あなたはなにに対して募金をされたのですか？
このサイトでは一切募金活動など行っておりません。
韓国政府支援による国際漫画祭の政治利用に抗議する署名のみを行っておりま
すのでお金を振り込むことはおやめください。

tosihito kuwahara 日本 2013-12-28 何で　あの戦争で無防備な日本人が
原爆まで落とされて　虐殺されたのか　世界の人は　よく考えて欲しいね。

廣川 みさ 日本 2013-12-28 韓国の捏造に踊らされないで。

浅野 誠 日本 2013-12-28 日本のものに韓国は必要ない

横道 正巳 日本 2013-12-28 よろしくお願いします。

辻谷 直利 日本 2013-12-28 全て作り話です
慰安婦と称する人の全ては反対尋問を受けていません。

島田 悠矢 日本 2013-12-28 日本人だってやるときはやるんです！

gota nagakura 日本 2013-12-28 慰安婦は日本軍の強制ではありません。

本間 一樹 日本 2013-12-28 本当にあの連中のやり方は許せない。日本政府は一刻も早く国交断絶すべき。

Kinjo Sanae 日本 2013-12-28 慰安婦は強制された性奴隷ではなく、高給取りの売春婦です。

河田 正悟 大分市, 日本 2013-12-28 嘘っぱちで日本がバカにされるなんて黙ってられません！
応援しています、頑張ってください(^^ゞ

藤谷 紀和 日本 2013-12-28 歳をとって客がつかなくなった韓国人売春婦が金のために「日本による強制連
行」とウソを言っています。韓国の福祉行政の遅れと反日教育が招いた悲劇で
す。日本が保障した莫大な金を横領した役人共の子は生存しています。そいつ
らに保障してもらえ！

百野　 貴祥 日本 2013-12-28 皆さんの思いが届きますように！

川辺 修 日本 2013-12-28 慰安婦は実在しなかった。朝日新聞のねつ造記事である。

木村 秀敏 日本 2013-12-28 国際漫画祭を韓国の嘘とプロパガンダで汚してはならない。

Yasuhiro Sakurai 日本 2013-12-28 Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore

véridique.

長谷川 暁良 日本 2013-12-28 漫画という文化の交流の場を、自国の主張を喧伝するために利用するのは間違
っていると思います。こういった問題は、国際司法裁判所で判決が出た場合に
取り上げられるべきです。漫画好きの一人として、素晴らしい漫画祭になるよ
う祈っています。

川崎 信介 日本 2013-12-29 これ以上日本を侮辱し続ける韓国の反日行為を許すわけにはいきません!

hideyuki takahashi 日本 2013-12-29 inform　record the truth andふぁｃｔ

岩瀬 信幸 日本 2013-12-29 南朝鮮、中国とは、即刻国交断絶することを心より切望し、熱望しています。
奴らは、日本が無ければ、何も出来ない土人です。

HAYASHI KOUICHI 日本 2013-12-29 賛同します！

won Jamie 日本 2013-12-29 South Korean comfort women are prostitutes.

CHIBA KANAKO 日本 2013-12-29 そんな事実はまったくありません。朝鮮人に騙されないでください。



名前 場所 日付 コメント

A Y 日本 2013-12-29 御活動ありがとうございます。私は40代の主婦です。なでしこアクション様か
ら韓国の方々へ出来るのでありましたら伝えていただきたい事があります。私
の母は幼い頃に姉を原爆で亡くしました。しかし祖父母から米国を憎む言葉は
一切聞いたことはありませんでした。とうの昔に亡くなっておりますが、おそ
らく子や孫に人を憎む事を望まなかったのだと考えています。日本軍を含め愚
かな戦争というものは憎んでいた様な気はいたしますが。母はアメリカの支援
で日本は発展することができたと言っておりました。韓国の大人の人方々は自
国や外国の次世代の若い人たちに、国や人を憎む事をお望みなのでしょうか。
そうであればその様な負の遺産を背負わせる事は若い人たちのために思いとど
まっていただきたいです。彼らには自由な未来を与えてあげて下さいと。

akira inoue 日本 2013-12-29 日本人作成したアニメは嘘をつくなと教える。

安藤 俊浩 日本 2013-12-29 日本が世界に誇れる漫画文化をとおしての捏造プロパガンダは絶対許せない。

水島 満 Kobe-shi, 日本 2013-12-29 応援しております！

Suto Fumiyoshi 日本 2013-12-29 嘘によって、そういうこともあるかも知れないと思うこと自体が問題です。

Kenichi Tsukahara 日本 2013-12-29 よく調べもせずに係わるのは止めて欲しい。

塩本 妙子 日本 2013-12-29 慰安婦の存在は、日本は認めています。しかし強制ではありません。当時の新
聞広告という証拠もあります。期限の2年間働けば家が数件買えたという高給
で、総て志願者でした。そして戦時中日本は韓国兵のように女性を強姦してラ
イタイハンという混血児を沢山残すなどというおぞましいことはしていないの
です。

SATOSHI SEKINO Chiyoda-ku, 日本 2013-12-29 Wrong history shouldnt spread.

中村 茂晴 日本 2013-12-29 強制連行は捏造！証拠も出ている！

志村 光男 Livorno, 日本 2013-12-29 lA COREE SUD A TORT.iL E DEMAGOGUIE QUE ILS DISENT.

ami davis boca raton, FL 2013-12-29 dont get involved politics

高橋 肇 日本 2013-12-29 捏造プロパガンダは許せない

阿部 誠 日本 2013-12-29 捏造許すまじ。

tomo k 日本 2013-12-29 Il approuve

小泉 隆夫 日本 2013-12-29 歪んだ歴史教育と歴史ファンタジー世界に酔いしれる三国人に鉄槌を！

MATSUYAMA KUNIAKI 日本 2013-12-29 ねつ造歴史をふりまいて世界の人々に迷惑をかける韓国人への協力は絶対に認
められません！

Yoshihiro Masukane 日本 2013-12-29 がんばって

Ogawa Hitosi 日本 2013-12-29 少しでも力になれば。テキサスおやじの件もホワイトハウスに出しました。

takashi takamoto 日本 2013-12-29 混沌の原因を作り続ける韓国。
悪魔の業を断罪しましょう。未来の秩序のために。

鈴木 弘 日本 2013-12-29 日本の名誉の為に頑張って下さい。

Kimura Kaito 日本 2013-12-29 賛同!

藤井 龍也 日本 2013-12-29 korean is foolish parasite!

松岡 洋一郎 日本 2013-12-29 真実、事実は　ひとつ。正々堂々と抗議しましょう。

suematu masami 日本 2013-12-29 自衛隊が無償提供した銃弾１万発についても「韓国人は、人から便宜を受けな
がら感謝することも知らないのか」と言いたい。１月１日のIMFの発表が待ち
遠しい。韓国が経済破綻した場合は、今回は助ける必要は全くない。
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satoshi sunayama 日本 2013-12-29 ２０万人とかありえない
戦後アメリカ相手にも100万人だと
言ってるし　捏造許すな

Miwako Ozeki-Clarenc フランス 2013-12-29 真実ではないことを、このようなかたちで伝えることは許されることではない
です。

竹本 有吾 日本 2013-12-29 韓国はやり方が間違っています！

光野 聡 日本 2013-12-29 ロンドンオリンピックのサッカーでパフォーマンスをやった朴鍾佑の比じゃな
いな。要するに連中は馬鹿で幼稚なんだけど、でももう黙ってはおらんぞ。

Morishita Masayo 日本 2013-12-29 従軍慰安婦は娼婦という職業です。強制連行もあったという信用出来る証拠や
証言が存在しません。何よりもまず、日韓併合時代の両国の問題は解決してお
り、７つの略奪はおろか、７つの恩を日本からもらった真実を隠したまま反日
教育をしている韓国が、第三国で全く関係のない人にまで間違った歴史を刷り
込む卑怯な行いをこのまま見過ごしてはいけません。日本人は謙虚で我慢強い
民族ですが、これからは誇りを持ってはっきりと主張するべきだと思います。
頑張って声をあげていきましょう！

水溜 秀彦 鹿児島県, CA 2013-12-29 よろしくお願い致します。

親日 日本人 日本 2013-12-29 日本人を怒らせると怖いぞ！

taeko nomura 日本 2013-12-29 活動に賛同いたします。そして、ありがとうございます。

satou kenichi 日本 2013-12-29 日本人も声を上げるべきです。
日本文化に理解のあるフランスの
方ならば分かってくれるはずです。

kanou tsurue takasakisi, 日本 2013-12-29 日本軍が拉致し、強制的に性奴隷にしたというとんでもない嘘は許せません！

yamamoto yoshimichi 日本 2013-12-29 正しい歴史認識を求めます。
韓国は、歴史捏造国家です。

yonaha koji 日本 2013-12-29 韓国との友好は望んでませんが。

TEMPLEMAN MITSUI BC,, カナダ 2013-12-29 please do not involve a fabricated information! what korean want are "$" from

japan!!!

Tommy Jim 日本 2013-12-29 慰安婦なんてない

nabe ken 日本 2013-12-30 文化やスポーツの場に意図的な政治を持ちこまないで

三宅 淳子 日本 2013-12-30 漫画の文化のない韓国がなぜ国際漫画祭に出るのか。そして、嘘を・・・。許
せない

遠藤 真広 日本 2013-12-30 韓国という国自体が嘘を平気で垂れ流す、捏造国家だということを世界に喧伝
していこう。

Shimada Akira 日本 2013-12-30 South Korea is built in the "lie"

Don't let a thoughtless remark confuse the world!

higashi shuzo 日本 2013-12-30 韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めて下さい。
慰安婦は韓国が捏造した問題です。朝鮮人学者が精査しましたが証拠は何もあ
りませんでした。

saiki sonoko 韓国, 大韓民国 2013-12-30 韓国から、この国（韓国）の嘘を糾弾したく賛同します

OHASHI TETSUO 日本 2013-12-30 朝鮮人の言う慰安婦は併合前から数多く存在した売春宿の売春婦であり、嘘・
偽りで捏造したこの様な漫画の展示に反対する。そもそも文化の祭典に政治的
な出展をしてはならない。

Takeshi Matsumoto 日本 2013-12-30 ねつ造の歴史で日本の品位を落とさないでほしい。

長門 一 日本 2013-12-30 日本を守るための第一歩にまず署名！



名前 場所 日付 コメント

嶋田 裕子 日本 2013-12-30 韓国には一切関わりたくないと思ってきましたが、もうこれ以上我慢できませ
ん。よろしくお願いします。

小川 典彦 日本 2013-12-30 漫画祭を政治目的に利用するのは大反対です

Taniguchi Ikuo 日本 2013-12-30 日本人がいつまでも笑って許してくれると思ったら大間違いだ。

Rimi Fletcher Parowan, UT 2013-12-30 Seems like Korean People do anything to bully to the Japanese. Those women

who are saying they were "sex slave" or "Confort woman" had a high income

and freedom. And they were following Japanese minitary. Since Korean

escalating hate to Japan, I think it's better tp eliminate Koreans from Manga fair

to avoid before some physical case occur.

arimura kaoru 日本 2013-12-30 I hate lie and liar. And I hate people who do not try to know truth.

山口 優子 日本 2013-12-30 正々堂々フェアプレーと行こうじゃないか、韓国諸君！コメント（任意）

tsurui chisato 日本 2013-12-30 署名集めてくださってありがとうございます。

太田 寛 日本 2013-12-30 歴史は正しい事実だけが認証されます。事実を確認しましょう。

Katsuyuki Mimura 日本 2013-12-30 韓国は国を挙げて日本を貶める工作を世界規模で行っています。その悪質な反
日宣伝に知らないうちに協力させられないよう、切にお願いします。韓国の行
っている日本攻撃はかつてのナチスドイツのユダヤ人攻撃に匹敵する人種差別
的な側面を持った、言語道断なひどいものです。日本人は今まで沈黙していた
が、このままでは誤った認識やウソが世界的に定着し、日本人は差別の対象に
落とされてしまいます。是非、韓国の働きかけは峻拒していただきたい。

yayoi escobar la, CA 2013-12-30 これ以上、プロパガンダを広めないでください。

白石 匠 日本 2013-12-30 日本人は今まで黙っているばかりでしたが、韓国によるねつ造による言論弾圧
に耐え切れなくなっています。もう、これ以上、黙っていられない。

okuyama akimoto 日本 2013-12-30 日本人の誇りを持って、悪意の塊でしかない人達に毅然と立ち向かうべき。も
う堪忍袋の緒が切れています！

永井 利房 日本 2013-12-30 慰安婦は売春婦です
アメリカも認めています

kazuysi iriduki 日本 2013-12-30 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

moriya masayuki 日本 2013-12-30 いい加減黙って我慢はやめましょう

Kato Koji 日本 2013-12-30 Political propaganda should not be brought to the festival.

Shizuka Kimura 日本 2013-12-30 Je n'aime pas le conflit, mais les japonais doivent faire face aux Propagandes

Coréennes! Elles sont vraiment vilains. Les coréens veulent humiler les

japonais avec des mensonges. C'est triste. Aidez-nous!

Nishimura Kyoko Hiroshima, 日本 2013-12-30 許せません

Nishimura Asa Hiroshima, 日本 2013-12-30 いつまでこのようは狂気をやり続けるのでしょうか、韓国は・・・。

Nishimura Sae Hiroshima, 日本 2013-12-30 韓国は酷い国です。

Oomasa Rikako 日本 2013-12-30 R.O
何も知らない子供たちに自虐史観を教え、国内では国民の知る権利を阻害する
マスメディア。私たち良識ある大人は、日本の将来をより良いものにして子供
たちに伝えていく責任があります。
まずは子供の教科書を読んでみてください。どんなにひどい偏向歴史教育がさ
れているか。毅然とした態度と、良識ある行動で日本を国を愛する国民の手に
取り戻しましょう。



名前 場所 日付 コメント

Keisuke Kubo 日本 2013-12-30 Je pense que je dois protéger des droits de l'homme féminins. Cependant, je

n'autorise pas la Corée du Sud. 

C'est parce que la fausse histoire est faite et le pays étranger est attaqué. Je

crois la France.

宮原 祥代 江東区木場, 日本 2013-12-30 やり方があまりにもきたない
許せない韓国の行動にもう我慢ができません。
憎しみを生むだけの行動

Midori Uehara Ebetsu-shi, 日本 2013-12-30 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

naoya hayashi 日本 2013-12-30 韓国が言う慰安婦は、強制された性奴隷ではなく、単なる戦時売春婦です。韓
国による政治的なプロパガンダに協力するのは止めてください。

Ichinose Mamoru イタリア 2013-12-30 Coreani no metsuzo ni makeruna!

川村 桂子 日本 2013-12-30 取り上げるのならどちらか一方に加担するのではなく、両者の主張を公平に取
り上げ、歴史資料なども提示した上で読み手に考えてもらいたい。

Minagi Hide 日本 2013-12-30 趣旨に賛同します。

山岡 和義 日本 2013-12-30 証拠無き捏造された歴史を海外に広める韓国の行為を許すわけにはいかない。
日本人の誇りにかけて署名をします。韓国人よ歴史を学べ。

村田 則之 日本 2013-12-31 漫画祭は政治的プロバガンダの場所ではないでしょう。韓国のキャンペーンに
利用させてはいけない。

Hamada Kana 日本 2013-12-31 真実をロクに調べもせず反日キャンペーンに協力するな。
悪意で歪められた歴史を学べて楽しいのか？

TANAKA FUMIKI 日本 2013-12-31 反日国家の捏造プロパガンダに負けるな

Tsubokawa Mitsuo Nanuet, NY 2013-12-31 韓国の都合の良い様に従軍慰安婦問題を捏造している事に遺憾の意を表します
。

藤井 一幸 日本 2013-12-31 漫画の世界に特定の政府の政治的思惑を持ち込むべきではない。ましてや、韓
国は国際的に認められた国家なのだから、こういった問題は国家間で解決し、
民間同士の憎悪を増長させるような行為を行うべきではないし、アングレーム
漫画祭はそういった憎悪の育成場所になってはならない。

野末 幸弘 日本 2013-12-31 捏造された歴史を子々孫々に背負わせないよう我々の代に声を上げ世界に納得
させることは義務であると思います。

加藤 一人 Kani-shi, 日本 2013-12-31 日本の学校の教科書は、戦後韓国と中国の元に改変されて作られた教科書であ
るという事を大人になってから知らされました。戦争はもちろん悪い事なので
すが、戦後60年もゆすりやたかりを続ける韓国には憤りを感じます。幼少の頃
に勉強した物が事実ではない作られた社会だったとは。。もう韓国の活動家達
の勝手は許さない。

honma tomoharu 日本 2013-12-31 純粋な漫画祭を汚すな

宮崎 孝行 日本 2013-12-31 フランスは慰安婦反日キャンペーンに協力しないでください。

三村 行夫 日本 2013-12-31 聡明で誇り高いフランス人は、韓国の嘘にまみれたネガティブキャンペーンに
は騙されないと信じております。

長谷川 陽 日本 2013-12-31 韓国の嘘にだまされないでください

takizawa kazumi 日本 2013-12-31 なでしこアクションがんばれ！
ありがとうコメント（任意）

太田 義彦 日本 2013-12-31 日本の心は 「おもてなし」です。
韓国人は 「ろくでなし」です。



名前 場所 日付 コメント

Rika Okamoto 日本 2013-12-31 日本の足を引っ張ろるために世界中で捏造被害を主張する嘘吐き韓国人が許せ
ない。韓国人の嘘を何の検証もせずに鵜呑みにして日本を批判する外国人も許
せない。

Sakamoto Norio 日本 2013-12-31 賛同致します。

Yasuji Hosoda 日本 2013-12-31 日本に対しての慰安婦問題は捏造です。

齊藤 仁 日本 2013-12-31 姦国はいくら流しても便器のへりにこびりついて流れない糞のような国である
！

水江 徹也 日本 2013-12-31 韓国側の言い分とわれわれの主張を、どうか信用できるソースにもとづいてご
判断ください。
その結果、どちらが正しいかご自分で考えてくださるよう、よろしくお願いい
たします。

中島 健一 日本 2013-12-31 韓国は何を望んでいるのかな？

福田 悦夫 Cerritos, CA 2013-12-31 日本人の名誉のために、たたかいましょう。

橘川 理恵 日本 2013-12-31 戦後レジュームを脱却しましょう

木村 正人 日本 2013-12-31 嘘で固めた韓国、真実は一つ。正義は日本にあり。

MIZUSHIMA Yoshi 日本 2013-12-31 Stop the hate crime by Korean people and their government

suzuki emiko 日本 2013-12-31 韓国の捏造慰安婦反日キャンペーンになぜフランスは、加担するのですか？真
実をしっかりと見極めて下さい。

中村 豊 日本 2013-12-31 韓国の異常な活動に断固反対します。

Kimura Yukiko 日本 2013-12-31 日本以外の方々慰安婦に関し、問題とされているのは、どの部分なのか。売春
買春が人権侵害にあたるのなら、理解できますが、そうではないでしょう？貧
困故の身売りや悪質な女衒の手段は、日本が戦争犯罪として負わねばならない
問題ですか？問題と言うのならばならば、朝鮮人慰安婦だけでなく、大多数を
占めた日本人慰安婦にもスポットを当てるべきです。それに言及せず、ことさ
ら民族の被害を訴える韓国は、現代に民族差別という肌の色とは異なる差別を
生み出そうとしています。これを許せば、日本人と韓国人がいがみ合うだけで
は済まなくなるでしょう。何故なら、韓国は、貴国の威を借りて、日本に対し
て圧力を掛けようとしているのですから。騒ぎが大きくなればなるほど、この
手法を真似る者が現れる。貴国も百年も前のことがある日突然蒸し返されるや
も知れませんよ。日本と韓国の問題なのですから、他国は口を挟まれない方が
賢明だと思います。

Tamotsu Tongu BC., カナダ 2013-12-31 論争の場を取り違えている55

石井 国雄 Alamo,, CA 2013-12-31 この様な虚偽の主張を認めたら高貴なる民族の汚名を末代にまで及ぼす事とな
る。名誉を汚される事は最も大切なものを失う事である。

jin nomoto 日本 2013-12-31 韓国兵がベトナムでやった愚業を棚にあげて、とっくの昔起きた事を未だにほ
ざいてる韓国人どうかしている、事実無根でも日本は韓国に対し支援として賠
償して問題は解決しているにね、韓国はベトナムに対して賠償してるのかね？
いつまでも被害者ぶってる韓国人は世界中が見方になってくれると思ってるの
かね？世界はあななたち韓国人をどうみてるのか確認してほしい、決して良い
とは思いません、これ以上被害者ぶると世界中があななたちを見捨てるでしょ
う。

Kuze Eri 日本 2013-12-31 同じ女性として皆様方の活動を心より支援致します！

jin nomoto 日本 2013-12-31 韓国は何時までも昔の事を拘るより、より接した隣の国の動向を意識しろよ！
有事に守ってくれるのは日本とアメリカだよね、そんな国を敵に廻してなにが
したいんだ？

竹内 基二 日本 2014-01-01 漫画祭の政治的利用は漫画祭の存在価値を疑われる



名前 場所 日付 コメント

Sone Toshihide 日本 2014-01-01 捏造した太平洋戦争史で日本人を侮辱し続けるサウスコリア
平和な漫画の祭典まで利用して日本人を侮辱するとは許せません
フランスの方々には表現の自由を超えた愚行を
許さないで頂きたいものです

浦島 崇 日本 2014-01-01 嘘歴史でアニメを冒涜する事は許せない。

酒井 健三 福岡県, 日本 2014-01-01 韓国によるこれ以上の歴史の捏造は許せません。未だに残る売春文化が洋公主
であった重要な手掛かりです。また反論は女性からの方が絶対に説得力があり
ます。昔は朝日新聞を読んでいて日本が悪いと信じていましたがもう目覚めま
した。

Akira Matsuo 日本 2014-01-01 世界でも稀な、素晴らしい文化を有するフランスに、目先の金を得んが為につ
く嘘の片棒を担がせるのは、日本人として心苦しいです。

水主 直哉 日本 2014-01-01 私たちの先祖をこれ以上辱めないでいただきたいので

Ando Masahiko 日本 2014-01-01 いろいろな形で援助をしても、恩をねつ造で返す国には、強く冷静な事実の基
づく態度で臨むしかありません。

山田 恭子 日本 2014-01-01 嘘は百回言っても嘘でしかないということをわかっていただきたいです。

takatoshi enokizono 日本 2014-01-01 根t像反日運動の片棒を担ぐのは止めてください。真実の歴史を直視しましょ
う。

木村 雅文 日本 2014-01-01 南鮮が行っている全ての反日活動と、歪曲・捏造された歴史造りの撲滅を願い
ます。また、これらの事や竹島不法占拠について、国際的な公の場で撤回と謝
罪をさせたいとも思っています。

Hroshi Takahashi 日本 2014-01-01 悪意ある歴史の歪曲に反対します。

木村 雅文 日本 2014-01-01 反日活動の根底にあるのが“ゆすり・たかり”の金の無心である事に激しい憤
りを覚えます。尚、FＢ登録者には異常な程、南鮮人が多い事が連中のサイバ
ー攻撃の一端を表していると断言します。

akagi kaiji 日本 2014-01-01 そういえば慰安婦のおばあさんがこの前フランスでやらかしたのでは？「朝鮮
戦争で日本軍にひどい目にあった」とか・・・・日本軍って・・・

kozono shuuiti 日本 2014-01-01 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

asadu hisato 日本 2014-01-01 はい　賛同いたします。

Haruko Kagawa 日本 2014-01-01 楽しいイベントを韓国のねつ造政治の道具にしないで下さい

TAKAHASHI MASATAKA 日本 2014-01-01 La Corée parle des femmes de réconfort dans le monde entier dont elle n'a

aucune preuve. Si elle a vraiment envie de parler des droits de l'homme,

pourquoi ne parle-t-elle jamais des viols ni des massacres des civils

vietnamiens par l'armée coréenne ? Ce sont les problèmes plus récents et bien

réels !

ＮＡＫＡＭＵＲＡ ＴＡＫＡＨＩＳＡ 日本 2014-01-01 韓国による偽りの卑劣な行為は、アニメと言う芸術を貶める行為です。

yuichi kubota 日本 2014-01-01 きちがいを放置してはいけない

藤本 弘道 大阪府, タイ 2014-01-01 韓国は大東亜戦争以後、初めて独立したといっても過言ではない。それまでは
中国の属国だった。で、韓国政府は戦後歴史を捏造しなければならなかった。
その一環として近年、日本の半日マスコミの捏造記事などにより慰安婦問題が
日本側からクローズアップされ、韓国はそれに乗じただけ。こんな嘘で塗り固
められた韓国の捏造歴史をアニメの大会で取り上げるのは間違いである。本当
にこの国（民）は恥知らずで無知蒙昧で創造力もなくパクリ専門の乞食根性に
蝕まれている。



名前 場所 日付 コメント

Katsumi Shgeno 日本 2014-01-01 コCoréens du sud sont... a manoeuvré désespérément avec chasse de la
prostituée qu'on a exécuté l'existence fait dans faire de Japon. 
Le Japon n'a pas fait de chose. 
メント（任意）

加藤 毅 日本 2014-01-01 頑張っていきましょう

kanamori shigeru 日本 2014-01-01 文化交流に政治の主張（しかも嘘の）を持ち込んではならない。

角山 曜子 日本 2014-01-01 韓国の嘘をこれ以上許してはいけません。彼らに本気て対応しましょう。もう
、子供をあしらうように、よしよししてはいけないのです。

nakabayashi miharu 日本 2014-01-01 賛同

稲葉 稔 日本 2014-01-01 世界中に蔓延った朝鮮人のロビー活動に怒りを覚えます。日本を貶め、先達の
名誉までも貶める卑劣な行為を非難いたします。

kamimura kenichi 日本 2014-01-01 場違い、捏造は許しません。

へのへの もへじ 日本 2014-01-01 でたらめな主張は許しませーん！！

Fujii Masumi Suffolk, イギリス 2014-01-01 The Confort wemen earned 100 times more than soldiers,they were just camp

followers.It's Korean's propaganda.They harm Japanese people.

Asuka Saori 日本 2014-01-01 Comfort Women are prostitutes!

TAKAHASHI AKIRA 日本 2014-01-01 韓国の捏造に協力しないで！」
Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Comfort Women Isuue is fabricated by Korea Propaganda.
US Army Report says that A "comfort girl " is nothing more than a
prostitute or " professional camp follower " attached to the Japanese
Army for the benefit of the soldiers.
US Army Report : Japanese Prisoner of War Interrogation Report No.49
(1944)

大塚 克則 日本 2014-01-02 いい加減にやめてほしね

kenji okamura 日本 2014-01-02 世界に向け慰安婦の大嘘をもっと大々的に宣伝せよ。

Tetsuo Ohashi 日本 2014-01-02 日本語で失礼します。
従軍慰安婦問題は、日本と韓国で主張の違う、デリケートな問題です。純粋に
漫画を愛する人たちに、特定のイデオロギーを触れさせようとする今回の韓国
の行為には、日本人として非常に違和感を感じます。どうか、考え直していた
だけるよう、よろしくお願いいたします。

arakaki hiroaki 日本 2014-01-02 Française doit être intelligent. Je pense que la vérité, pour être vu

immédiatement par l'examen.

Les Coréens, s'il vous plaît ne vous laissez pas berner.

北野原 勇二 日本 2014-01-02 慰安婦（＝売春婦）は当時の認められた職業の女性であり、奴隷は捏造です。

miyashita makiko 日本 2014-01-02 署名が達成されますように

Hama Kazuhito 日本 2014-01-02 賛同致します。

Kazutaka Okuda 日本 2014-01-02 嘘吐きを糾弾することは、当たり前のことです。韓国よ、絶対に許さない。

ichiro sato 日本 2014-01-02 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

ichiro.sato

takashi kinoshita 日本 2014-01-02 日本文化を汚すな、利用するな！
文化は日本の歴史と魂！



名前 場所 日付 コメント

Meguni Inada 鹿児島県, 日本 2014-01-02 フランスは日本の文化に造詣が深いと感じております。この慰安婦問題が本当
に韓国の主張すように事実であるかどうか、武士道精神が残っていた当時、と
ても考えられるものではありません。近い将来絶対真実がわかります。

TAEKO NISHI 日本 2014-01-02 韓国人は、現在も、男も女も、率先して売春をやっている。逮捕されている業
者は同じ韓国人です。米国などの外国で、日本名称を使うのはやめてもらいた
い。彼らは今も平気で日本名を名乗り、日本名称を悪用しているのです。活動
する為には日本国籍を取得するのも厭いません。

浩一郎 渡辺 神奈川県, 日本 2014-01-02 韓国によるウソとデタラメに塗れたイヤガラセを許すな

秋田 純 日本 2014-01-02 嘘や誤魔化し等が大嫌いな日本人。
韓国人のほば全てが＝悪意のある嘘吐きであるという事実。
日本人にとってもはや韓国人は現存する中で最も嫌いなモノとなったと思う。

Imai Hideo 日本 2014-01-02 歴史の検証に耐えることが出来ない、韓国が言う「慰安婦」捏造については先
人の名誉、日本人の名誉を守るために確りと行動を起こして行きましょう。コ
メント（任意）

岩下 悦子 日本 2014-01-02 慰安婦反日キャンペーンを止めてください。

honda makoto 日本 2014-01-02 漫画文化にまで政治を持ち込むなよ。本当にレベルの低い連中だ。　こういう
嘘はどんどん糾弾すべき。

稲毛 規男 滋賀県, 日本 2014-01-02 東北大震災での日本人は暴動なんてしなかった。道徳心は日本人特性。今の日
本人も昔の日本人も同じです。

佐藤 雅美 日本 2014-01-02 タカリ・捏造国家には頭にきているので頑張ってください。

Inoue Koichi 日本 2014-01-02 自国のプロパガンダに、他国の文化である漫画を、他国において使わないでく
ださい。

齊藤 肇 日本 2014-01-02 慰安婦は強制されてはいません。性奴隷でもありません。どうぞ、貴漫画祭で
とりあげることはやめてください。

田中 英男 日本 2014-01-02 キチガイ韓国の嘘に騙されるな！！

野尻 茂樹 日本 2014-01-02 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

Terai Masaaki 日本 2014-01-02 もう黙るのはやめましょう。
我々日本人は気付きました。
沈黙、我慢は誇るべき資質のひとつですが、黙っていた結果がこれです。暴力
的なコメント、行動は控えるべきですが理論立った反論はするべきです。

Mizobe Shinji 日本 2014-01-02 親に売られたと言っていた人の言葉をねつ造した日本の新聞が悪い。

登坂 洋一 日本 2014-01-02 捏造と知らない地域・人々に刷り込もうとする行為は許せません

田瀬 浩喜 日本 2014-01-02 楽しい漫画展に政治をもちこむべきではない

往西 誠 日本 2014-01-02 応援しています。ぜひ頑張ってください！

アレイラング姓 知佐名 フランス 2014-01-02 彼女たちの給料は兵隊さんの２０倍だし、募集は新聞広告、今時の売春婦より
待遇いいでしょ。コメント（任意）

佐藤 まさ 日本 2014-01-02 日本の過去も今も未来も侮辱した慰安婦ねつ造は許せません。未来の子供達の
ためにも今戦わなくてはいけません！
お子さんのおられる皆様も一緒に戦いましょう！



名前 場所 日付 コメント

鍋島 直正 日本 2014-01-02 LE41e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Monsieur le

Délégué Général Franck Bondoux

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

"Femmes de Réconfort" est l'appellation employée au Japon à propos des

femmes prostituées organisées pour l'armée et la marine impériales

japonaises, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui la Corée insiste que ‘Il y avait au moins des 200,000 femmes et

des enfants coréennes furent enlevées et forcées d'être comme les esclaves

sexuelles.’

D’ailleurs on fait la campagne de lavage de cerveau des gens de tout le monde

entier pour ‘Faire les reconnaître l’affaire comme s’il soit un problème

d’esclavages sexuelles commis par le Japon’.

On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni

Enlevées , ni Forcées par l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la

vérité, mais ce n’est que des mensonges ou histoires sans fondement.

Au Japon, plusieurs specialistes, historiens et journalistes ont vérifié sur les

chaque cas particulier. Et ils ont pourvé que les histoires racontées par les ex-

“Femmes de réconfort” ne sont que les histoires fabriquées par eux ni plus ni

moins.

Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore

véridique. Et maintenant Angoulême va se mêler des affaires entre le Japon et

la Corée sans savoir la vérité ni vérifier le cas. C’est de la folie furieuse.

Et au festival, le gouvernement coréen manipule le festival d’Angoulême

comme un champ de bataille politiquement et diplomatiquement. Il est en trains

de conspirer contre notre pays.

Le 41e BD d’Angoulême commet bien des erreurs en collaborant avec la

campagne malveillante anti-japonaise du gouvernement coréen.

La diffusion et l’utilisation des Bandes Animées pour l’assertion unilaterale est

contraire à l’esprit du Festival.

On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée.

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir.

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce

message.  Et aussi on vous souhaite le success du Festival de la Bande

Dessinée d'Angoulême.

高橋 智哉 愛知県, 日本 2014-01-02 極東アジアから遠く離れた欧州での捏造活動は到底許されるものではありませ
ん!!



名前 場所 日付 コメント

nishiyama shinichi 日本 2014-01-02 stop The Korean

本幡 リサ 日本 2014-01-02 これ以上日本を侮辱するのは許せません

Morikawa Yuuichi 東京都, 日本 2014-01-02 　嘘も百回のパワーは侮れません。過去に、南朝鮮人に刷り込まれた三国人に
よる韓国併合捏造話を南朝鮮での歴史教育とし、真実である日本の主張を一切
聞き入れても貰えない状況に出くわし、思い知らされた経験が有ります。
　幼稚な内容としてあしらった事が判ってもらえるのは日本人同士の常識です
。捏造話には介入により阻止しないと意味が有りません。
　今後は積極的に支那、南・北朝鮮のプロパガンダに対抗した日本の宣伝活動
を展開すべきと痛感しています。

Kouji Obata 日本 2014-01-02 そろそろ終止符を。

平 智史 千葉市, 日本 2014-01-02 応援してます。

kanno sakura 日本 2014-01-02 漫画という文化を使って、捏造である慰安婦問題を世界に広める韓国人を絶対
に許せません。

庄司 愛 日本 2014-01-02 マジ最悪なんでやめてください。

M AKANE 日本 2014-01-02 コメンTo: 
第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー 

41e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Monsieur le Délégué
Général Franck Bondoux 

第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！ 
あとA級戦犯も国際法ではありません。あの戦争でもっとも非文化的な行為は
ポツダム受託後の原爆投下であると思っています。いろんな考えはあると思い
ますが、歴史を捏造するのは、絶対におかしいです。

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise
par Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 
AM　 

matsuura katsuya 日本 2014-01-02 韓国のこういうやり方には大反対です。

Ｎｉｓｈｉｍｏｔｏ Tomomi 日本 2014-01-02 いい加減堪忍袋の尾も限界です。

ago yuji 日本 2014-01-02 戦後から続く情報戦略、政治利用。今こそ日本人は立ち上がるべきである。

noda shinichiro 日本 2014-01-02 The most famous Korean exported goods before and after the war is

prostitutes.

Kajiura Midori 日本 2014-01-02 私の祖父母は当時朝鮮半島にいました。私は彼らから直接、当時の半島では幼
い女の子を誘拐する朝鮮人の女衒がいたと聞いています。韓国は嘘をつくのも
いい加減にして欲しい。翻って現在、世界中で韓国人の売春婦が溢れているの
は何故か、問い質したい。

kaz nax 日本 2014-01-02 Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

Takeda Yuko 日本 2014-01-02 もう日本人は韓国の反日運動に我慢の限界なんだよ

yutaka ishibashi Asahi-shi, 日本 2014-01-02 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

新宿の りゅちゃーん 日本 2014-01-02 フランス人に迷惑かけるなといいたい。関係ないだろ！

海老原 孝徳 Miyakonojo-shi, 日本 2014-01-02 強制的などはなかった事です。真実を教えなければいけません。

Naoki Yamada Panama City, FL 2014-01-02 Do you really want to provide a cover for the unfounded accusation?



名前 場所 日付 コメント

谷内口 博 日本 2014-01-02 私自身は何もできないのでせめてこのことについて頑張っている人を応援しま
す。

転法輪 秋 日本 2014-01-02 歴史について、政治的思想的な主張は無意味。科学的根拠、事実を検証をする
だけでよい。

kusunoki tomoyuki 日本 2014-01-02 賛同します

髙橋 イオ子 日本 2014-01-02 正しい日本の歴史を広めよう！

杉山 和美 日本 2014-01-02 事務局の方々ご苦労様です。宜しくお願い致します。

Asaya Yosihiko 日本 2014-01-02 こんなことを許容していたら、現在、韓国は全世界に売春婦を送りつけている
ので、全ての国に慰安婦賠償の言いがかりをつけられますよ

Abe Lotus Tel Aviv, 日本 2014-01-02 200 thousands slaves? Show us a proof or an evidence.

Sono Mastery Tokyo, 日本 2014-01-02 You must know the Truth. Don't base on the hand made propaganda. You will

be ashamed of yourself. Those prostitute obtained salary 30 times bigger than

Japanese officers. Go and check with the University in France which is

professional of Japanese history. Since 8th century, there is no slave system.

富永 守 Niihama-shi, 日本 2014-01-03 日本人は、何をされても黙っている民族ではありません。間違っていることは
間違っていると主張します。

Akira Maeda Mexico, D.F., メキシコ 2014-01-03 どこの国の誰がなんと云おうと、事実は事実、真実は真実。なかったことをあ
ったかのように喧伝し、少しでも"補償金なるものをせしめようとするユスリ
タカリ国家の大ウソを認めるわけにはいきません。そもそも日本には韓国のよ
うな女性をことさら卑しめるような野蛮な文化はありません!!

永田 勇 日本 2014-01-03 正しい歴史を

nobu aki 日本 2014-01-03 Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

市岡 浩和 日本 2014-01-03 韓国人の嘘に協力しないでください。

石川 達 日本 2014-01-03 抗議することに強く賛同致します。これは、これからを担う子供たちのためで
す。韓国のこのような行動は、異常です。彼らこそ歴史に学ぶべきです。

石川 達 日本 2014-01-03 韓国こそ歴史を真摯に受け止め、歴史に学ぶべきです。子供たちのためにも、
多くの方が賛同することを願っています。
Ishikawa, Tokyo

Toru Watanabe 日本 2014-01-03 This Korean claim is a lie.

石原 達也 日本 2014-01-03 韓国の嘘に騙されるな！

yumiko matsuura 日本 2014-01-03 慰安婦は売春婦です！

mitani youji 日本 2014-01-03 Once Japanese bilieve their story too, but the resuit by joint survey (Japan &

Korea), was

embellishment and Early. childhood education

tomiko ogata 日本 2014-01-03 もう韓国にはうんざりです

TAKUZI TAKENOBUI 日本 2014-01-03 唯の売春婦でしかないのに、朝鮮戦争のときを認知を



名前 場所 日付 コメント

Takahashi Yui 日本 2014-01-03 韓国の嘘に騙されるな！
Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

慰安婦は朝鮮人女衒に集まった戦地売春婦でした。それが当時の社会状況だっ
たのです。

韓国が世界中に従軍慰安婦問題を人権問題に関連して広めています。太平洋戦
争より今の自分の国の売春婦問題やベトナム戦争での韓国軍の一般人の強姦や
殺害行為、あるいは中国軍によるチベット少数民族の強姦殺害問題を取り上げ
るべきでは？
La Corée parle des femmes de réconfort dans le monde entier dont elle
n'a aucune preuve. Si elle a vraiment envie de parler des droits de
l'homme, pourquoi ne parle-t-elle jamais des viols ni des massacres
des civils vietnamiens par l'armée coréenne ? Ce sont les problèmes
plus récents et bien réels ! .

hori keisuke 日本 2014-01-03 韓国の常軌を逸脱した日本批判には呆れるばかりです。証拠のない事でも全て
日本が悪い事になるのは、国の政策でしょうか、それとも反日教育に洗脳され
た民衆の声でしょうか。日本は真摯な態度で本当の歴史・真実を世界に強力に
訴え続ける事が大切です。

Takada Shinsei 日本 2014-01-03 Comfort women were prostitute.

酒井 高志 日本 2014-01-03 日本と韓国の問題です。嘘で他国を巻き込む卑怯な方法に反対します。

南本 惠美子 日本 2014-01-03 正しい歴史を知ってほしい。

HISHINUMA MINAKO 日本 2014-01-03 本当に日本軍んい強制連行されて無理矢理性奴隷にされたというならその確た
る証拠を持って日本に訴えてくればいいだけの話。二転三転する自称「被害者
」の証言だけでなくちゃんとした証拠を持って、ね。それもせず世界中で日本
が悪い日本はひどいと喚きまくる、それって問題を解決したいんじゃなくて単
に日本を貶めたいだけですよね？悪意しかないその行為に反吐が出ます。

松本 敏 日本 2014-01-03 微力ながら参加させて頂きます。

土屋 忠司 Okazaki-shi, 日本 2014-01-03 歴史的に日本ほど世界の発展に貢献した国はないでしょう。よって韓国中国に
よる日本批判は日本のようになれない嫉妬から来ている。日本は韓中の夢、良
き見本であり、先生である。聖なる自由の国日本に栄光あれ！！

鈴木 隆介 日本 2014-01-03 これ以上日本を貶しめるのを黙ってみてはいられない。

Oishi Yoshihiko 日本 2014-01-03 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Coree de Sud au 41e BD d’Angouleme!!

泉 智紀 日本 2014-01-03 歴史を忘れた民族に未来はない

北田姓 隆久名 日本 2014-01-03 フランスのみなさん。日本に加担しろとは言いません。まず自分達で調べてそ
の上で判断してくださいコメント（任意）

Kushibiki Sato 日本 2014-01-03 ねつ造の証拠を携えて話し合いの場を設けても、のらりくらりと逃げる。もう
ねつ造に振り回されるのはごめんだ。

Rikiishi Takashi Santa Clara conty, CA 2014-01-03 せめて日本語の慰安婦という言葉ではなく、Comfort
Womanという言葉に変えるべき。WWII, Korea War, Vietnam
Warでも問題となりました。

Watanabe Hideyuki 日本 2014-01-03 trues are here. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mUzThqsllXg"

rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=mUzThqsllXg</a>

sakamoto naoji 日本 2014-01-03 FIFAと同じく政治的な主張を行なう事は、祭典には必要ありません。
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takahashi naoto 日本 2014-01-03 世界はもう一度、近代史を検証し直した上でアジア情勢を見るべき。
日本が何も悪くなかったとは言わないが、歪曲された歴史に対する言い掛かり
には大人しい日本人を捨て、断固として糾弾すべきである。
これは右傾化などではなく、正義を信じる一人の人間としての意見である。

山本 公子 日本 2014-01-03 慰安婦反日きゃんぺーん

三和三和 弘明 日本 2014-01-03 韓国のやっていることは、世界的正義からみて、偽善です。それを止めること
こそ隣国にとっての愛だと感じています。韓国よ、本当の正義に今こそ目覚め
なさい！

yasushi ooshiro 日本 2014-01-03 反日キャンペーン反対

原 香織 日本 2014-01-03 マンガｗ

takahashi naoto 日本 2014-01-03 世界は今一度、近代史を検証し直すべきである。
歴史捏造は日本統治下時代のハングル教育の禁止を始め、韓国国内からも暴か
れ始めている。竹島などその他の捏造など、言い出すときりが無い。
言うまでも無く日本と韓国の国民性を見ればそのメンタリティの違いは一目瞭
然であるが故、どちらに正義があるのかなど愚問であろう。
戦後７０年も経っているが時代遅れなどとは思わず、ならばこの際、従軍慰安
婦問題や竹島問題または尖閣や南京大虐殺などを「棚上げ」などにはせず、と
ことん突き詰めて行動し、解決しようではないか。
お人好しの日本人、いい加減に目覚めろ。そして立ち上がれ。

joe taro 日本 2014-01-03 韓国人は悪意のある行動しかできないのか？

岸本 仁美 日本 2014-01-03 韓国による慰安婦の発言は、一方的なもので間違ったものでしかありません。
間違った歴史が世界に広がることを見過ごすことはできません。

片桐 昇 日本 2014-01-03 韓国の嫌がらせゆすりたかりに断固とした声を上げていこう

ISHIBASHI ATSUSHI 日本 2014-01-03 La Corée du Sud est hors service.

小池 さとみ 日本 2014-01-03 慰安婦反日キャンペーン反対！

Hatanaka Hideyo 大阪市, 日本 2014-01-03 平和的な文化の祭典に政治的なプロパガンダを持ち込むべきではないと思いま
す。
韓国側の反日的な政治キャンペーンに利用されるのはフランス国にとっても国
際漫画祭にとっても害はあっても利益はないでしょう。
これが容認されるならば、その後は毎年日本と韓国の両国からの政治的な漫画
やアニメが多数出品される事になるでしょう。
日本を貶めたい中国も翌年から参加してくるかも知れません。
韓国側からの一方的な事実誤認に基づく主張だけで物事を判断すべきではない
と思います。

Katsumi Miyazaki 日本 2014-01-03 もうこれ以上韓国の横暴は許しません！　徹底的に潰していきますよ！

Yuuji BABA 日本 2014-01-03 韓国に文化など無い。既に南部朝鮮の国家は日本に依存している

鈴木 健 日本 2014-01-03 日本人みんなが力を合わせてこの問題に立ち向かわなければいけません。

Abe Lotus Tel Aviv, 日本 2014-01-03 ２０万人と言う数字はなんの根拠もありません。また、今の日本政府は、売春
組織が存在したことを認めていますが、その組織が日本政府や日本軍と関わり
があったとは認めません。関わりがあったなら、何かしらの財務会計上の証拠
があるはずなのに、何もないんですから。

Hiroaki Kunimi 日本 2014-01-03 南朝プロパガンダは、すべて断固阻止あるのみ！

Kumakura Shinichi 日本 2014-01-03 絶対反対です！

toshikatsu kimura 日本 2014-01-03 koreans are all liars. they wana insult japanese cause of so much jerousy to

japanese.
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階 一喜 Chiba-shi, 日本 2014-01-03 従軍慰安婦は『泣き屋』韓国政府に依頼されているのでしょう。

田中 奈津美 日本 2014-01-03 日本という相手がいるにも関わらず一方的な韓国の主張だけを取り上げるのは
不平等且つ差別主義的だ。

hatano akiko 日本 2014-01-03 日本軍は、誰よりも礼儀正しく、相手を思いやる優しさを持った勇敢な人たち
だったと聞いています。そしてそれが、事実であると思います。
他国への嫉妬と、自己責任を回避して他国への怒りでごまかそうとする姿勢は
、その国の国民にとっても良いことではありません。事実をきちんと確認する
こと、認め合う姿勢を持つこと。それによって、本当の信頼関係と繁栄がもた
らされ、新しい時代が生まれてくるのだと思います。

植田 明子 フランス 2014-01-03 間違った歴史認識を肯定する漫画際に反対。

ishii aki 日本 2014-01-03 目標達成にむけてがんばりましょう

Kuma Shunsuke 日本 2014-01-03 フランスでも反日活動をする韓国。許せん。

生駒 勝哉 日本 2014-01-03 これ以上バ韓国の好き勝手にはさせない！

ウシロタニ ヒトシ 三重県津市, 日本 2014-01-03 真実を今明らかにするべきです！
捏造に協力することは、断じて許しません。

河本 ミツル Tsuyama-shi, 日本 2014-01-03 韓国政府と、日本の左巻きに一矢報いる！

Hashimoto Yuji 日本 2014-01-03 韓国は慰安婦の強制連行を捏造し、日韓基本条約で解決し膨大な経済協力金を
提供しているにも関わらず、日本からさらに賠償金を引き出そうとしている。
日本の文化を模倣し、技術を盗み、悪口を言いふらす最低の国だ。フランスの
皆さん騙されないようにしてください！

オノ シンジ 日本 2014-01-03 第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー　:
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

Shibayama Takaki 日本 2014-01-03 日本のパクリ漫画しか存在しない韓国ものなど排除すべきです。加えて、協力
という言葉は韓国にはタブーだと各国に周知させるように強く願います。

nakajima yoshiaki 日本 2014-01-03 korean tell a lie like they`re breathing

takeda naoko 日本 2014-01-03 これは平和を願うものではなく、憎しみを育てるだけのもの。子どもをも対称
とした漫画で憎悪を育てるようなキャンペーンは、戦争よりもっと恐ろしい結
果を招きかねません。やっている意味が分らない。
戦争が生み出した従軍慰安婦があってはならないことだと願うのなら、なぜ憎
しみを育てるのでしょうか。矛盾している。

渡部 博行 日本 2014-01-03 Comics are not tool for political propaganda

Sasada Hitoshi 日本 2014-01-03 直接戦争をしていない世代が反日やそれを助ける行為をしているのはホント日
本を侮辱してる。なんでそんな運動をしているのか全く理解できない。

nakashima kouji 日本 2014-01-03 事実無根の主張である。どころか、韓国の主張が「嘘」である検証がたくさん
出てきているのに、悲しいかな日本人は外的発信力が弱い。このままでは国が
なくなりますよ。署名などできるところからみんなでやっていきましょう。

krd szk 日本 2014-01-03 藤井さんがんばって！

姓濱田 厚 日本 2014-01-03 atushi
韓国のばかげた言い分いい加減阻止しましょう！
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広瀬 元光 日本 2014-01-03 韓国は歴史のねつ造はするは、国と国の条約も守れない。
裁判所は法治国家として有るまじき判決を出すはで
結局は北朝鮮と同じ民族なのだとつくづく思います。
恩を仇で返す韓国、ゆすりたかりの韓国。
日本は「過去の歴史」の反省として、韓国を助けない、韓国に教えない、
韓国に関わらないの３原則を肝に銘じるべきです。

nakamura kiyomi 日本 2014-01-03 きちんと歴史を調べてからにして下さい。宜しくお願いします。

Asamiya Hatsue LAFAYETTE, CO 2014-01-03 If we do not correct the wrong actions of Korean, people start thinking wrong

action is correct.

Kenji Nakamura Suwa-shi, 日本 2014-01-03 もちろん賛同です！

秋好 徳政 日本 2014-01-03 反日テロ国家、韓国・中国の虚偽情報拡散を阻止しよう

karita toshiyuki 日本 2014-01-03 femmes de reconfort ne furent jamais les esclaves sexuelles furcees

矢野 裕洋 日本 2014-01-03 普通の人は信じられないでしょうが、韓国は国家を上げて大ウソをついていま
す。

Yukiyasu Kato 日本 2014-01-03 Ne soyez pas trompés par les mensonges que Coréens ont déformé les faits.

Yamanaka Toshiyuki 日本 2014-01-03 署名が一日も早く10,000人を超えますように。

Yamanaka Toshiyuki 日本 2014-01-03 最近、産經新聞で、従軍慰安婦問題がいかに捏造されたものであるかを明らか
にしています。また、河野談話の作成過程も明らかにされています。日本にと
っては、冤罪。冤罪によって名誉を傷つけられることには耐えられません。

yasutaka toyoshima 日本 2014-01-03 主な慰安婦、特に違法なものは朝鮮戦争における米軍向けのものである。しか
も実行犯は朝鮮人である。朝鮮人は事実を素直に認め、捏造を謝罪せよ。

FLOCKHART GRACE irvine, GA 2014-01-03 平気で嘘をはく韓国には辟易する。今まで一傍観者にすぎなかったが、韓国の
あまりの卑劣さに許せない気持ちでいっぱいです。

mayasiki nori 日本 2014-01-03 他国に行ってまで日本のもバッシング、特に慰安婦カードで同情ひいてのゆす
り行動、まだお金をとりたいのか？ベトナムで韓国人が
同じことやってたと聞いてますよ。
ほんと不愉快、これが狙いなのかな～。

TAMASII YAMATO 日本 2014-01-03 朝鮮との国交断絶も辞さず。
これ以上の歴史捏造は許せないしし許されない。

Yoshida Masatoshi 大韓民国 2014-01-03 慰安婦(実際は追軍売春婦)問題は既に解決済みである。捏造した歴史で日本に
対して強請り・集りを繰り返す韓国は絶対に許されない！

kunimoto shoji フランス 2014-01-03 韓国は日本を陥れようとしている。

ONO Shinji 日本 2014-01-03 職業として売春をしていた女性である。特別な配慮は必要ない。

Yasushi Hayashida Belgium, ベルギー 2014-01-03 政治色の強いキャンペーンを排除し、万人が楽しめる漫画際にして下さい。
フランスの人々は、真実を見極める事が出来ると信じています。

kawashima kazuta BC, カナダ 2014-01-03 国際漫画祭を政治利用するな

清川 洋 日本 2014-01-03 韓国の「従軍慰安婦」キャンペーンの欺瞞生を認識してください。

青山 豊 台東区, 日本 2014-01-03 これ以上捏造された情報の拡散は許しません！！
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Kimi Quinn Larchmont, NY 2014-01-03 Dear Mr. Bondoux,

I am writing to request you not to participate in the anti-Japan campaign by

Koreans featuring the comfort women issue at your Angouleme International

Festival.  Please be aware that the comfort women issue is a historic

modification by Koreans to use as a political propaganda.  There is no proof

this really happened except the talks of the former Korean prostitutes who were

getting paid high wages.  I believe France should not be mislead by this

diplomatic propaganda which would eventually damage Japan-France

relationship.   

Thank you very much for your time and I wish you a huge success of your

event.

Sincerely,

Kimi Quinn

明星 邦彦 日本 2014-01-03 漫画イベントに政治的な活動を持ち込むのは絶対反対。

Toshiaki Ikeda 日本 2014-01-03 韓国内での反日侮日発言はスルーでいいと思うが、日本及び第三国でのプロパ
ガンダには徹底論破すべき時。コメント（任意）

masataka takahashi 日本 2014-01-03 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise
par Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!
韓国の捏造に協力しないで！

そもそも当時の日本軍・日本政府が組織的に慰安婦を強制した事実はありませ
ん。当時朝鮮半島では多くの「朝鮮人女衒」が存在し、慰安婦つまり売春婦を
集め、売春宿を経営していました。つまり「慰安婦問題」とは、単に当時どの
国でもあった貧困問題、社会問題なのです。それをあたかも日本固有の問題、
戦争犯罪などと論点をずらし、誰でも反対しにくい「女性の人権の問題だ」な
どと強調、人権派の仮面をかぶって、日本という国家の責任であるかのように
粉飾、捏造しているのです。

Tokunaga Toru 日本 2014-01-03 非常に腹立たしい。絶対に反対です。

小板橋 徹名 Kashiwa-shi, 日本 2014-01-03 慰安婦は募集で集められた人たちです。奴隷ではありません。

kitajima yoshinobu 日本 2014-01-04 まんがの文化を政治的なプロパガンダにするのはやめてください。品がないと
思います。

hardcore nirareba 埼玉県, 日本 2014-01-04 朝鮮人は日本から出ていけ

佐藤 正文 日本 2014-01-04 韓国人のウソ・反日をゆるすな！！

佐々木 豊 日本 2014-01-04 断固戦おう。

nishida koichi 日本 2014-01-04 日本人は韓国によって汚名を着せられ、領土を侵略され、世界中で貶められて
いる。日本は我慢の限界に達している。右翼でも左翼でもない普通の市民が怒
っている。

Ｔａｋｅｎａｇａ Shinji 日本 2014-01-04 冷静なご判断を期待します。

satou kazuko 日本 2014-01-04 日本人は中韓に負い目はない

rust rust 日本 2014-01-04 フィクションであれば笑って済ませたのでしょうがノンフィクションを銘打っ
てゲッペルスのまねをする人に協力するのはフランスが彼の後継者だと宣言す
るくらい悪手だと判断します。

Nagai Hitoshi 日本 2014-01-04 ただ私は嘘つきが嫌いなだけです
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T K 日本 2014-01-04 きちんと考証すれば捏造とわかる事を、恥ずかしげもなく国家レベルで拡散し
ているのを傍観しているのは我慢できなくなりました。しかも大好きな漫画に
まで手を広げてくるとは、言いたかぁないけど恥知らずです！

NAKAZAWA TETSUYA 日本 2014-01-04 作品に政治的メッセージを込めるのも表現の一手法だとは思います。
しかしながら、利益誘導のための既成事実化を狙う行為は許容出来ません。歴
史と向き合いたいなら、彼等は戦後～８０年代の自分達の陰惨な歴史を世界に
発信するべきでしょう。

Tomoe Kataoka 日本 2014-01-04 私は一日本人として、韓国による悪質なプロパガンダを断固拒否します。

shimizu kae 日本 2014-01-04 フランスのイベントに政治的な問題を当たり前のように持ち込み、日本に対し
てヘイトクライムを行う韓国政府と、フランス側の主催者に対して怒っていま
す。
一国側の考えだけを取り上げるやり方は卑怯ですし、せっかくの文化的な漫画
祭の意味がなくなってしまいます。そのイベントでは日本の作品は出展されて
ないのですか？韓国の作品だけなのですか？おかしいと思います

Shingo Yamamoto 日本 2014-01-04 ディスカウント・ジャパン運動を粉砕しましょう！

Kitajima Shigemasa 日本 2014-01-04 Could you please stop a fake

Emi Tajima 日本 2014-01-04 一方的な嘘をまき散らすこんなやり方には絶対反対です

深澤 一男 Bunkyo-ku, 日本 2014-01-04 慰安婦は強制された性奴隷ではありませんでした。
Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

韓国の捏造に協力しないで！」
Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

yamamoto kenji オーストラリア 2014-01-04 I agree

kitajima taiji 日本 2014-01-04 やめろ

kitajima ryo 日本 2014-01-04 Stop

北島 嘉江 日本 2014-01-04 やめて

usui rina 日本 2014-01-04 stop
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AZUMI YAMAZAKI 日本 2014-01-04 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 

"Femmes de Réconfort" est l'appellation employée au Japon à propos des

femmes prostituées organisées pour l'armée et la marine impériales

japonaises, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. 

Aujourd'hui la Corée insiste que ‘Il y avait au moins des 200,000 femmes et

des enfants coréennes furent enlevées et forcées d'être comme les esclaves

sexuelles.’ 

D’ailleurs on fait la campagne de lavage de cerveau des gens de tout le monde

entier pour ‘Faire les reconnaître l’affaire comme s’il soit un problème

d’esclavages sexuelles commis par le Japon’. 

On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni

Enlevées , ni Forcées par l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la

vérité, mais ce n’est que des mensonges ou histoires sans fondement. 

Au Japon, plusieurs specialistes, historiens et journalistes ont vérifié sur les

chaque cas particulier. Et ils ont pourvé que les histoires racontées par les ex-

“Femmes de réconfort” ne sont que les histoires fabriquées par eux ni plus ni

moins. 

Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore

véridique. Et maintenant Angoulême va se mêler des affaires entre le Japon et

la Corée sans savoir la vérité ni vérifier le cas. C’est de la folie furieuse. 

Et au festival, le gouvernement coréen manipule le festival d’Angoulême

comme un champ de bataille politiquement et diplomatiquement. Il est en trains

de conspirer contre notre pays. 

Le 41e BD d’Angoulême commet bien des erreurs en collaborant avec la

campagne malveillante anti-japonaise du gouvernement coréen. 

La diffusion et l’utilisation des Bandes Animées pour l’assertion unilaterale est

contraire à l’esprit du Festival. 

On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée. 

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir. 

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce

message. Et aussi on vous souhaite le success du Festival de la Bande

Dessinée d'Angoulême.

青木 浩 日本 2014-01-04 嘘つき国家韓国に鉄槌を

OKADA KAZUO 日本 2014-01-04 事実無根の為

Inoue Sayuri 日本 2014-01-04 漫画は誰でも楽しめる純粋なサブカルチャーです。政治利用、ましてや私たち
の国を陥れるために大々的に利用するなど絶対に許せません。

makiko okamoto 日本 2014-01-04 正しいことを正しく伝えたい

山口 一成 awaji, 日本 2014-01-04 恩を仇で返す韓国人。そもそも韓国人の存在が迷惑です
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佐野 耕造 日本 2014-01-04 糞尿民族の取り扱いには注意してください。

SUMIKO TANAKA 日本 2014-01-04 韓国の嘘に騙されるな！
Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

古味 健吾 日本 2014-01-04 賛同します

今井 勇一 日本 2014-01-04 日本を取り戻そう！！！

一瀬 勝由 日本 2014-01-04 真実を伝えましょう

笠原 利彦 日本 2014-01-04 賛同！

shinya azuhata 日本 2014-01-04 漫画に政治を持ち込むな！

Maeda Hiroaki 日本 2014-01-04 誇り高きフランス国民が、韓国による風説の流布に加担してはいけない。

Suzuki Takeo 日本 2014-01-04 一方的に捏造された歴史を使って憎しみを増幅させようと無関係な国を巻き込
むような卑劣な活動を許すわけにはいきません！

Eiji Kunisada 日本 2014-01-04 産経新聞でしたか？河野談話を出す前に韓国とすり合わせをしたと。
すり合わせってなんでしょうか、歴史は真実かどうかが重要なのではないでし
ょうか。事実が無いのに　有るような表現にしろとか、自国民が承知しないか
ら・・・　河野談話を出す前に　談話の内容を日本国民に問うて見ろです。
国と国の歴史は捉え方が違って良いと思います。それは仕方のないことで、そ
れを乗り越えて　両国間の関係を築くのが本筋ではないかと思います。河野さ
んは今でも　間違っていないと云われいるようですが、韓国の言いなりにほと
んどしてしまったようで、この事が現在の嘘の慰安婦問題の取り消す障害にな
っていると云う事を、河野さん及び朝日は自覚しているんでしょうか。
普通は政治家は国益を最優先するのではないでしょうか。いまだに　現役政治
家の中には　アチラの肩入れをされている様な事をおっしゃる方々がいらっし
ゃるようなのですが、何処の国の政治家なのでしょうか　親韓罪でも作っても
らいたいです、韓国の法律に対抗して、そうなれば河野さんも裁けます。
この事をマンガにでもして出して頂きたいです。
日本の政治家の馬鹿さ加減が世界に知れ渡ってしまうのでやめた方のが良いか
もしれませんね。

TADASHI NEMOTO 日本 2014-01-04 慰安婦問題は捏造です。疑問あれば調査をしろ

山本 浩司 日本 2014-01-04 慰安婦は募集して行われた仕事です。強制はされていません。一人でもこの真
実を知っていただけますように。

小松 良光 日本 2014-01-04 韓国人は、嘘つき

房間 正樹 神戸市, 日本 2014-01-04 Please study history.
韓国の捏造に協力しないで！」
Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

katou tomoko 日本 2014-01-04 マンガ祭を悪意に満ちた韓国人の捏造で穢さないで！

Hiroshi So 日本 2014-01-04 I think that it is not good to advertise the contents things that a fact does not

become clear at a place of the cultural exchange.

水野 晴彦 日本 2014-01-04 真実を伝えるための内容ならまだしも、こんな出鱈目で、日本を貶める様なこ
とを拡散させてはいけません!!

成田 吉徳 日本 2014-01-04 韓国によるデマキャンペーンを粉砕すべし。

Yamaguchi Shoichi 日本 2014-01-04 私は性奴隷というものを肯定はしないが、事実に基づかない、または誤解から
くる不当な非難に対して反対の意を表明することに賛同します。

Yasushi Kondoh 日本 2014-01-04 歴史捏造による、根拠の無い民族差別をやめさせたい

yasato touyama 日本 2014-01-04 C’est Le Cas ou Jamais d’Accuser Les Mensonges Coréens



名前 場所 日付 コメント

近藤 耕司 Shinagawa-ku, 日本 2014-01-04 日本の得意な漫画祭で日本を貶める行為をするとはいい度胸ですね。そろそろ
お仕置きしないと悪を助長してしまいます。

房間 鈴子 日本 2014-01-04 Korean!  Please inspect and study history not by your national textbook but

yourself.

岸田 敏郎 日本 2014-01-04 韓国のディスカウント・ジャパン運動を粉砕しましょう。

Casio Eri 日本 2014-01-04 歴史を歪曲して恨むことを教える韓国の教育や政府方針は、間違っています。
「韓国はなぜ反日か」検索して下さい。

田葉井　 健二 日本 2014-01-04 慰安婦の強制連行は事実無根！

yamato fumi 日本 2014-01-04

Japanese Women for Justice and Peaceを応援します。 

コメント（任意）

大竹 静子 日本 2014-01-04 韓国人と在日朝鮮人にはもう我慢できない

Takeshi ONO 日本 2014-01-04 必要とあらばどんどん声を上げていくべき。

Ohno Makoto 日本 2014-01-04 I would ask your re-consideration and fair judgment.

Abe Shinichi 日本 2014-01-04 Do not believe the Korean lie history.

Do not use a comic in Korean propaganda.

玉城 康輔 日本 2014-01-04 さっさと国交断絶しないからこういうことに・・・弱気な外交はダメ、絶対！

Kousaku Hayashida 日本 2014-01-04 賛同いたします

末廣 純子 日本 2014-01-04 儒教国家では、あの時代にこのような職業についた事は恥ずべき事で、強制さ
れたと言わなければ生きていけない。しかし日本の名誉のために嘘は認められ
ない。

makiko iwata 日本 2014-01-04 South Koreans are liars.

Takahashi Satoshi 日本 2014-01-04 Est-ce que vous avez le contrôle dans le pays, les femmes de réconfort au

Japon Empire, il n'existe aucune documentation.

N'est rien d'autre que le faux bande dessinée en Corée du Sud Sell comme

femmes de réconfort.

Je regrette.

simomura seiichi 日本 2014-01-04 追軍売春婦　1月1日産経新聞ノスクープ　河野談話は韓国とすり合せ　韓国の
都合の良いような談話に！紅乃傭兵は国賊　外患誘致罪を適用してほしい

FUKui RYO 日本 2014-01-04 政治的悪意は許されない。

Usui Toshiaki 日本 2014-01-04 日本の文化祭りで韓国がうその主張をするのは、道理に合わない。

FUKui RYO 日本 2014-01-04 政治的悪意は許されない。

吉田 達夫 日本 2014-01-04 韓国の捏造、犯罪は許さない！

山田 雅利 日本 2014-01-04 世界一売春出稼ぎ国家は卑怯なことをするな。

watanabe takahiro 日本 2014-01-04 今までは「弱腰外交」と責め立てていましたが、世論の後押しがなければ難し
い事だったと反省しています。
最近の安倍政権の動向により、「世論が変われば国が変わる」そんな気がして
きたので微力ながらも行動に移そうと思います。



名前 場所 日付 コメント

松田 光恵 Toon-shi, 日本 2014-01-04 実際には、大変な高給娼婦にもかかわらず、日本軍に強制的に売春させられた
」などと平気で主張し、インフラや教育など莫大な恩恵を受けたにもかかわら
ずそれには口をつぐみ、国をあげて日本を非難するなんて、まともではありま
せん。日本も、しっかり反論しないから、韓国の嘘を、真実かのようにさせて
しまっていると思います。

山中 宜本 日本 2014-01-04 韓国の反日キャンペーンは捏造です。

sato kazuo 日本 2014-01-04 封印もしくは、タブー視されている、朝鮮戦争前後に起きた自国の虐殺史実こ
そ、漫画で後世に継承すべきではありませんか？

高津戸 訓行 栃木県, 日本 2014-01-04 韓国人の暴挙を許さない。インチキを止めさせろ

山口 晃司 日本 2014-01-04 なでしこアクションさん方、頑張ってください。
外道な朝鮮人達は許せませんね。

HAMA NOBUHARU 日本 2014-01-04 あの国はある一線を越えてしまった。
我々はこれ以上理屈の通じない行動を看過できない。
「金だけですむ話か」って我々の先人が一生懸命働いた技術とお金をすべて持
ち去っておいて・・・・
これ以上なにが望みですか？
レアガス出荷停止！あと円借款も返してね。

大門 一也 日本 2014-01-04 毅然とした態度と正論で間違いを正そう！

takahasi seiiti 日本 2014-01-04 ありもしない事をプロパガンダとして利用し、日本国を貶めようとしてしてい
るのが見え見えです。
国際漫画祭 にわ相応しくなく
外交問題に発展するような作品
は避けるべきです。

yagi takumi 日本 2014-01-04 韓国人による反日プロパガンダを粉砕しましょう

花本 祥 日本 2014-01-04 韓国の一方的な情報を鵜呑みにしないで、日本の主張も考察してください。第
3者の国はフェアであってほしい。

Akemi kitajima Tokyo, 日本 2014-01-04 慰安婦はありませんでした！！
韓国が作った作り話です。本当のことを知ってほしいです＾＾

NAGAI TOSHIHIRO 日本 2014-01-04 世界各国は韓国の捏造に騙されてはいけません。

Tomoteru Hosokawa 日本 2014-01-04 韓国の歴史捏造にはうんざりだ。

韓国人はこれ以上日本人を貶めるような事をするな、大変な事になるぞ。

曽原 清 Nagoya-shi, 日本 2014-01-04 韓国人へ。歴史の捏造は辞めて。

後藤 理宏 日本 2014-01-04 祖先を侮辱することは絶対に許せん！

itou kazuki 日本 2014-01-04 漫画祭運営には、署名と共にこの売春婦問題についての客観的な証拠を提示し
”理解”してもらうことが重要だと思います。

Ishikawa Tamotsu 日本 2014-01-04 20万人も拉致されたと言いながら、一人の目撃証言、一つの物的証拠がないな
どということが、あろうはずがありません。

jinnai takashi 日本 2014-01-04 Shameless!

仲宗根 朝俊 日本 2014-01-04 韓国はさらに恥さらしの国になりたいようです。こちらは事実をしっかり出し
ていきたいですね。

中安 浩一 日本 2014-01-04 Manga conventions are for everyone who loves manga, peace and justice.  It is

irrelevant that an event being exploited by certain country's propaganda which

is not even based on historical facts. We must keep manga conventions

focused on true affiliation and commitment to the manga culture.



名前 場所 日付 コメント

naemura nao 日本 2014-01-04 大学でフランス文学を専攻していました。大好きなフランスに日本を誤解して
ほしくないです。

akira inaniwa 日本 2014-01-04 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Oda Kiyomi 日本 2014-01-04 良識あるフランスの方々に是非考えて頂きたいです｡この悪質な反日ｷｬﾝﾍﾟｰﾝで
海外に住む日本の子供達が謂れなき迫害にあっています!

Shibata Kazuhiro 日本 2014-01-04 嘘つき、詐欺国家、韓国を止めるために協力します。
人の善意の心につけこむ事は許せない。

矢内 博幸 Okayama-shi, 日本 2014-01-04 慰安婦反日キャンペーン反対

Naoki Mori 日本 2014-01-04 日本人は目覚め始めました。これからが踏ん張り所です。悪意ある国の陰謀に
力をあわせて立ち向かいましょう。

山脇 慎也 宮崎県, AL 2014-01-04 日本のアニメ文化を利用して人を情報操作するのは良くない。

南原 雄二 日本 2014-01-04 コリアンは嘘をつき日本に集って生きるダニのヤクザ国家

Michiyo Murashima 日本 2014-01-04 私も拡散して皆さんに知らせて、署名の協力をお願いしたいと思います。

Nobuko kaia 日本 2014-01-04 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

Matsukizono Aya 鹿児島県, 日本 2014-01-04 従軍慰安婦そのものが捏造なのに、それを日本の漫画という文化に親しむ場で
、政治的な事柄を持ち出し、便乗してくる図々しさと神経が理解できません。
仮に行動を起こすにしても便乗などという薄汚いことをするな！

清水 健太郎 日本 2014-01-04 韓国はなぜ外国で告げ口ばかりするのか人間として理解不能。

南幅 妃都恵 日本 2014-01-04 韓国の捏造にはうんざりです。コメント（任意）

足立 恵理矢 日本 2014-01-04 日本の安倍総理にはもっと毅然とした行動をとってほしいと思います。
色々と多方面から侮辱や言いがかりをつけ続ける韓国に対して、一日本人とし
て黙り続けるのも限界を超えています。
韓国と国交断絶をしても、日本にとっては別に対して痛くも痒くもありません
。
反日活動を続けている在日韓国朝鮮人には即時強制的に本国に引き帰させるべ
きです。

森 浩一郎 日本 2014-01-04 ディスカウント・ジャパン運動を粉砕しましょう！

二宮 由美子 Himeji-shi, 日本 2014-01-04 慰安婦捏造反対!!

Mori Yumiko Los Angeles, CA 2014-01-04 がんばってください！

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ ＴＡＫ 日本 2014-01-04 韓国とは国交断絶を希望する

清水 順平 オーストラリア 2014-01-04 海外では主張するのが当たり前です。嘘に対しても反論しないなど、沈黙が美
徳とされるのは日本でしか通用しないのを日本政府はいい加減学んで欲しいも
のです。

森 章 日本 2014-01-04 糞喰い族は死ね！



名前 場所 日付 コメント

O-huggy Tetsuya 日本 2014-01-04 現代サブカルチャーの華である漫画の祭典を自分たちのプロパガンダの道具と
して利用する。
根拠のある主張ならまだしも、捏造された情報を元に、それと承知の上でさら
に増幅させ
ターゲットの国を貶めるために国家ぐるみで悪行を重ねる。
権威ある祭典を愚弄する所業は許されざる物であり、これだけでも彼らがこの
祭典に参加する資格無しと断定して良い。
また、善良なタタミゼの国フランスを反日国に仕立てようと目論む彼の国には
もはや敵意以外の何物も抱き得ない。
願わくは懸命なる主催者が、この様な悪意の拡散を許さぬよう毅然とした態度
で彼らを制御して欲しい。

高野 陽一朗 日本 2014-01-04 慰安婦は、貧困故に借金のカタにされた可哀想な女性が、女衒に斡旋されて職
業売春婦となったものです！！

chieko hirata Culver City, CA 2014-01-04 第４１回いアングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するの
は止めて下さい

泉本 昭彦 日本 2014-01-04 日本をねつ造で誹謗するのはやめてほしい。

菊川 かをり 日本 2014-01-04 お他所の国の催し物を、自分達の政治的なエゴで踏み躙る行為が許されていい
筈がない。

正田 久代 日本 2014-01-04 反日には反韓を！日本人の心の痛みを倍返しましょう。

kawakami kaoru Honolulu, HI 2014-01-04 Stand up & Fight back!!!

manome shouhei 日本 2014-01-04 これはそんなことをする為の祭りではない。
これは漫画を愛する人達の為の祭りだ。
韓国の政治の為の道具ではない。

This festival is not a festival for doing such a thing.
This festival is for people who love comics.
It is not a tool for South Korean politics.

Toshiaki Sogabe 大阪府, 日本 2014-01-04 被害者と自称している南朝鮮の慰安婦は、元職業売春婦です。
少し調べれば当時の彼女達が楽しげに海水浴に行っている画像や、休日に【お
客さん】の日本軍人と映画デートしたり、結婚に至ったケースも有ったという
事実を知る事が出来る筈です。

kimihiro ishikawa 江別市, 日本 2014-01-04 絶対中止を切に希望します。

ishikawa atsushi 日本 2014-01-04 i慰安婦は嘘のかｔまり

山本 浩司 日本 2014-01-04 善悪の判断もつかない未成年が多くの集まるような催しまで利用するのは許せ
ない

渡部 均 日本 2014-01-04 韓国の捏造です。

KOZUE INOUE 日本 2014-01-04 韓国のやり方は、いつも考えうる限り最低にして最高に卑劣です。便乗、乗っ
取り、なりすまし･･･恥ずかしくないのでしょうか？

Shoda Hiroyuki 日本 2014-01-04 日本の漫画を通じてフランスとの間の友好関係、交流の場として催されるのな
ら分かりますが、なぜココでも韓国による悪意的反日行為を行わせるのか、ま
たは受け入れるのかが理解できない。それでは日本人がフランス人との真の友
好を保つことは不可能であると考えます。どうか日仏間の友好のために開催し
てください。



名前 場所 日付 コメント

Ito Masaaki Halifax, カナダ 2014-01-04 このまま何もしなければ嘘が真実になってしまう。日本人もはっきり間違えて
いる事には間違えていると主張しないといけない。

中国も韓国も接待、賄賂、ハニートラップなどで現地の政治家や責任者を操り
ます。白蟻のように侵入し母屋を破壊するのが彼らのやり方。日本人には政府
のバックアップはありませんし、日本国内もすでに奴らに浸食されていますの
でそれらも取り返す必要があります。

この2014年より声を大にして日本の為に戦い無くなられた先祖達の名誉の為に
も、これからの日本人の子供達の為にも自分たちで出来る事をしましょう。

もう黙っている必要はないのです。

中島 章 日本 2014-01-04 慰安婦という呼称はもともとありません。日本人、朝鮮人、ほか現地住民すべ
て正当に高額な対価を支払われた公式の売春婦でした。ヒステリックな被害妄
想と作り上げられた偽史実で喚き散らす韓国人には反吐が出る思いです。断固
反対します。

youichi Wada Chiba-shi, 日本 2014-01-04 朝鮮人に乗っ取られたマスコミによって事実は隠蔽され日本国民の耳に届かな
かった。インターネットとスマフォの爆発的普及により我々はやっと
朝鮮カスゴミ以外に情報を手にすることが出来るようになった。
もう朝鮮人の悪辣なゆすりたかりをこれ以上許してはならない。
支那朝鮮は明らかに敵国である。

岡本 典之 日本 2014-01-04 嘘偽りを以て我が祖国を辱め、あまつさえ支援を重ねた我が国の恩を仇で返す
とは卑怯千万。このような謂れなき韓国の反日活動は、断じて許容できない。
フランス共和国当局の公平公正なるご判断を日本国民として切に願う。

sasaki tomomi 日本 2014-01-04 韓国の捏造は許せません！

佐藤 正和 日本 2014-01-04 絶対阻止。そもそも無関係の日本文化祭典であるジャパンエキスポにくる外国
人は興味なしと思いますが。　e-
Govで外務省・総務省には嘆願出してあります。

門三野 晟 日本 2014-01-04 韓国人の暴挙を止めましょう

磯野 陽市 日本 2014-01-04 応援致します、嘘つき国家であることを、世界にＰＲしましょう。

英晃 松本 nishinomiyasi, 日本 2014-01-04 文化に一方的な政治的問題を持ち込まないでほしい。

hi bye Toronto, カナダ 2014-01-04 determined to protest acts of damage to Japan of Korean

川崎 剛 日本 2014-01-04 漫画を愛するものは漫画をプロパガンダに利用しない！

飯田 聡 日本 2014-01-04 韓国最低の国、嘘ばっかりついてる

柿山 えり 日本 2014-01-04 日本は清く正しい国です。

藤田 あゆみ 日本 2014-01-04 日本人は、そんな卑怯なことはしません

Shibata Yoshimasa 日本 2014-01-04 正義は我にあり！

遠藤 明夫 日本 2014-01-04 日本人は、立ち上り、目を覚まし、行動しなければなりません。韓国が世界に
拡散する政治宣伝に反論するときです。ウソも1万回言えば真実になるのが国
際政治の世界です。国際社会では雄弁は金です！沈黙はウソを認めたことにな
り、何の解決にもなりません！主張しなければダメなんです！日本人の皆さん
、一緒にがんばりましょう。



名前 場所 日付 コメント

Sasaki Keisuke 新潟県, 日本 2014-01-04 諸外国の皆さん、どうか、韓国人の言う「正しい歴史認識」ではなく、本当の
正しい歴史に目を向けて下さい。歴史学とは、すぐれて史料・文献を客観的に
研究する学問であり、声の大きな者が勝つ…とか、政治的プロパガンダに利用
するものではありません。どうか、日本人がいわれなき中傷に、今までどれほ
ど耐えてきたかを知って下さい。

松尾 祐一 日本 2014-01-05 「二国間の政治・外交問題について主催者がどちらかに加担するようなことは
止めて下さい」に賛同します。

Suga Takahiro 日本 2014-01-05 そもそも漫画祭を悪意のプロパガンダの場にしていいのでしょうか。主催者の
良識が問われています。

Konno Shizue 日本 2014-01-05 日本の漫画を愛する皆さん、日本を不当に貶める運動に
強力し、日本の子供たちに被害を与えるのはどうかやめてください！

鳥越 圭介 日本 2014-01-05 もちろん、賛同します！

kondou hiroshi 日本 2014-01-05 キャンペーン立ち上げ嬉しく思います。

広谷 豊史 日本 2014-01-05 根拠のない政治問題を持ち込むな

名和 利明 埼玉県, 日本 2014-01-05 国際交流の場で一国による歪曲された主張のみを取り上げることは大会の趣旨
に沿いません。

根本 輝余子 日本 2014-01-05 アニメを使った反日キャンペーンを止めさせてください。アニメを冒涜するな
！

田村 律子 日本 2014-01-05 韓国は下劣だ。スポーツ・文化・教育のなにもかもに政治的なことを持ち込む
。あの国が絡んだものは全て腐敗していく。もう嘘は許さない！！

久保 春樹 日本 2014-01-05 全面支援、我慢の限界は超えた。

高橋 明宏 日本 2014-01-05 フランスは日本の友好国のはず、世界に売春婦を輸出し、国内の女性の保護も
しない韓国のいうことを信じるのは問題だ。

久保 春樹 日本 2014-01-05 どれだけ支援しても理解するどころかさらに要求を重ねてくる輩であると知っ
た。確かに弱いと優しいの違いが理解できないようだ。国交断交を望む。

星野 由貴美 日本 2014-01-05 純粋な文化の祭典を汚すこのような政治的行為に対し抗議します。

tsuji katsuhiko 日本 2014-01-05 文化交流の場に政治・歴史（誤った）を持ち込むのは断固反対

清水 皓平 日本 2014-01-05 絶対阻止しよう！

Maeda hiroyuki 神奈川, 日本 2014-01-05 一国の主張をそのまま伝えることは、国際漫画祭の趣旨にそぐわないので、止
めさせてください。

和男 藤岡 日本 2014-01-05 夢を膨らます漫画に対して、この慰安婦反日キャンペーンは冒瀆だと思います
。

加藤 恵介 日本 2014-01-05 朝鮮人の捏造を許さない

豊田 厚士 日本 2014-01-05 嘘つきを、許さない！

Matsuura Naoko 日本 2014-01-05 【軍が拉致した】慰安婦ではありません。正しい事実を知って欲しいです。漫
画祭の今後の発展のために、二国間の政治・外交問題について主催者がどちら
かに加担するようなことは止めて下さい。

清水 啓文 日本 2014-01-05 必ず阻止しましょう

清水 隆代 日本 2014-01-05 止めさせましょう

北村 睦美 日本 2014-01-05 アングレーム漫画祭の成功をお祈り致します。韓国の慰安婦キャンペーンに強
力するのは止めて下さるようお願い致します。

Masako Ishiwatari 日本 2014-01-05 私は韓国の捏造プロパガンダを許さない。

臼井 彰廣 日本 2014-01-05 慰安婦と呼ばれた人たちは、行為後に金銭を受け取っていましたか?



名前 場所 日付 コメント

ando mariko 日本 2014-01-05 韓国発信の主張に対しては、歴史資料など証拠に足るもので検証していただく
ことを各国政府にお願いしたいです。

enomoto kastumi 日本 2014-01-05 キチガイに負けるな。

橋間 尚登 日本 2014-01-05 漫画は心を豊かにするべき物で特定の国のプロパガンダに使用すべきではない
。そんな漫画を読んで人類が幸せになるわけがない。

Hakamata kazunobu 日本 2014-01-05 戦争当時に米軍が行った調査でも韓国の慰安婦は自由であり大金を稼いでいた
という報告書が存在します。韓国の捏造に協力しないでください。

Osaka Yoshinobu 日本 2014-01-05 歴史の清算は感情に訴えるべきものではありません。事実と証拠、そして法に
基づくべきです。

韓国のやり方は日本人の反発を招き、問題をこじらせるだけです。冷静な議論
をする環境を整えるために、どうか賢明な判断をお願いいたします。

yamamoto toshihiko 日本 2014-01-05 漫画祭の趣旨に明らかに反する韓国の行動は断じて許せません。

Yumiko Komorita 日本 2014-01-05 親に売られた売春婦！恨むなら親を恨め

奥野 政昭 日本 2014-01-05 韓国の嘘に騙されないでください。

島田 恵理子 日本 2014-01-05 拡散協力します！

山本 康弘 日本 2014-01-05 公平な立場でお願いいたします。

菊池 恵子 日本 2014-01-05 慰安婦は強制された性奴隷ではありませんでした。
Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

韓国の捏造に協力しないで！
Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

戦時中の日本軍相手の売春業の女性は慰安婦と呼ばれました。

現在、韓国は「慰安婦というのは、日本軍が拉致し、強制的に性奴隷にした２
０万人の婦女子」であると主張し、「日本軍慰安婦問題を、女性の性暴力の問
題として国際社会に知らせる」という国際キャンペーンを行っています。

日本軍相手の慰安婦はいましたが、「２０万人を拉致して性奴隷にした」とい
うのは事実無根です。

日本では専門家によって歴史資料の検証が行われ、これが捏造であることが証
明されています。

日本人は、韓国による日本を侮辱するこの悪質な国際キャンペーンに非常に怒
っています。

Taguchi Yoshi Redwood City, CA 2014-01-05 がんばってください！！

岩本 猛 Chofu, 日本 2014-01-05 国際漫画祭
代表のフランク・ボンドゥー氏は韓国からの接待を受け、言いなりになるなど
トップの資格無し。

sugita satoru 日本 2014-01-05 I hope, that to make a fair judgment. And that the truth is diffused.

嶋 啓樹 日本 2014-01-05 日本人として、卑劣な韓国人を許すことはできません。
歴史をねつ造し、天皇陛下を侮辱し、恩を仇で返すような人種とは関わりたく
ありませんが、日本を貶めようとするのであれば、断固戦います。

鈴木 貴博 日本 2014-01-05 韓国はベトナムでのライダイハンについて、一切の謝罪をしないくせに！人間
として許せない！！



名前 場所 日付 コメント

奥本 敏則 日本 2014-01-05 勧告の捏造した「従軍慰安婦」は朝鮮戦争当時のもの。自身でそう「発言」し
たではないか。
韓国の言う「従軍慰安婦」は「「追軍売春婦」」であることを公表せよ。

高田 司 日本 2014-01-05 韓国人大嫌いです。
関わりたくありませんが、日本人として身に降る火の粉を振り払う為に、署名
します。

五十嵐姓 幸夫名 日本 2014-01-05 うそ、ねつ造に惑わされてはいけません。真実を知ることが大切。

小幡 英司 日本 2014-01-05 賛同します！

YUKA KUNO 日本 2014-01-05 楽しい祭典を政治的に利用する事は間違ってると思います。フランスの方々に
も迷惑だと思うので止めて頂きたいです。

yoshimura koji 日本 2014-01-05 日本政府は兵士の何十倍の高額な料金を支払っている。決して慰安婦ではなく
職業として行ってた事実だけである。朝鮮人はそろそろ捏造をやめるべきであ
る。　既にかたい日本人にはバレてるよ。

michinori fukui 日本 2014-01-05 僕はフランスの芸術や車が大好きだし(愛車はプジョー)、フランス人が日本の
文化を愛してくれている人が沢山いることも知っている。これからもっと友好
国になれると信じているだけに、邪魔されることに我慢ならない。アニメを使
った汚い手法と知って、完全に堪忍袋の緒が切れたのだと思う。韓国人が日本
の文化に触れることは今後一切お断りだ。

西川 大 日本 2014-01-05 韓国に嘘にはうんざりだ。

Akira Nakayama 日本 2014-01-05 がんばれ日本

仲野 雅子 日本 2014-01-05 韓国の反日マンガには反対！！同時に日本が慰安婦関連のものを対抗出展する
のも大大大反対。
イベントは政治利用の場ではない！！

荒牧姓 澄男名 日本 2014-01-05 応援しますので、頑張って下さい。

masami yanagibayasi 日本 2014-01-05 がんばれ応援しています。

鈴木 英司 日本 2014-01-05 周りの人にもこの活動を紹介して署名に参加させたいのですが、この署名サイ
トへのリンクが非常にわかりづらいので、もう少し目立つようにしてもらえる
と助かります。
特に私の親はこの活動を知ってもPC、スマホ等に不慣れなためどうすれば良い
のかわからず、何もできずにいました。
この活動を知った人はきっと賛同して署名すると思います。
頑張ってください。

荒木 正純 日本 2014-01-05 韓国のやり方は卑劣だ

秋吉 教史 日本 2014-01-05 特に政治思想などありませんが、捏造で国を貶める韓国の異常さは我慢できま
せん。

小林 春夫 日本 2014-01-05 自国の兵隊が多数のベトナムの女性を○○したことは世界の人は知っている、
それに比べてみれば（韓国の売春婦）韓国軍はどう見る。

玉木 裕之 日本 2014-01-05 言うべき事は言う。捏造は決して許さない。

西脇 妙子 日本 2014-01-05 正しい歴史認識は　根拠のある資料に基づいてなされ　双方の主張を発言する
場を公開すべきである。　第三者との二者空間での隠れた主張は不誠実であり
　ねつ造を生み出すだけで　平和世界に反する行為と思います

和田 英和 日本 2014-01-05 中韓の嘘のバラまきをを許すな

sinnou eiko 日本 2014-01-05 日本のマスコミは死んでいるコメント（任意）

貝出 智 大阪府, 日本 2014-01-05 歴史を歪曲させる行為は絶対に許せません。
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Ohshiro Hiroyuki 日本 2014-01-05 憂慮すべき事案です。
韓国による、日本への国際的な負のレッテル貼りを防ぐ必要があります。

田中 次郎 日本 2014-01-05 本当に韓国という国はひどい！
ロンドン五輪のサッカーでも「竹島は韓国のもの」というプラカードを選手が
掲げてピッチを走り回ったり…。
もう、許しませんよ！

shigeo moriyoshi 日本 2014-01-05 日本貶め捏造プロパガンダを黙って見過ごすわけには行かない。

Kiyoshi Ida 日本 2014-01-05 e voudrais que vous sachiez que les Japonais sont absolument différent de

Corée.

姓藤本 名輝夫 日本 2014-01-05 がんばれコメント（任意）

青木 宏 日本 2014-01-05 韓国は事有るごとに日本がと言っているが事自国に目を向ければ自分達もベト
ナムに対して酷い事をしたではないか、なお現在においても世界各地で韓国人
による売春行為、強姦事件が横行している
現在進行形であることには見向きもせずやれ日本が過去がどうしたは非情に馬
鹿げた話しで非情に可笑しな論法だ

木村 昭洋 日本 2014-01-05 マンガ、アニメという文化交流の場には韓国(北朝鮮工作員？)の政治的干渉は
不適切である！

廣田 郁央 日本 2014-01-05 慰安婦を性奴隷にしたという証言の殆どは戦争終了後という矛盾を持っていま
す。　理由は単純で第二次世界大戦後、民営である売春ブローカーを管理する
者が居なくなり「洋公主（軍人向けの性風俗）」として競争に走ったためです
。
アングレーム国際漫画祭に出展している慰安婦資料は、「ナヌムの家」という
団体に所属する元慰安婦を証言を元にしていますが、彼女らは嘘の経験談を語
り、後世に日本帝国の恨みを植え込む事で団体から生活を約束されている為、
本当のことは言えません。

森　 隆 日本 2014-01-05 支持します。嘘で塗り固め、人に嫌がらせすることでしか自己主張できない韓
国人の反日キャンペーンは、断固許すべきではない。

姓　神田 名　まり子 日本 2014-01-05 正しく日本を知ってください。慰安婦は自分の収入のために自ら売春婦になっ
た人々です。募集も採用も民間企業。日本をおとしめるための捏造には断固抵
抗します。

一色 正人 日本 2014-01-05 韓国軍がベトナム戦争時に行った、アメリカ軍以上のベトナム人虐殺を行った
事を知らせよ。

Tomotaka Naotsuka 日本 2014-01-05 ねつ造された虚偽の内容をこのような形で漫画祭でキャンペーンを行うことは
非常識だ。

Takashi Andou 日本 2014-01-05 従軍慰安婦などはいません。
単なる売春婦です。
朝日新聞による捏造です。

熊沢 美穂 日本 2014-01-05 絶対、韓国の嫌がらせには負けない！負けてはいけない！

金子 正男 日本 2014-01-05 韓国のうそでたらめのプロパガンダは漫画祭にそぐわない

中村 修一 Kasama-shi, 日本 2014-01-05 事実無根とはっきり証明されても、なんどもなんどもねつ造話しを蒸し返すこ
とは許せない。
またまた漫画による日本の名誉を傷つける行為は全く許せない。
みんなのちからで世界に訴えていくましょう。

takeuchi yusuke 日本 2014-01-05 とにかく韓国の卑怯なやり方にはもううんざりです。日本人なら署名すべきで
す。

Matsuda Hiroko 日本 2014-01-05 捏造はいけない。そもそも漫画祭と関係ない。
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koyama kimasa 日本 2014-01-05 朝鮮人嘘つくな

takesita mitiko Kumamoto-shi, 日本 2014-01-05 頑張ろう、日本・

吉田 直樹 日本 2014-01-05 この活動を応援します。

takesita mitiko Kumamoto-shi, 日本 2014-01-05 我慢できない事もあります。絶対に許してはいけない事です・みんなで頑張ろ
う・

国義 中川 日本 2014-01-05 朝鮮人の反日運動は、嘘を事実のごときねじまげるもので、もはや常軌を逸し
ています。

佐々木 英也 日本 2014-01-05 立ち上げてくれてありがとう！

鈴木 尋士 日本 2014-01-05 もう堪忍袋の緒が切れた
！絶対に許さん！！

Komatsu Yumiko 日本 2014-01-05 慰安婦問題に関してよく理解していない国の人々に対し、このような卑劣な手
段で捏造した内容を吹き込む韓国の行為は許せません。

赤星 真琴 日本 2014-01-05 韓国はいい加減に、悪質な反日本嫌がらせキャンペーンをやめろ！

Nishida Aoi 日本 2014-01-05 我慢強く慎ましい日本人としての美徳は国際社会では通用しないと知りました
。一般の国民から声を上げるべきです。行動を起こしてくださってありがとう
ございます。

岡坂 眞弓 日本 2014-01-05 日本の名誉の為に活動をして下さり本当に感謝しております。ありがとうござ
います。

山添 佳恵 日本 2014-01-05 韓国人は誠実になるべきだ

後藤 博 Bangkok Thailand, タイ 2014-01-05 うす汚い朝鮮人

吉光 芳史 日本 2014-01-05 嘘つきは、朝鮮人の始まり

金子 直子 東京都, 日本 2014-01-05 皆さん
真実を伝えて行きましょう！

尾形 武彦 日本 2014-01-05 嘘に基づいた糾弾は絶対に受け入れられない

はまだ たかこ 日本 2014-01-05 大好きな漫画だからこそプロパガンダに利用されてほしくないです！！

Mitamayama Sozaburo 日本 2014-01-05 On ne voit bien qu'avec le cœur.

澄田 普 日本 2014-01-05 卑怯者に未来は無い！
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Mayu Yamada 日本 2014-01-05 Don't be fooled!!! They are lying!!!

LE41e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Monsieur le

Délégué Général Franck Bondoux

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

"Femmes de Réconfort" est l'appellation employée au Japon à propos des

femmes prostituées organisées pour l'armée et la marine impériales

japonaises, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui la Corée insiste que ‘Il y avait au moins des 200,000 femmes et

des enfants coréennes furent enlevées et forcées d'être comme les esclaves

sexuelles.’

D’ailleurs on fait la campagne de lavage de cerveau des gens de tout le monde

entier pour ‘Faire les reconnaître l’affaire comme s’il soit un problème

d’esclavages sexuelles commis par le Japon’.

On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni

Enlevées , ni Forcées par l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la

vérité, mais ce n’est que des mensonges ou histoires sans fondement.

Au Japon, plusieurs specialistes, historiens et journalistes ont vérifié sur les

chaque cas particulier. Et ils ont pourvé que les histoires racontées par les ex-

“Femmes de réconfort” ne sont que les histoires fabriquées par eux ni plus ni

moins.

Nous, les japonais, somme dans une colère noire en sachant l’histore

véridique. Et maintenant Angoulême va se mêler des affaires entre le Japon et

la Corée sans savoir la vérité ni vérifier le cas. C’est de la folie furieuse.

Et au festival, le gouvernement coréen manipule le festival d’Angoulême

comme un champ de bataille politiquement et diplomatiquement. Il est en trains

de conspirer contre notre pays.

Le 41e BD d’Angoulême commet bien des erreurs en collaborant avec la

campagne malveillante anti-japonaise du gouvernement coréen.

La diffusion et l’utilisation des Bandes Animées pour l’assertion unilaterale est

contraire à l’esprit du Festival.

On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée.

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir.

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce

message.  Et aussi on vous souhaite le success du Festival de la Bande

Dessinée d'Angoulême.
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佐伯 勝弘 日本 2014-01-05 日本は神国です！絶対に負けるものか！！

KAWAI Yoshinori 日本 2014-01-05 真に面倒な隣人だと思います。日本人同士ならほっとけでも構わないのですが
、外国でやられると黙っている＝認めたになってしまうのが厄介です。ひとつ
ひとつ違いますと言ってまわり、あちらの方が平気で嘘をつく人々なのだと分
かってもらう他ないのでしょうね。

ヤマモリ シズオ 日本 2014-01-05 がんばろー

兼坂 高明 日本 2014-01-05 一方的な主張だけ聞き、もう一方の主張を聞かない事が正しい事であれば、歴
史は好きなように書き換える事ができます。戦時中のアメリカの文書では、慰
安婦の事が書かれていますが、韓国人が主張している捏造された慰安婦の事は
書かれていません。韓国は事実を歪曲し日本を咎めるために慰安婦を作り上げ
ました。そのような卑劣な手段で日本人は咎め続けられています。この祭典は
日本とフランスの大切な交流です。とても嬉しい事です。しかし、日本人が捏
造された事で批判され続ける事に何も思わないなら、それは、本当の意味での
友人関係は築けません。日本はフランスと真の友人になりたいと願っています
。そして、どうかこの捏造に加担するような事はやめて頂けるようよろしくお
願いします。

平岡 正光 日本 2014-01-05 我々の過去と現在と未来がまっすぐに繋がりますように。心から賛同致します
。

コモリヤ ツグヒコ 日本 2014-01-05 韓国のプロパガンダ組織は、世界中(国連、アメリカ等の政治組織、各種スポ
ーツ団体、キリスト教団体等)を相手に反日を吹き込む為の運動を精力的にお
こなっています。
全てに亘って、政治的立場を有利な位置にしようとします。
誠に不可思議な国、策にずぶずぶに溺れ、自らを見失いどうなるのでしょうか
、この国民は。

黒津 みさ 泉南市, 日本 2014-01-05 漫画やアニメは平和の象徴。国、宗教、人種を越えて繋がれる絆の一つです。
自由、平等、博愛の国であるフランスで、このような偏った主義がまかり通る
など考えられません。フランスの人達だって全然望んでないはずです。買収さ
れる主催者なんてっ‼︎真剣にやる気がない証拠です。それでいいんですか？
フランスの皆さん‼︎

深沢 貴樹 日本 2014-01-05 我々は反日勢力にまだまだ遅れをとっています。
日本人は真実を知らなさすぎで、おとなしすぎます。
日本を怒らせると怖いということを見せてやりましょう。

波夛野 卓 日本 2014-01-05 多くの日本人が知らないところで、偽りの歴史を広めるのは、適切な説明・反
論を封じる卑劣な手法だ。

尾崎 和彦 日本 2014-01-05 子供や若者が見る漫画を利用するなんて許せない！

平野 真紀子 日本 2014-01-05 日本の名誉を守ろう。捏造を許すな。

hide toki 日本 2014-01-05 河野談話は日韓の合作
<a
href="http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140101/plc14010112380006-
n1.htm"
rel="nofollow">http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140101/plc140101
12380006-n1.htm</a>

Michiko Watabe 日本 2014-01-05 第41回アングレーム国際漫画際　代表　フランク・ボンドゥー　様
第41回アングレーム国際漫画際は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するの
は止めて下さい！
ベトナム戦争での韓国軍の虐殺や、ライタイハンを調べてみて下さい。
どちらが酷い国でしょうか。



名前 場所 日付 コメント

Na Yoshi Sagamihara-shi, 日本 2014-01-05 国際的な場を政治利用するのは当然のコトですが、嘘はダメです。

Yukiko Hayashi 日本 2014-01-05 生まれながらの詐欺師、これ以上朝鮮人の嘘八百を許すことはできません！日
本人の名誉、誇りを貶める朝鮮人たちに鉄槌を下しましょう！

kazuma matsui 日本 2014-01-05 歴史的根拠を欠いた韓国の反日活動に断固抗議します！

中里 紘 日本 2014-01-05 コリアンよ、一体何処まで堕ちる積りだ。そのうちきっと後悔するぞ。

立山 珠樹 日本 2014-01-05 戦争行為において韓国自身の反省もせず、日本のみを貶める行為は許せん

debi kana 日本 2014-01-05 漫画を政治利用する韓国人は許せません！

Takahashi Makoto 日本 2014-01-05 こういった活動によって国際社会において韓国が狼少年化することを期待して
賛同します。
次の世代に残したくない問題ですから。

高田 純一 日本 2014-01-05 過去の記録等を冷静・忠実に読み解けば、いわゆる「従軍慰安婦」なるものこ
そ捏造であり、歴史の歪曲である。

Shigeno Shinichi 日本 2014-01-05 なぜ、マスコミは韓国の悪事をきちんと報道しないのですか。権利だけを主張
し、義務を果たさない、まさにゴミですね。

muranishi toshihisa 日本 2014-01-05 FIFAとアニメに政治を持ち込むな。

後藤 岳久 日本 2014-01-05 捏造された歴史を広めるべきではない．

Vanilla Rei 日本 2014-01-05 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!!

村上 正城 日本 2014-01-05 韓国の反日プロガンダに対しては「嘘だ！」としっかり声を上げることが大事
ですね。国際社会では沈黙は肯定ととられてしまいますから。

北原 弘士 日本 2014-01-05 嘘を広めさせないことは最重要課題です。

Yoshida Kuniomi 日本 2014-01-05 韓国の横暴を許すな！

Habu Eri 日本 2014-01-05 Manga is a culture originated in Japan. Korea is using this festival to spread the

distorting image of Japan only to disgrace whatever cool in Japan and they

already bribed several people to follow their evil wish. Please be sensitive to

such a political inducement and be partial to Japan. Otherwise, Japan and

Japanese people will never trust in such an impartial international event.

片山 亮 日本 2014-01-05 慰安婦は強制された性奴隷ではありません。歴史を捏造し現在でも他者を非難
する韓国の半日キャンペーンには多くの日本人が怒っています。

Makoto Aoshima 日本 2014-01-05 代表は韓国の主張だけに耳を傾け
ず真実を自ら確かめろ　捏造されたことに与したら代表の名誉は失われる

岸本 正吉 日本 2014-01-05 韓国の常識は世界の非常識だ

Kagami tsu 日本 2014-01-05 みんなでアクションをおこしましよう！！

樋口 節秀 日本 2014-01-05 捏造がこれ以上広がっては行けません。

石川 良平 Takarazuka-shi, 日本 2014-01-05 マスコミの言うことは世論をミスリードしていくのですね。

小島 裕史 Kyoto-shi, 日本 2014-01-05 もう、日本人全員で取り組むしかないです。「沈黙は金なり」の時間は終わり
ました。拡散しましょう。

はらだ まさお 日本 2014-01-05 コ第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは
止めてくださいメント（任意）



名前 場所 日付 コメント

福田 義男 日本 2014-01-05 拝啓、親愛なるフランスの皆様。WW２以後１９６５年に完全に韓国とは国際上
、和解が成立しています。それにも拘わらず、その後十数年経ってから慰安婦
問題を持ち出し日本を恫喝し再び補償を請求し日本はアメリカなどの圧力など
もあり仕方なく保証金を支払いました。しかし学術的歴史的にみても韓国の言
う従軍慰安婦などというものはありませんでした、私にも二人の娘がいます、
嘘で固められた歴史認識を背負わされ日本人としての尊厳を傷つけられるのは
親として到底容認できません。
　どうかフランスの政府の職にいらっしゃる方並びにフランス国民の方、時間
のある時で結構です、
　「日本　韓国」で検索し、少しでも多く正しいことを知っていただきたいと
思います。PS　韓国は日本を戦犯国とか韓国が戦勝国などと言っていますが日
本と韓国は戦争などしたことは一度もありません。当時、韓国は日本だったの
です。
重ねて々、フランスのみなさんご高察をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

Moroishi Keiko 日本 2014-01-05 漫画をうそを伝える道具にしないで！

はらだ まさお 日本 2014-01-05 コ漫画祭という文化的行事に政治的悪意を持った行為は許されませんメント（
任意）

鈴木 一也 Bunkyo-ku, 日本 2014-01-05 Coréens se trouvent à respirer

石黒　 邦彦 日本 2014-01-05 韓国の捏造行為は断じて許せません。韓国の悪事を世界に拡散し叩き潰しまし
ょう。

岡山 勇藏 Itami-shi, 日本 2014-01-05 捏造の歴史を拡散しないでください。韓国軍のベトナムでの虐殺を思い出して
ください。

ohara makoto 日本 2014-01-05 South Korea is not normal.

森田 剛司 日本 2014-01-05 韓国の嘘に騙されるな！
Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

Yada Satoru 日本 2014-01-05 アングレーム国際漫画際というのは捏造の片棒を担ぐプロパガンダフェスティ
バルですか？

岸本姓 かおり 日本 2014-01-05 真実に目を向けて判断するべき
歴史は捻じ曲げられない

Takashi Itagaki 日本 2014-01-05 日本は過去から現在まで女性に対しどのように接してきたか現在を見れば一目
瞭然！方や韓国は売春婦輸出国No.1!今を生きる人間として大切なのは、過去
を反省して未来へつなげることです！その事実を世界へ明確に伝えて下さい！

石川 律夫 日本 2014-01-05 商売でしていた人たちを容認し日本に何十年も寄生している現実をみるべきで
す。それ以外の者でも日本では恩恵を受け日本国民よりも優遇されています。
干渉はしないでください。

田口 怜 日本 2014-01-05 日本を正しく理解して貰う為の活動の力になれるのなら、幸いです。

足久保 豊幸 日本 2014-01-05 捏造、反日、反平和。、、どれも国際漫画祭に相応しく無いものです。無用の
争いを招く反日キャンペーンに協力するのは止めてください。お願いします。

高橋 正樹 Hong Kong, 香港 2014-01-05 現在の売春婦輸出国家である韓国の実情を考えれば、当時の状況が容易に想像
がつきます。

岡崎 知世 日本 2014-01-05 文化と政治は別物です。国際漫画祭という文化交流の場で政治的なキャンペー
ンを行うべきではありません。

Honda Tetsuzo 日本 2014-01-05 一方的な韓国のキャンペーンで神聖な国際漫画祭を汚して欲しくない。

本田 宗一郎 日本 2014-01-05 世界一の嘘つき民族、朝鮮人に手を貸すな！



名前 場所 日付 コメント

andoh 名yosinori Komaki-shi, 日本 2014-01-05 C'est la Corée pour regarder la reconnaissance de l'histoire sans aucun doute

Ne  pas le fait que ce n'est pas un faux de Corée pour avoir woken dans

Vietnam, et un vrai pays de la femme de la charité le dirige et t'a recommandé

à

仙波 晃 日本 2014-01-05 韓国の〝嘘〟に加担すると、真贋を見極める能力のない大馬鹿者であることが
世に知れ渡りますよ。それでも良いんですか？

渡辺 大介 日本 2014-01-05 日本はそんなことはしていない。韓国政府の政治プロパガンダ。それより韓国
自身が行った朝鮮戦争の慰安婦と現在のほうがひどいのでそれをなんとかすべ
き

石橋 あかね 日本 2014-01-05 政治利用させないで下さい

Ikuo Matsuda 日本 2014-01-05 有りもしない慰安婦問題をさも当然の如く固定化しようとしている韓国の姿勢
に腹が立ちます。即刻「河野談話」の撤回を求めます！

三宅 亮 日本 2014-01-05 子供の夢、未来の創造である漫画、アニメを政治利用する事は断じて許せない
。

オガワ 拓也 日本 2014-01-05 反日プロパガンダに騙されずに、曇りなき心で真実を見極めてください。　漫
画祭成功と真実の旗を振りかざしましょう。　　

児玉 誠 日本 2014-01-05 日本から出展する100作品に、捕虜尋問調書の米軍公文書の件も記載されれば
良いと思います。

Kaneko Ryuji 日本 2014-01-05 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Ｍieko Hasunuma 日本 2014-01-05 As for required one, only truth and justice are. 

和田 親正 日本 2014-01-05 頑張ってください

安保 吉晃 日本 2014-01-05 韓国はどんな手を使ってでも「慰安婦＝日本軍が拉致して無理やり性奴隷にし
た被害者」という誤った認識を事実にしようとしています。しかし米軍の尋問
調書等信頼できる資料から見ても、単なる戦地売春婦だったことはもはや明白
です。韓国は漫画やアニメをプロパガンダに利用して日本を徹底的に貶めよう
としているだけです。間違ってもそんなことの片棒を担ぐような真似はしない
でください。

Kanatani Atsusi 愛知県, 日本 2014-01-05 フランスの方々が日本に好意を持ってくれるのは、日本人として大変嬉しく思
いますが、同時にありもしない捏造された主張を鵜呑みにして欲しくはありま
せん。冷静なジャッジメントをお願いします。

koyama hideo 日本 2014-01-05 Please stop the groundless insult to my ancestor to be revered.

打越　 善次郎 日本 2014-01-05 絶対に日本の立場を正しく理解していただけるよう強力に働きかけましょう！
！

小山 雄一 日本 2014-01-05 できることはドンドンやりましょう

浜田 ことみ 日本 2014-01-05 「国際」と名のつく催しで特定の国を貶めるような活動をする愚かさ。
しかも「漫画」は「日本」の文化として世界的に認知されています。
韓国のこの愚考を許すようであれば、この催しにて日本の漫画を取り扱うこと
を一切禁止すべき。そして「国際マンファ祭り」に改名しなさい。

加藤 智也 日本 2014-01-05 It is necessary to judge not based on propaganda but based on a scientific

basis.

加藤 晋平 日本 2014-01-05 このチンピラ国家、何とかなりませなかねぇ、ほんとに困ったもんだ。

尾嶋 友紀 日本 2014-01-05 慰安婦なんて模造です。売春婦でした。

三島 知彦 日本 2014-01-05 正しい歴史認識が広がればと思います



名前 場所 日付 コメント

MINORU AIKI kanasugi, 日本 2014-01-05 韓国の捏造に断固反対！
彼らは事実を見ようとしない。
感謝の気持ちのない民族は滅ぶだろう。

九富 弘幸 日本 2014-01-05 賛同します。

内野 弘道 Yokohama-shi, 日本 2014-01-05 嘘が広まったのは放置してきた日本政府にも責任はあるが、つき通したとして
も嘘は嘘。
慰安婦はいたが、所謂従軍慰安婦（性奴隷）はいない。

片山 富士子 日本 2014-01-05 いわれもない捏造歴史での歪んだ反日活動には我慢の限界です。

Mitani Yusuke 日本 2014-01-05 日本国の名にサブカルチャーの面からも泥を塗ろうとする南朝鮮の行為を許し
てはいけません！

工藤 周児 日本 2014-01-05 歴史を直視できない民族（韓国、china）に未来は無い!!

楠原 忠 京都府, 香港 2014-01-05 うそつき韓国をなんとかしないとね

Masayuki Kudo 日本 2014-01-05 事実ならともかく、ウソは絶対に許さない。

akihito takahashi 日本 2014-01-05 日本を含む、世界平和に為に。

中村 忠 日本 2014-01-05 国際的な文化行事の場で、韓国は大会の趣旨とは関係ないプロパンガンダをま
きちらかすべきではない。

小野 有美子 日本 2014-01-05 韓国の言う「従軍慰安婦」は実際には存在せず。ただ、軍を相手に慰安業を営
んでいた人たちがいたに過ぎません、それを「性奴隷」として間違った見解を
世界中に流し、一国を貶しめようとしています。彼らの思想的な問題ですが、
これは完全な冤罪であり。このような事実と異なる漫画をせっかくの国際漫画
祭で流すことが果たして文化的なことなのか考えていただきたいと強く思いま
す。彼らはこの漫画祭を反日キャンペーンに利用しようとしているということ
を申し上げたいと思います。

森川 光男 Hiroshima-shi, 日本 2014-01-05 コメ漫画祭の成功をお祈りいたします。

Hiroyasu Masataka 日本 2014-01-05 フランスで開かれる素晴らしい漫画の祭典を、一部の過激な主張を繰り返す韓
国人あるいは韓国政府による、嘘と捏造によるヘイトスピーチを奨励するよう
な場として汚してしまって良いのでしょうか。確かに漫画はフィクションによ
って成り立っている部分がないとは言えません。優れた漫画は、優れた作家の
想像力によって描かれているいるのも事実でしょう。しかし、フィクションと
言えど、誰かを、根拠のない事で誹謗中傷するような表現をするのは正しいこ
とでしょうか。慰安婦問題とは、韓国政府あるいは一部の韓国人によって、作
り上げられた嘘と捏造にまみれたもので、歴史的事実に根ざしたものではあり
ません。相手国（日本）の権威を貶めようとする目的で作り上げられたフィク
ションです。（慰安婦とは、より正確には、当時合法だった売春婦です。それ
も当時としては破格な高給取りで、募集によって集められたもので、日本軍が
強制連行したという証拠も、研究者がどれだけ探しても出てきていません）そ
のように嘘と悪意に満ちたヘイトスピーチで、この素晴らしい祭典汚してしま
って良いのでしょうか。

世界中で、独自の漫画のスタイルを確立した国は３つしかないと言われていま
す。フランス（BD）、アメリカ（アメリカンコミック）、そして日本（漫画）
の３カ国です。フランスと同様、漫画は日本にとっても重要な文化です。フラ
ンスの優れた文化を多くの日本人は愛しています。大切な文化の祭典を、どう
か一部の国の人間たちの悪意と嘘で汚さないでください。



名前 場所 日付 コメント

Aoki Yasuaki 日本 2014-01-05 日本の兵隊が蛮行、暴行を働いたという話は全く聞いたことがありません。こ
の事こそが性奴隷など無かった証です。職業売春婦を性奴隷と呼ぶとは片腹が
痛い話です。

TERAO Ken 日本 2014-01-05 Je proteste contre la fabrication de l'histoire.

佐々木 満 Minato-ku, 日本 2014-01-05 捏造は、許せません！！

Masaaki Nakagami 日本 2014-01-05 A charity dame is a real forged just prostitute. I expect the branch of such

comics to teach an irrelevant French child a wrong thing in French conscience

to stop it

Sachiko Takayama 日本 2014-01-05 日韓国交断絶！

田中 通夫 日本 2014-01-05 イザベラ・バードの朝鮮旅行記をアニメ化して欲しい。
でも韓国語版は改竄されているらしいんだが。

宮新姓 美智世名 日本 2014-01-05 真実を確認するまで卑怯な国に味方しないでください。

渡部 達也 日本 2014-01-05 ホントにこいつらのさばらせちゃいけない。署名に協力します！

三浦 レイ 日本 2014-01-05 本当に韓国にはウンザリです、日本の為に最前線で活動をして下さる皆様に感
謝しております。

Hisayo Murayama Bangkok, タイ 2014-01-05 海外在住で息子がおります。子供には正しい日本語と歴史認識を持たせるよう
、意識しております。漫画で子供にも外国人にもきちん説明できる、根拠をは
っきりさせた本当の日本近代史を作成いただけると嬉しいです。

嶋田 信行 日本 2014-01-05 アニメや漫画が一国の政治的道具として第41回アングレーム国際漫画祭におい
て使われることが、40回も続いてきたアングレーム国際漫画祭の歴史に汚点を
残すことになると云うことに関係者の皆様がお気づきになることを心から祈っ
ています。

tooru kaburagi Hachioji, 日本 2014-01-05 自国の身勝手な主張で、国際スポーツの崇高な精神を冒涜し、今度も国際アー
ト際を政治利用しようとしている韓国。なりふり構わないルール無視の韓国。
礼節を重んじる日本人と卑劣な韓国人、どちらを信用してくれますか

勝本 賢治 日本 2014-01-05 愛するフランスで嘘はつくな韓国人

赤松 与志亜 日本 2014-01-05 反日、ねつ造に負けるな！

青木 敦子 日本 2014-01-05 世界中の人に真実を知ってもらえますように

Haruko Okada 日本 2014-01-05 65歳です。父は　第二次大戦で
がんばりました。慰安婦な捏造と
申しておりました。昨年なくなりました。

滝口 美智子 日本 2014-01-05 他国の政治・外交問題であり、性に関するデリケートな事柄を知識のない国で
行われる漫画祭で取り上げるのは問題があります。反日の材料に漫画が利用さ
れるのは許せません。反日活動に協力するのはやめてください。

笠原 洋一 日本 2014-01-05 韓国の証拠のない証言のみの歴史のねつ造に協力しないで下さい。慰安婦と呼
ばれる売春婦は多大な報酬と自由な時間を持っていました。

山下 正子 日本 2014-01-05 捏造の主張で世界中に日本を貶めるような行動をする韓国は卑怯な国だと思い
ます。

武富 崇 日本 2014-01-05 韓国の捏造、反日プロパガンダは許せません。これらに手を貸す如何なる個人
、団体にも、誇りある日本人の一人として強く抗議します。



名前 場所 日付 コメント

Go Ma 日本 2014-01-05 朝鮮人慰安婦の割合は、全慰安婦中、２０％だと言われています。
この計算だと１００万人の慰安婦が居た計算になります。
日本軍の戦没者は約240万人
約半数が戦没したと言われているので約４８０万人が日本軍の総数に当たりま
す。480万÷100万＝4.8人
４．８人に１人の慰安婦をつける計算になります。
こんな馬鹿げた数字を韓国は言っているのです。
私は、「第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力す
るのは止めてください！ 」を支持します。

佐藤 和彦 日本 2014-01-05 韓国の嘘は許さない

Mitsuda Masaya 日本 2014-01-05 敗者の皮を被った偽善者に、歴史をねつ造させてはいけない！

種村 友宏 日本 2014-01-05 捏造された歴史を他人の文化に便乗して公開するのは恥ずかしい行為だと思わ
ないのだろうか。

近藤 猛 愛知県, 日本 2014-01-05 被害妄想民族？まあ、何を言っても我が道行く、井の中の蛙だね。

関 雅弘 日本 2014-01-05 反日もいいかげんにしなさい。

高岡 あきら 日本 2014-01-05 反反日

古谷 准一 日本 2014-01-05 日本がんばろう！

倉谷 尚伸 日本 2014-01-05 韓国に対し激怒

狩谷 佳寛 日本 2014-01-05 agree!

Korean is lier.

Michinori Morozumi 日本 2014-01-05 朝鮮は奴隷制度の有った国であり、この事案は朝鮮戦争で将兵に婦女を供給す
るため、奴隷としてかき集めた女を樽に積めて前線に搬送した事実があり、こ
の忌まわしい事案を日本に擦り付けてのサウス・コリア政府ぐるみの捏造であ
る。我が日本軍が関与したものでは無く、断固として容認できず。

masato yoshioka 日本 2014-01-05 お祭りを利用した悪質な韓国政府によるプロパガンダは許してはいけません。

佐々木 伸久 日本 2014-01-05 息を吐くように嘘を吐く人たちにこれ以上好き勝手させるわけにはいかない。
自分は日本人だと思う人は今こそ立ち上がるべき。

kimura kiyoshi 日本 2014-01-05 It approves.

日戸 一久 日本 2014-01-05 漫画は、そもそも悪魔を増やすためのものではなく、明るい未来を多くの人々
に届けるものだと認識しています。
人の憎悪、暴力行為を生み出す漫画は、漫画ではなく人の命を滅ぼす兵器に匹
敵すると考えます。
漫画を兵器にするは、悪行、悪魔の為せる業ですね。

hasiba hideyosi 日本 2014-01-05 御先祖様の名誉を汚されたくないです

NISHIO kunihisa 日本 2014-01-05 韓国人よ、もう少し本当の歴史を勉強しろ。

山形 正之 日本 2014-01-05 遠い昔歴史学徒であった者として、事実検証すら行わない韓国側の不誠実な姿
勢に憤りを感じております。現状に変化をもたらせるのであればと思い、賛同
者の末席に加わるために署名いたしました。

江間姓 隆二名 日本 2014-01-05 文化の祭典に政治問題を持ち込む
節操の無さと卑怯な手口に国際社会からダメだしされることを切に願っており
ます。

和賀 正樹 日本 2014-01-05 奴らの腐った陰謀を打ち砕け!



名前 場所 日付 コメント

青木 大輔 日本 2014-01-05 漫画祭と政治的問題を密着させることによって、皆が楽しむ場が楽しくなくな
ります。
祭とは楽しむべき場のはずで、政治的利用は祭を利用しているだけです。
オリンピックやサッカーワールドカップでも禁止されている常識を漫画祭でも
同じようにするべきです。

MOTOI NAKAZAWA 日本 2014-01-05 旧日本軍は強制的に買春行為を半島人に要求したわけではありません。半島の
宗教が何かは存じませんが、儒教の国と聞いたことがあります。そちらの信じ
る神や孔子先生に対して恥ずかしい言動かどうか考えた上でやめるよう切に祈
ります。少なくとも孔子先生は虚偽を肯定されていたと聞いたことはございま
せん。

iwasa tosiaki 日本 2014-01-05 法則発動しちゃうぞ(笑)。知～らね( *´艸｀)

Masumi Matuuura 日本 2014-01-05 日本の文化を愛するというのなら、日本の歴史も正しく知ってください。

IIJIMA CHIHIRO 日本 2014-01-05 韓国人のプロパガンダに屈するな！

青木 忠光 日本 2014-01-05 言論封鎖するつもりはありません。フランスの方々に双方の言い分を聞いても
らい、公平に判断いただきたいです。それだけで全て理解できますので

浅井 英治 Iwakuni-shi, 日本 2014-01-05 テキサス親父事務局さん、なでしこアクションさん、がんばってください

石川　 満 日本 2014-01-05 テキサス親父に感謝

北島 厚次 日本 2014-01-05 漫画の祭典を醜悪なプロパガンダで汚すべからず！

白石 聡一 日本 2014-01-05 日本を守ろう

西木 誠一 日本 2014-01-05 賛同いたします。

小林 政子 日本 2014-01-05 フランスを信じています。

竹田 光佑 日本 2014-01-05 日本人として政治活動の場としてほしくない。そもそも嘘だし。

上内 恒 日本 2014-01-05 韓国はキムチ祭を独自に開催すれば良い。

FUJII CHISA 日本 2014-01-05 韓国のねつ造キャンペーンにとても怒りを覚えます。

浅井 英治 Iwakuni-shi, 日本 2014-01-05 さながら日韓戦争の様を呈してきた。しかしながらこの戦争には血が流れない
。正々堂々とした国際社会での韓国とのぶつかり合い、日本よ立ち上がれ！

池田 圭一郎 日本 2014-01-05 内政干渉はやめてほしい！！

川口 展 Minato-ku, 日本 2014-01-05 これ以上の歴史捏造による反日工作は許しません！過去の捏造も反古にしても
らうようにあらゆる運動に賛同します！

tanaka etsuji 日本 2014-01-05 主張が正しいかどうかではない、やり方が正しいかどうかの問題だ。

WATANABE YUICHI 日本 2014-01-05 国内外に存在する日本を蝕む売国・反日・左翼勢力を、国民の力で暴き、引き
ずり出し、そして叩き潰していきましょう。一歩一歩地道にやっていくことが
重要です。我々ができることは「ネット上で真実の声を拾い、広く伝えていく
」ことと「選挙で適切な政党に投票する」ことでしょうか。

Toguchi Susumu 埼玉県, 日本 2014-01-05 漫画祭とはいえ、事実に基づかないキャンペーンは即刻やめてください。どう
してこのようなキャンペーを始めることになったのですか。説明を求めます。

北川 経子 日本 2014-01-05 韓国による横暴にはもう眼を瞑れません。日本人として、自分の国の尊厳を守
ります。

森重 克樹 日本 2014-01-05 某国による悪質な日本貶めにはもう我慢がなりません。私は日本人の1人とし
て誇りを持って闘います。

濱田 満 日本 2014-01-05 Manga should be created for children dream except political campaigns. Korea

has announced     lies to Japanese history, Korea think that world people don't

know detaily the asia real history.



名前 場所 日付 コメント

Haruo Shin Kamakura-shi, 日本 2014-01-05 韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力しないでください！

小川 新吾 日本 2014-01-05 フランスの方、良く考えてください。

花井 重勝 日本 2014-01-05 謂われなき韓国捏造風評に全日本人は怒っている。

齋藤 正光 日本 2014-01-05 日本の為に戦った私の父の世代の名誉の為に、また私の子供たちの為に韓国の
間違った歴史認識を広める事に強く抗議いたします。アングレーム

田中 宏幸 日本 2014-01-05 反日の連中は恥を知りなさい。従軍ではなく志願して行き当地で賃金も貰って
いたのに。嘘を嘘で塗り固めて、更に賠償金要求なのか。これじゃ泥棒に負い
銭だ。

HATA HIROKAZU 日本 2014-01-05 韓国は、世界中で捏造した情報をばらまいています。
日本は、中国と韓国を除く他のアジア諸国とは、良好な関係を築けています。
アニメ祭典を価値あるものにするためにも、韓国の要求を受け入れないで下さ
い。

橘 瑛 Shinagawa-ku, 日本 2014-01-05 慰安婦では無く、単なる売春婦。亡国＜姦国＞のデマ・詐欺・捏造に乗せられ
るのは、酷さ祭りのイベントとしては如何な物か。

Junji Ogawa 日本 2014-01-05 まーたあいつらか…

菊池 和雄 Kobe-shi, 日本 2014-01-05 高給・厚待遇だった商売女たちを、日本軍が強制連行した証拠はどこにもあり
ません。河野談話はじめ、愚かな失言を、望みの綱とした脅迫です。

井上 奈々 日本 2014-01-05 韓国の慰安婦半日キャンペーン反対！

TOMOYASU KAMATA 日本 2014-01-05 韓国の歴史捏造と日本を貶める活動に激しく憤りを感じる。

KOJI MATSUURA 日本 2014-01-05 捏造は許しません！

Takeno Souiti 日本 2014-01-05 漫画は夢のある文化活動である。人種を超え、互いを尊重すべき祭典に、この
ように卑怯なキャンペーンを行う人種は参加の資格が無い。世界の笑い物であ
ることを自ら証明しているものであり、愚かな人種である。メント（任意）

nakade mako 日本 2014-01-05 従軍慰安婦問題は作り話です日本と日本人を貶めることが正義だとするが韓国
が異常な国だということを知ってほしい

岡内　 隆之 日本 2014-01-05 当時の日本政府が慰安婦を強制的に集めたという証拠や資料は見つかっていま
せん。当時の慰安婦は今でいう売春婦の方たちであり、朝鮮人の業者がお金の
ために嘘をついて、集めたことはあった。これは、当時の売春婦募集の広告が
証拠として物語っている。とにかく、日本の名誉を傷つけるこのいわれなき問
題は捏造です。

伊藤 一馬 日本 2014-01-05 全面的に賛同するぞ。フランス人に正しく理解してもらいたい。

小野木 英明 Nagoya-shi, 日本 2014-01-05 韓国の醜い嘘の宣伝に乗らないでほしいです。

市川 勝 日本 2014-01-05 捏造売春婦像を撤去せよ！

前原 通克 日本 2014-01-05 お金欲しさの捏造に漫画祭は協力しないで下さい

Takeno Souiti 日本 2014-01-05 漫画は夢のある文化活動である。人種を超え、互いを尊重すべき祭典に、この
ように卑怯なキャンペーンを行う人種は参加の資格が無い。世界の笑い物であ
ることを自ら証明しているものであり、愚かな人種である。

hatta keiji 日本 2014-01-05 韓国は嘘つき国家

新井 俊一 日本 2014-01-05 嘘を巧みに織り混ぜ、政治的な意図を持つ韓国のアニメ出展に断固反対する。

林口 幸郎 日本 2014-01-05 当時、ハンギョレ新聞で強制連行は嘘だったと自ら書いておきながら金になる
と思うと賠償賠償の大合唱。チンピラのゆすりのような反日行為は断じて許せ
ない。日本の怒りは限界に達していると思いますよ。

小山 高男 日本 2014-01-05 そのような受け入れをしたら漫画祭の名前に傷がつきます。一気に権威が落ち
てしまいます。



名前 場所 日付 コメント

Kiguchi Yukitoshi 安曇野市, 日本 2014-01-05 他国の政治論争を、フランスの文化交流の祭典に持ち込むのは間違い！　韓国
の慰安婦反日キャンペーンに協力されれば、取り返しのつかない傷が、４１回
も続くアングレーム国際漫画祭についてしまう！

松本姓 耕一郎名 日本 2014-01-05 韓国が主張する慰安婦問題は事実無根です。

Hiroyuki Namatame 日本 2014-01-05 絶対に看過出来ません。

田嶋 光司 船橋市, 日本 2014-01-05 朝鮮人どもの嘘を暴き、真実を広めよう。

藤田 一 Hiroshima-shi, 日本 2014-01-05 このような事実無根の情報、プロパガンダを文化的活動たる漫画祭に持ち込む
ことは言語道断です！

Yama Taka 日本 2014-01-05 People in the world have misunderstanding that South Korea demand
apologies and compensation about WW2.
誰もが誤解していることは、韓国が日本から戦争に関する謝罪と賠償を要求し
ていることです。 

However in fact, South Korea is making the reason to discriminate
against Japan eternally, by all countries.
実際は、韓国は全ての国々が日本を永久に差別するための理由を作っているの
です。

South Korea uses your countries, families, and children, in order to
discriminate against Japan. 
韓国は日本を差別するためにあなたの国や家族と子どもたちを利用します。

In other words, it is the South Korea's purpose is to make your
countries, families, and children discriminate against Japan. 
言い換えると、あなたの国や家族と子どもたちに日本を差別させることが韓国
の目的です。

Japanese people have protested against your cooperative
discrimination. 
日本人はあなた達の協力的な差別に抗議してきました。

However, you didn't hear our voices earnestly. For example it is
JapanExpo. 
しかしそれは真剣に取り合ってもらえませんでした。例えばそれはJapanExpo
です。

Do you cooperate in discrimination again? 
あなたはまた差別に協力するのですか？

I hope you don't be involved in the puzzling dispute of 2 countries.

あなたが2か国のややこしい論争に巻き込まれないことを願います。

鈴木 拓也 日本 2014-01-05 子供達の為にも、歴史の湾曲は許せません。

tamaki ikuko 日本 2014-01-05 真実を伝えましょう！



名前 場所 日付 コメント

荻田 英治 日本 2014-01-05 嘘をねつ造し、他国を貶める韓国の悪質なプロパガンダを粉砕しましょう。ね
つ造した悪意ある物語によって民族間の憎悪を掻き立てても、将来に何ら建設
的な事態をもたらすことはなく、互いに悲しい心のしこりが残ることでしょう
。今我々日本人がなすべきは、まず彼らの悪質な行為を阻止することです。阻
止を成功させつつ本当の事実を流し、世界の人々を味方にしたい。
我が民族は正直であるし、事実に基づいた内容だけをベースに広報すれば、世
界の人々は必ず日本の言い分に賛同していただけると確信しています。

Yamashita Ryuichi 日本 2014-01-05 Je ne peux pas croire la France est de coopérer à mentir en Corée!

Yama Taka 日本 2014-01-05 People in the world have misunderstanding that South Korea demand
apologies and compensation about WW2.
誰もが誤解していることは、韓国が日本から戦争に関する謝罪と賠償を要求し
ていることです。 

However in fact, South Korea is making the reason to discriminate
against Japan eternally, by all countries.
実際は、韓国は全ての国々が日本を永久に差別するための理由を作っているの
です。

South Korea uses your countries, families, and children, in order to
discriminate against Japan. 
韓国は日本を差別するためにあなたの国や家族と子どもたちを利用します。

In other words, it is the South Korea's purpose is to make your
countries, families, and children discriminate against Japan. 
言い換えると、あなたの国や家族と子どもたちに日本を差別させることが韓国
の目的です。

Japanese people have protested against your cooperative
discrimination. 
日本人はあなた達の協力的な差別に抗議してきました。

However, you didn't hear our voices earnestly. For example it is
JapanExpo. 
しかしそれは真剣に取り合ってもらえませんでした。例えばそれはJapanExpo
です。

Do you cooperate in discrimination again? 
あなたはまた差別に協力するのですか？

I hope you don't be involved in the puzzling dispute of 2 countries.

あなたが2か国のややこしい論争に巻き込まれないことを願います。



名前 場所 日付 コメント

iwasaki koji 日本 2014-01-05 以前、政策学校一新塾のメンバー２１名で韓国にご招待されたことがあります
。現地で韓国政府要人の方々と交流しました。世界大戦時の日本軍の刑務所を
見学させられました。その中身は蝋人形で如何に日本軍が残虐な拷問を行って
いたかという内容になっていました。ボランティアで通訳をしてくれていた日
本文化が大好きな韓国の女の子が、その施設を見終わった後に、私に、「やは
り、日本が嫌いになりました。おばあちゃんが依然語っていた日本軍の残虐行
為の話を思い出しました」と、わずか１時間あまりの見学の後に親日家から反
日感情を見事に創り出していたのです。そして恐ろしいことにその施設を毎日
、数百人もの小学生、中学生が見学に来ているのです。このことを韓国政府の
著名な政治家に、あの施設は反日感情しか生み出さないプロパガンダ施設だと
批判しました。そして、原爆やアウシュビッツ、ポルポトの虐殺などの映像を
見せる部屋を見学の最後に作れば、世界の戦争の悲惨さを伝える反日ではなく
て、戦争反対を訴える施設にすべきだと提案したことがあります。その政治家
は私の提案に関しては素晴らしと評価しながらも、現政権下ではそれは無理だ
と言っておりました。明らかに韓国政府が反日プロパガンダ政策を行っている
のです。目指すべきは日韓の真の友好関係ではないでしょうか？アニメやドラ
マでの文化交流を通じてお互いの真のコミュニケーションを構築しましょう！

Tahara Eiji 日本 2014-01-05 李承晩政権より続いている反日教育により、日本に恨みを持つように洗脳され
、捏造された歴史も植え付けられ、後戻りも出来ない状態になっているんだろ
うと思います。このまま歴史を捏造し続けるのは、韓国の為にもならないと思
いますね。是非やめさせましょう。

高橋 耕平 諏訪市, 日本 2014-01-05 日本国によって強制的に連行された所謂「慰安婦」は、日本国を貶めるために
悪意をもって捏造された虚構の物語です。
どうか、世界の人々がその悪意に気付き、客観的な史実に基づいた歴史を知っ
て欲しいと切に願います。
国際親善と、漫画文化の前進のために有意義な大会となりますよう、日本国民
は衷心より願っております。

近 祐次郎 Sapporo-shi, 日本 2014-01-05 まあいちいち言わなくても欧州の人は気づいてますよ。

渡會 慎一 日本 2014-01-05 アングレーム漫画祭に韓国の反日プロパガンダの場になるのはとても悲しいで
す。このような事は許してはいけません。

高橋 正雄 日本 2014-01-05 反日キャンペーンに反対

谷口 充 日本 2014-01-05 嘘や捏造に満ちた韓国のプロパガンダを漫画際に持ち込むと知って、大変に失
望しています。こんなことを続ければ、日本時の漫画際への出展は途絶えるか
もしれません。

酒井 弘毅 日本 2014-01-05 やられたらやり返す！倍返しするのは今でしょ！

Yumiko Ono 日本 2014-01-05 せっかくの主催者は韓国から買収されているなんて・・・正義はどこに？

Komatsu Kenkichi Yokohama-shi, 日本 2014-01-05 捏造・嘘でもって他国民を貶める行為は、悪質であり、道義的に絶対に許され
るものではありません。

Hashimoto Kyuichi 日本 2014-01-05 韓国は息を吐くように嘘をつく！
そんな嘘つき韓国に１００倍返しだ！

森野 熊彦 日本 2014-01-05 賛同します。

村上 英祥 日本 2014-01-05 賛同します

yasuhiro wada 千葉県, 日本 2014-01-05 ば韓国のベトナムでのライダイハン、朝鮮戦争の強制慰安婦狩りをもっと拡散
しよう。

TAKAHASHI Ryosuke 日本 2014-01-05 There is NO fact that Korean women were "forced" to serve as comfort women

for Imperial Japanese army. They became whore with their OWN will.
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昆 哲也 日本 2014-01-05 今が日本の変わる時です！！
みんなで声を上げて頑張りましょう！！

泉 真哉 日本 2014-01-05 日本の文化である漫画を悪用して嘘を世界中にばらまく韓国が許せません！！
平気で嘘をつく韓国・韓国人に正義の鉄槌がくだされますように

Shima Gensho Sweden, スウェーデン 2014-01-05 中韓の横暴にストップかけよう。
防戦から反撃に！
中韓こそ売春立国。

雨宮 泉 日本 2014-01-05 主催者は日本側の意見も同時に公表すべき。だが本来は、オリンピックと同様
に政治を持ち込むべきではない。

F sadami 日本 2014-01-05 漫画際とは関係のない、政治を持ち込まないでくれ。

坪地 陽介 Hamamatsu-shi, 日本 2014-01-05 日本軍高級将校よりも高給取りな性奴隷などいるか！？韓国が騒ぐ慰安婦問題
はまったくの嘘捏造である。

石田 明子 日本 2014-01-05 韓国のやり方は卑怯で、とうてい看過できません。
「漫画を通じた国際理解」という文化的行事に、韓国の「慰安婦反日キャンペ
ーン」が趣旨に合うでしょうか？

谷口 光徳 日本 2014-01-05 韓国との国交断絶を求める。

須藤 尚人 日本 2014-01-05 慰安婦は戦場の売春婦であって性奴隷ではありません。

Ueyama Yumi 日本 2014-01-05 このような事が一度でも行われれば、「国際漫画祭」という文化的イベントの
信用は否応なしに失墜します。政治行動と文化活動を綯い混ぜにすべきではあ
りません。

博之 荻野 北海道, 日本 2014-01-05 韓国人には、あらゆる場面で歴史問題をプロパガンダに利用することは、憎悪
の刃となって自らに跳ね返ってくることを自覚して欲しい。

山田 時彦 日本 2014-01-05 反対

suzuki yuko 日本 2014-01-05 ganbalone nadeshiko

小澤 靖 日本 2014-01-05 いつから、フランスは、捏造を許す国になったのか。

Rokugi Ruson 日本 2014-01-05 賛同します。

saito san 日本 2014-01-05 韓国の女性が気の毒です。韓国の女性を食い物にしているのは韓国自身じゃな
いですか？あの少女の像で娼婦としてさらし者にされて本当に気の毒だなぁと
思います。日本から在日韓国人が韓国に帰らない理由がわかる気がします。

TAKAHASHI YUICHI 日本 2014-01-05 国際漫画祭の趣旨と無関係なコンテンツの持ち込みは如何なものか。この手の
イベントに組織的に執拗に攻撃的であり、場の雰囲気を破壊する暴挙だ。

若山 晴世 日本 2014-01-05 皆が楽しむべきイベントにまで、こんなものを持って来ないで！迷惑！

藤原 薫 日本 2014-01-05 真実を全世界に知ってもらいたいです。

Kohichi Imabeppu 日本 2014-01-05 是非達成しましょう。

望月 晴生 日本 2014-01-05 韓国人慰安婦の問題は、日本の主張と対立するしている。
国際司法裁判所で、キチンと判断されるまで、一方的な主張を繰り返す、「韓
国」に協力するのは、止めていただきたい。

若林 領太 日本 2014-01-05 特定アジアの嘘を許してはいけない。

Mitani Hiroshi 日本 2014-01-05 漫画で政治活動するだけでも問題ですが、嘘をあたかも真実の様に漫画にする
など許されるものではない。そんな嘘の流布に加担するのは、主催者の良識も
疑われるのは当然。
それと、論破プロジェクトの文面「日本軍相手の慰安婦はいましたが」は「日
本軍相手の売春婦はいましたが」にすべきでしょう。

fukushima hiroshi Kawasaki-shi, 日本 2014-01-05 このような文化に国家間の問題を持ち込むのはいかがなものかと思います。



名前 場所 日付 コメント

杉本 一夫 日本 2014-01-05 嘘つき韓国人の主張は間違っています。

大竹 徹 日本 2014-01-05 韓国のGDPの5％は、その手の産業が稼いでいるといわれている。そんな国にと
やかく言われる筋合いはない。

Toda Koji 日本 2014-01-05 日本軍に帯同していた慰安婦たちは、戦時中、米軍に捕まり、事情聴取を受け
、その中で、はっきりと連行されたものではないと証言し、米軍が本国に報告
しております。あの国の元慰安婦たちの主張は偽りであると言わざるを得ませ
ん。

北原 優美 日本 2014-01-05 太平洋戦争についての日本の歴史的見解は様々な国々や国内に残された資料等
の物的証拠に基づきます。一方中国韓国政府の歴史的見解はフィクションでし
かありません。日本の見解が信用されないのであれば、米国など当時敵国であ
った国に残された資料に基づいた正しい対応をお願い致します。

横前 忠幸 Iida-shi, 日本 2014-01-05 嘘ねつ造に振り回されないでください。

野澤 茂 杉並区, 日本 2014-01-05 アニメを政治の道具にするのは止めてください。

山元 雅信 日本 2014-01-05 韓国政府の間違った韓国慰安婦問題提議と世界展開は　間違っている。ベトナ
ムでの韓国兵が起こした問題でどれほど　ベトナムが苦しんできたか　こちら
の問題の解決は　何もしていない。、アメリカでの自国民の問題の対処を何も
していない。　憎しみは　憎しみを生むしかない。これでは　韓国人は　日本
でも嫌われてしまう。負の連鎖だ。　良き人々が多い韓国の人々。個人的には
　好感をもっているが　韓国政府の対応は　度を超えている。　人々の憎しみ
を煽る行為は　信じられない愚挙と思う。目を覚まして欲しい。

玉井 孝治 日本 2014-01-05 良識を子供たちに！

Fukuda Yuji 日本 2014-01-05 残念ながら国際漫画祭の趣旨に反した作品を出品するようです。主催者の冷静
な判断をお願いします。

ヤスダ カズマサ Higashiosaka-shi, 日本 2014-01-05 事実との検証が済んでいない現状で、マスコミに同調して欲しくありません！

椎名 祐輔 日本 2014-01-05 日本人は、怒っている。

末兼 久義 日本 2014-01-05 日本を貶める為の捏造を許してはいけない！

仙石 豊 日本 2014-01-05 賛同者増えますこと祈ります。

海福 ひろ江　 日本 2014-01-05 194-0013

茂木 勝 日本 2014-01-05 so called comfort women are mostly well paid prostitutes. try not to hide the

fact.

みやわき のぶつな 日本 2014-01-05 未来を生きる日本の子供達の為にも嘘に屈服してはならない

星 功 日本 2014-01-05 旧日本軍による慰安婦サービスの実態がどうであったにせよ、これを含めて先
の日韓条約で解決済みである。国際的に認知された条約を戦後70年過ぎた今、
どうのこうのと言うのは根本的に不合理である。それほど問題視するなら、韓
国は国際裁判に提訴するべきである。

Koike Tomoyuki 日本 2014-01-05 虚偽により日本をおとしめる韓国の行為はあらゆる事に及んでおります。これ
以上許せません。日本を護ために立ち上がりましょう！

上重 敏夫 日本 2014-01-05 悪質な捏造キャンペーンを許してはならない！

嵯峨 敏裕 日本 2014-01-05 応援してます。頑張ってください。

江頭 泰弘 日本 2014-01-05 大変だとは思いますが、活動頑張ってください。応援いたしております。



名前 場所 日付 コメント

Tomoya Ikeda 日本 2014-01-05 韓国による根拠のない、いわゆる従軍慰安婦に対して、我々祖先の日本人が貶
められていることに我慢ができません。韓国側の提示する根拠は自称慰安婦の
方の証言のみで、それを裏付ける第三者の証言や資料はありません。裁判を想
定していただくとわかるように、被害者の証言だけで犯罪の事実認定されるこ
とは、まずありません。世界中の人々には感情に流されず、冷静かつ客観的に
この事象を見極めてほしいと思います。

umene satoru fukuoka, 日本 2014-01-05 嘘は許さない

田中 信之 日本 2014-01-05 「慰安婦反日キャンペーン」やめてください！

真利子 梅根 日本 2014-01-05 日本国の名誉を傷つけるのでただちに経済制裁をするべきです。

太田 有香 日本 2014-01-06 証拠なし、自称当事者の証言のみで一方的な主張をされるのは大変遺憾。韓国
の国民を含む他国に事実を理解してほしい。

せっかくのpop cultureなのに、漫画を悪用しないで欲しい。

akitaya tateyuki 日本 2014-01-06 韓国とはまともに話が出来ないと思うのですが、黙ったままだといけないと思
う。

三田 篤 日本 2014-01-06 がんばれなでしこアクション！

yumi tanaka 日本 2014-01-06 嘘を広げるのは断固反対！

石井 理恵 日本 2014-01-06 漫画やアニメをプロパガンダの手段として使うことは許せない

山崎 義亀與 日本 2014-01-06 絶対反対、歴史捏造！　卑劣！

手嶋 孝士 日本 2014-01-06 第41回アングレーム漫画祭の韓国による慰安婦反日キャンペーンをみんなで阻
止しましょう！

masayoshi tateiwa 日本 2014-01-06 支持します。

服部 久義 日本 2014-01-06 富士市中野５２０－５

岡崎 孝博 日本 2014-01-06 日本が参加をボイコットするという手はないのでしょうか？

Atsushi Higashie Calgary AB, カナダ 2014-01-06 韓国の悪巧みは韓国に災いを招くのです。有りもしない物語をつくり日本を悪
者にして、何の為に韓国人をこの世に生まれてきたのでしょうか？悪を遂行し
て韓国人は何の徳があるのでしょうか？私達日本人は韓国人の生き方には断固
として否定いたします。
韓国は人類の悪の塊が集まっています。韓国は自国民を悪の戦士に育て、自我
を拡大させて何れは自滅することでしょう。

村上 智 日本 2014-01-06 韓国の悪質なキャンペーンに、どうして国際漫画祭が利用されるのか悲しいで
すね。

水澤 俊明 日本 2014-01-06 嘘の告げ口外交は、もうやめなさい。コメント（任意）

伸三 二井 日本 2014-01-06 フタンスと日本の友好のため

堀之内 淳 日本 2014-01-06 強く賛同いたします！

ogawa yoshito 日本 2014-01-06 日本のために頑張っていただき感謝しております。

松田 守弘名 日本 2014-01-06 高い給料をもらって軍のそばで働いていた売春婦は、「従軍」などでは反！　
朝日新聞がねつ造したウソである。
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濱松 敏廣 Itabashi-ku, 日本 2014-01-06 「漫画を通じた国際理解」という同祭の趣旨に沿っていません。＞賛同します
。

韓国は無関係なところで、こんな主張して、恥ずかしくないのかな？

「卑怯な生き方をするな」と親に言われて育った感覚からすると、卑怯この上
ないやり方。

Izumi Ryohei 日本 2014-01-06 Pleased don't be cheated by what Koreans are saying. It's a fabricated story

convenient to them.

永墓 正寿 日本 2014-01-06 せめて、文化的にはお互いを尊重し合えるように願っています。

安保 正樹 日本 2014-01-06 On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée.

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir.

On vous remercie de votre gentillesse de lire et de bien comprendre ce

message.  Et aussi on vous souhaite le success du Festival de la Bande

Dessinée d'Angoulême.

西尾 基 日本 2014-01-06 賛同します。
真実に光を…

hitoshi okamoto 日本 2014-01-06 漫画を、韓国の政治宣伝に利用するな。

河村 敏 日本 2014-01-06 彼女たちは各人の家庭の事情でprostitutionになったのであり、国家が強制し
た事実はありません。しかも兵士よりも優遇され、兵士以上の自由を与えられ
、退職時には家を五軒も建てられる程稼いだ人もいました。性奴隷であればこ
の様な事はあり得ません。漫画が嘘であることを、徹底して宣伝して下さい。

瀧口 智也 日本 2014-01-06 相次ぐ捏造の増殖は絶対に許してはいけません。政府が動かないなら、日本国
民が一致団結してこの悪行を止めるしかありません。

kashima toshiyuki 日本 2014-01-06 嘘を拡散する行為に助成すると、恥になりますよ。

Soutome Hiroo 日本 2014-01-06 国際漫画際で、韓国の勝手な妄想：政治を反映したキャンペーンを行わないで
ください。
漫画祭とは、真に漫画の楽しさを伝えるイベントではないでしょうか？
慰安婦などという事実に反した、事をさも漫画という親しみ深い伝達方法で展
開する必要はありません。

hamasaki shigeyuki 日本 2014-01-06 正しい歴史認識をお願いします。

森戸 裕子 日本 2014-01-06 韓国人の心がきれいに成る様に、祈るばかりです。

GOTO JUNICHI Kagoshima, サモア 2014-01-06 Honi soit il mal y pense!

味岡 淳二 Shiojiri-shi, 日本 2014-01-06 正しい歴史を取り戻さなければいけません。
日本にとっても韓国にとっても、そして世界にとっても。

眞鍋 しょうこ 日本 2014-01-06 ウソ、ホントを詳しく調べた上の協力でしょうか。現在では確認できないので
あれば今回は見送りをして、またの機会を待ってはいかがでしょうか。

森保 香奈恵 日本 2014-01-06 全面的に賛同いたします。

菊池 薫 日本 2014-01-06 国際漫画祭が特定の国のプロバガンダに利用されてはいけません

高次 正和 日本 2014-01-06 微力ながら応援します。
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林 沙起子 日本 2014-01-06 アニメの祭典にもオリンピックにも政治を持ち込む国。愛地球博での韓国館の
アニメを見て日本と互角に渡り合えるのは100年早いと感じたのを思い出しま
す（何年前だったかしら・パビリオン前では、感動して涙するとコンパニオン
が言ってたけど
感動の感は恥を知らないって事？）

向井 一彦 Grass valley, CA 2014-01-06 早く韓国による反日の情報戦を阻止しましょう。これからの日本の為にも！

渡邊 賢信 日本 2014-01-06 河野談話は韓国にだまされた上で根拠もなく出されたものだということが明ら
かになりました。元慰安婦を名乗る女性のデタラメな証言のみを根拠として日
本を侮辱することに、怒りを覚えます。

土屋 俊輔 日本 2014-01-06 下のリンクは、日本における韓国人、朝鮮人の人口比率をまとめたページです
。
<a href="http://area-info.jpn.org/KorePerPopAll.html"
rel="nofollow">http://area-info.jpn.org/KorePerPopAll.html</a>
新宿、川崎、台東区、尼崎など風俗店の多い地域が上位に複数含まれています
。
現代においても、売春は彼らの十八番です。

小田 優二 日本 2014-01-06 健闘を祈ります。

matsumoto takahiro 日本 2014-01-06 韓国は世界中の国々に様々な嘘や捏造を発信しいかにも韓国が世界の中心みた
いな宣伝をしています。日本だけでなく世界各国の皆さん韓国が発信するニュ
ースやコメントの根拠を確かめて判断して下さい。虚偽捏造が多く含まれてい
ます。

平野 佐代子名 日本 2014-01-06 日本と韓国の未来の真の平和の為にも捏造された、日本を侮辱するこの悪質な
国際キャンペーンを止めるべきだ。このやり方が間違っていると韓国に知らし
めるべきだ。

HIRANO HIROKO 日本 2014-01-06 韓国のことをこれ以上嫌いにさせないで下さい。

馬場 郁代 日本 2014-01-06 本当に関わりたくない人種。平気で嘘を付ける人種。いちいち日本にいちゃも
んつけてこないで！

小林 忠栄 日本 2014-01-06 頑張ってください。

小野 太一 Sapporo-shi, 日本 2014-01-06 日本人に対する民族的憎悪を煽る危険な差別主義キャンペーンは許されない。

辻 正弘 日本 2014-01-06 慰安婦は強制された性奴隷ではない。兵士の給料の何十倍にもなる報酬を取っ
ていた売春婦であり、貧しい家庭の日本女性も多くいました。事実を歪曲した
反日キャンペーンに協力しないでください。

yamada sachiko 日本 2014-01-06 韓国人は今も昔も変わらない。日本に今いる何万もの韓国人売春婦や業者は祖
国に帰れ

石黒 浩 市川市, 日本 2014-01-06 漫画アニメという日本文化を愛してくれるフランス市民は嬉しいが、KOREAの
反日プロパガンダに使われるのは日本人として絶対許せない。これを理解出来
なければイベント自体やめるべき。日本人は許さない。

行廣 典也 日本 2014-01-06 なぜ漫画祭に一国の政治的主張に協力するのでしょう？現在の韓国のすぐにわ
かるウソばかりついている姿を見ただけでも、何が真実かわかると思います。

山下 修司 日本 2014-01-06 慰安婦問題は全くの捏造。根拠の無い非難に断固反対する。

竹原 南 日本 2014-01-06 歴史ねつ造は許せません！

井上 智 日本 2014-01-06 反日キャンペーンに協力するのはやめてください。

ピザロ。高橋姓 豊子名 ca, CA 2014-01-06 この主旨に賛成いたします。コメント（任意）

乾 麻樹 Nishitokyo-shi. Tokyo,
日本

2014-01-06 日本の名誉がかかっています。
事実無根の中傷、侮辱は看過できません。



名前 場所 日付 コメント

鈴木 順子 日本 2014-01-06 日本人としての誇りをもって・・。

Sakane Shigekazu 日本 2014-01-06 慰安婦の強制連行は嘘です。朝鮮半島には、強制連行されたという２０万人の
若い女性の、親も、兄弟姉妹も、親戚も、目撃者も、一人も名乗り出ていませ
ん。

高松 太郎 日本 2014-01-06 嘘のマンガは子供や事実を知らない人達に悪影響を与えます。

Suzuki Takayoshi 日本 2014-01-06 賛同します。

KOJI KOSHITA 日本 2014-01-06 漫画祭に慰安婦は全く関係がありません。私達日本人は神聖な漫画を政治目的
に利用されることは望んでいません。

藤本 守幸 日本 2014-01-06 自分達の不都合を好都合に捏造を繰り返す朝鮮民族は、心の寂しい民族た感じ
ます。

MONOI YUMI 日本 2014-01-06 漫画祭は国際間理解を深めるという素晴らしい趣旨を持った平和的、文化的な
イベントです。そこに特定国の政治的意図が入ることに悲しみ、落胆を覚えま
す。主催者様の心あるご判断を願うとともに、漫画祭
のご成功をお祈り申し上げます。

高橋 康浩 日本 2014-01-06 日本は第二次世界大戦の敗戦国として裁かれました。資料も残っているはずで
す。事実に基づく批判は受け入れますし、実際に認めている。しかし、事実で
ないものは絶対認められません。虚構と事実を混乱させる悪質なプロパガンダ
に騙されないでください。

Hirata Shinichiro Saitama, 日本 2014-01-06 韓国の「慰安婦キャンペーン」は捏造です。

Mieko Funakoshi 日本 2014-01-06 子供たちのために、日本を守りたい。

NAKANO AKINOBU 日本 2014-01-06 がんばってください。

MITA MASAO 日本 2014-01-06 いわゆる従軍慰婦問題は朝鮮側の捏造史観に基づくプロパガンダであり、断固
これを粉砕しなければなりません。

村山 勝 福岡市, 日本 2014-01-06 慰安婦ではなく売春婦集団で
自ら志願してきたのはアメリカ軍の
聞き取り調査で分かってるでしょ。
捏造された歴史は直視できません。

Atsuhisa Yaguchi 日本 2014-01-06 捏造された歴史は弾劾しましょう

myokai toshimasa 日本 2014-01-06 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！

深沢 佳伸 日本 2014-01-06 捏造韓国歴史を明らかに！

源 真里 日本 2014-01-06 こんな場所まで反日キャンペーンに使う非常識な国にこのマンガ際を汚されて
はなりませんね。

tomoyuki nakasima 日本 2014-01-06 自分たちに都合の良い嘘で塗り固められた映画を見せられ、それを実際にあっ
た事として大の大人が話し合いをする…　それが本当にあった事のように既成
事実に変えてしまう。見ている物はアニメ（ニセモノ）なのに。　背中がゾッ
とする行為です。絶対にやめて下さい。アニメは日本の文化です。なめた事を
するにも程がある!!

神谷 公一郎 日本 2014-01-06 日本を貶めるためにでっち上げた慰安婦キャンペーンに協力しないでください
。

川俣 建護 日本 2014-01-06 いい加減、ウンザリしています。

太田 久哉 日本 2014-01-06 性奴隷とは韓国がベトナムでやった事だ。恥ずべきは韓国。冗談じゃない。

Yasuyo Kimata Amagasaki, 日本 2014-01-06 韓国の嘘に惑わされないように異を付けて！これが許される事かどうかは自分
の脳で判断してください。



名前 場所 日付 コメント

Nishikawa Kazuo 日本 2014-01-06 韓国の国家ぐるみの歴史ねつ造により、日本国民の心は著しく傷つけられてい
ます。真の国際友好のため、韓国のプロパガンダへの協力となる行為はやめて
下さい。

Nakasone Koji 日本 2014-01-06 漫画の祭典でこのような問題を取り上げるのは相応しくない。このようなネガ
ティブキャンペーンが許されるなら、みんなやることになって祭典の趣旨が台
無しになる。

東 大作 Kobe-shi, 日本 2014-01-06 私もこのような国をこき下ろすような運動には反対です。

Kazuyo Tsukuo 日本 2014-01-06 Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

中野 憲 日本 2014-01-06 韓国、そして世界の人々に韓国の反日教育と捏造された歴史認識の誤りを知ら
せてください。

morita satoru 日本 2014-01-06 国際漫画祭は一国の政治的プロパガンダの場所ではありません。

内田 正江 日本 2014-01-06 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！
賛同いたします。

大野 清三郎 日本 2014-01-06 韓国の行為は見逃しません。絶対止めましょう。

松山 陽一 日本 2014-01-06 なでしこアクションに賛同いたします。
第41回アングレーム漫画祭は韓
国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてください！

和氣 眞知子 日本 2014-01-06 韓国によって一方的に捏造された歴史を、このような国際的な漫画祭によって
広めようとしている事に、強く怒りを感じています。

松本 竜 日本 2014-01-06 事実と異なる主張で日本国の名誉を傷つける事は許せません

冨田 英樹 日本 2014-01-06 韓国人には本当にうんざりだ。　日本政府は反日活動を施策としている国に対
して、情報戦争をすべき。海外に住んでおられる日本人の名誉の保護のために
も。

久木田 毅 日本 2014-01-06 なでしこアクションの署名キャンペーンに賛同します。韓国のここ一連の反日
キャンペーンには本当に頭に来ています。ますます反韓、嫌韓、呆韓になって
しまいます。

清水 幹 日本 2014-01-06 「慰安婦＝応募してきた職業売春婦」と世界に知らしめましょう！

猿渡 青児 日本 2014-01-06 あらゆるイベントに政治を持ち込む隣国にはうんざりです。

浦里 良一 日本 2014-01-06 日本を貶めるために使うエネルギーを、なぜ自国の為になる事に使わない？全
く理解不能な人種です。

河野 勉 日本 2014-01-06 韓国のねつ造は許さない!
強制連行は朝鮮戦争時の朝鮮軍

牧野　 信夫 日本 2014-01-06 韓国の捏造、嘘には強い怒りを感じます。

Ｍｉｃｈｉ Ｈｉｒｏｓｅ 日本 2014-01-06 日本に対して何らかの反論があるのであればきちんとした一次資料をもって反
論すべきでしょう。どこの馬の骨かもわからない人間に煽り立てられるなぞ、
それでも先進国の人間のなさることですか？

Hideyuki Iiboshi 日本 2014-01-06 事実無根の創作された歴史には断固反対します。



名前 場所 日付 コメント

菊池 裕幸 日本 2014-01-06 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！ 

Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise
par Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 

アングレーム漫画祭主催団体は、第４１回の漫画祭において、韓国の「慰安婦
キャンペーン」に協力していますが、一国の主張をそのまま伝えることは、「
漫画を通じた国際理解」という同祭の趣旨に沿っていません。
戦時中の日本軍相手の売春業の女性は慰安婦と呼ばれました。
慰安婦には日本人女性もいて、またお客の中には、日本軍服をきた朝鮮人もい
ました。慰安婦は朝鮮人女衒にる募集に応じて集められていました。

Hoshi Masao 日本 2014-01-06 でっち上げ慰安婦に反対する

すが さと 日本 2014-01-06 嘘つき朝鮮人は半島から出ないでください。

sakai yosyio 日本 2014-01-06 歴史を捏造する中韓は最悪です。このような相手にダンマリは全く通用しませ
ん。これ以上付け上がらせてはいけません。日本のためにがんばられているこ
とに感謝いたします。

田中 榮一 日本 2014-01-06 劣等感の塊であるおぞましい韓国如き国は地球から消え去らねばなりません。

姓ono 名akiyo 日本 2014-01-06 韓国のいう数字はめちゃくちゃ、20万人は2万人。しかも日本人も含めた人数
である。しかも性奴隷とは...売春婦である。韓国は知性的な判断ができない
の?

松下 正己 広島県, 中華人民共和国 2014-01-06 国際漫画祭のような政治とは全く関係のない催事に於いて、事実か否かが分か
らない慰安婦問題をテーマにしたアニメを上映するのは、全く破廉恥極まりな
い行為であり、それを容認するようなことがあれば、韓国側から何かしらの賄
賂があったとしか思えない。私は、事実が明白な状態なら異を唱えることはし
ません。しかし、現時点では事実を明白にすることを避けているのは韓国側で
あり、このような国は、国際社会から断固制裁を加えることを望みます。

加藤 正 日本 2014-01-06 強制などしていません。職業として当時でも破格の高い給料を渡していました
。正しい知識を皆さんと共有したいです。

上原 一男 日本 2014-01-06 韓国はあほだ！長年にわたりまったく害を加えない手助けさえした善良な国を
友人扱いできない。長い間友人と思っていましたが最近無理っぽいです。もう
一回言いますが日本は何年も韓国の支援をしてきたのにそれを理解できない。
これって韓国にとってマイナスなんじゃないの？それに早く気づいた方が良い
、、、

谷川 瑠奈 日本 2014-01-06 韓国の嘘をこれ以上広めるわけにはいきません。

タカハシ シゲキ 日本 2014-01-06 慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてください！

HIdeyuki Ayukawa 日本 2014-01-06 日本人は、韓国による日本を侮辱するこの悪質な国際キャンペーンに非常に怒
っています。

熊谷 信一 北海道, 日本 2014-01-06 平和の祭典であるべき漫画に捏造された他国を貶めるモノを出展するなど言語
道断です！
漫画やアニメがなぜ日本で普及したのか世界の皆さんはよく考えて欲しい。

竹内 明子 日本 2014-01-06 NO political matter for culture event please.

nisimura mie 日本 2014-01-06 黙っていてはいけません。嘘だといいましょう。コメント（任意）

小山 友美恵 日本 2014-01-06 朝鮮は日本に関わるな！いい加減独立しなさい。

廷々 百合子 日本 2014-01-06 韓国は許せない国です！

渡邉 太一 日本 2014-01-06 日本の現代史に慰安婦の強制連行などという事実は、微塵もない。



名前 場所 日付 コメント

hamanaka hiroshi BC, カナダ 2014-01-06 On vous demande de ne jamais prendre part aux affaires louches d’un pays en

se mêlant le problème contre autre pays. C’est pour la véritable relations

amicales avec France, Japon et la Corée.

Avant tout, pour la progression du festival en plein devenir.

rio sato 日本 2014-01-06 嘘は良くないよね。

磯姓 貴生名 日本 2014-01-06 マンガ・アニメに偏った主義主張を持ち込ませないでください。

奧山 優子 日本 2014-01-06 アニメはフィクションの正解ですが、故意に他国を貶める悪質なものを出品す
るなんてあってはならないことだと思います。
　そんな集まりになってしまったら、誰も楽しめなくなってしまいます。

yasu miura 日本 2014-01-06 アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するな！

深谷 俊輔 日本 2014-01-06 毎回毎回やり方が汚い

島田 貴 日本 2014-01-06 虚言で隣国を貶めるやり方に心底反対します。

masakazu aihara 日本 2014-01-06 捏造正統化は許しません！！

kato kyoko 日本 2014-01-06 私達日本人は我慢が美徳と教えられ
自分の考えを他人に押し付けてはならないと生きてきました。
昨今の中韓を見る限り
それは世界の中では
通用しない事が解り
本当の真実を伝えようと慣れないパソコンを使い　協力しました。

ohnaka toshio 日本 2014-01-06 日本人は、韓国による日本を侮辱するこの悪質な国際キャンペーンに非常に怒
っています。

BABA YOSHIHISA 日本 2014-01-06 頑張って下さい。

梶原 昌治 Sapporo-shi, 日本 2014-01-06 国際政治を持ち込む場所ではないでしょう！

草刈 利和 日本 2014-01-06 嘘つきの韓国に、負けないで下さい

中村 康孝 日本 2014-01-06 微力ですが賛同します

Ohki Tatsuya 日本 2014-01-06 ワタシは仕事で韓国との付き合いはかれこれ20年になります。一時はプサンに
住んでいました。慰安婦は売春婦です。給金も当時の軍の上級幹部並みに得て
いました。日本の軍人と結婚して、プサンで娼館を開いた元慰安婦の娘さんに
も知り合いがいます。（今ではおばあさんですが）で、現在もプサンで娼館を
切り盛りしてます。親御さんは同情してくれた日本の軍人さんと一緒になった
、ということでした。そんな関係は当時あちらこちらであったようです。

室井 勉 日本 2014-01-06 文化に政治を持ち込むな）

山本 東 日本 2014-01-06 全面的に応援します。

平山 亮二 日本 2014-01-06 日本を主張しましょう

シミズ テルオ 日本 2014-01-06 世界中で一番愚かな民族の撒き散らすウソに、我々は負ける訳にはいかない！

Yamashita Noboru 日本 2014-01-06

Dear Monsieur Franck Bondoux,

Please do not cooperate the propaganda.

It is baleful and from fearful inferiority complex to Japanese.

And so on it is despise not only Japan but also who lend a hand for them.

Because they are lier.

Sincerely,

Noboru Yamashiita



名前 場所 日付 コメント

松谷 浩則 日本 2014-01-06 アニメ、漫画に相手がある政治問題を展示しないでください。

後藤 雅美 日本 2014-01-06 息をするよに、嘘を吐くのは止めて欲しい。

Nishida Hiromasa 日本 2014-01-06 Stop the fake.

牧田 康佑 日本 2014-01-06 朝鮮の暴走を止めなくてはなりません。スパイ活動によって日本はアメリカと
戦わなくてはなりませんでした。これ以上の悲劇を生むのは止めましょう！

桑原 尽 日本 2014-01-06 なでしこアクション様の行動に賛同いたします。正しい歴史が伝えられ、仏・
日・韓の友好を心から希望します。

稲垣 貴彦 日本 2014-01-06 がんばりやー

目黒 伸也 日本 2014-01-06 卑劣な嘘で日本が傷付くのを傍観する訳にはいかない！

飯沼 岳 日本 2014-01-06 この署名運動が、成功する事を祈念しています。

大津 和博 日本 2014-01-06 嘘つき韓国人にはホトホト呆れる
言っている事やってる事私には
北と余り変わらないような
以前マレーシアで仕事をしていた時にローカルに日本人についてどう思うか聞
いてみたところ
日本人については特に何も無いが韓国人だけは許せないと言っていた。何故？
と聞いたら「嘘つきだから」と。納得

川口 卓名 日本 2014-01-06 出来る限りの協力をさせて貰います。日本の為に頑張って下さい！！

ojima koichi 日本 2014-01-06 藤岡先生を尊敬しています。賛成とこれとは別ですが

柳田 隆之 日本 2014-01-06 もう日本は黙っていてはいけない段階です

中田 真理子 日本 2014-01-06 絶対に許せません

佐伯 絹美 日本 2014-01-06 慰安婦は捏造です

原 しずか 日本 2014-01-06 両方の話を聞いてから判断するのが大人の対応です。韓国の一方的な作り話を
信じないでください。韓国のロビー活動にだまされないでください。韓国と日
本の問題にフランスが関わらないでください。フランスと日本の友好の為に賢
い判断をお願いします。

Akira Nishikawa 日本 2014-01-06 文化の力を借りて捏造を広めるなんてことは最低の所業だ！

鈴木 淳司 日本 2014-01-06 反日国家の韓国の言うことはまともじゃない。

Yoshio Ishiguro 日本 2014-01-06 日本人がおとなしくしていると何処までも付け上がる韓国人コメント

iida sachiko 日本 2014-01-06 平和で誰もが安らぎを感じられる世界を心から願っています。理不尽な言いが
かりで他国にまで押しかけ、多くの人が傷つけられるのは耐え難いです、特に
多くの日本の子供たちが傷つけられるのは。感情的な攻撃は厄介ですが、黙っ
て見ているわけには行かないと思いました。こうした活動をしている方々が危
険な目に合わないように、そして感謝申し上げます。私にできることは祈るこ
としかありませんが誰もが幸せになれるよう一生懸命祈らせていだきます。

道口 勲 日本 2014-01-06 韓国人の嘘を信じないでください。きちんとした資料を基に、真実を調査して
ください。

mamoru takakusaki 日本 2014-01-06 慰安婦は、朝鮮人斡旋業者の募集に各々の事情で応募した不幸な女性達。しか
し、日本が国家として、その応募に強制力を用いた事実は全く無い。慰安婦強
制連行説は、完全に韓国の捏造話しなのである。

伊藤 善幸 新潟県, 日本 2014-01-06 日本を取り戻せ！

菊池 譲 日本 2014-01-06 事実を世界の人達に教えてください。応援します。

佐藤 宜久 日本 2014-01-06 Femmes de Reconfort Ne  Furent Jamais Les  Esclaves Sexuelles Forcees!



名前 場所 日付 コメント

伊藤 樹野 新潟県, 日本 2014-01-06 嘘は許さない。

皆川 浩二 日本 2014-01-06 慰安婦は自分の意思で自由に活動できた娼婦です。

伊藤 善文 新潟県, 日本 2014-01-06 他国による歴史捏造は許さない！

本郷 嘉朗 日本 2014-01-06 フランス、韓国、日本の真の友好のために署名します。

伊藤 雪絵 新潟県, 日本 2014-01-06 日本を取り戻せ！

伊藤 実彩希 新潟県, 日本 2014-01-06 歴史捏造は許さない！

Ｋａｍｉｍｕｒａ Ｓａｃｈｉｈａｒｕ 日本 2014-01-06 スポーツと同様にアニメを政治利用するのは止めて下さい。そんな道具に使わ
れない事を切に祈ります。

hideo kawado 日本 2014-01-06 慰安婦問題はねつ造であり。関わりたくないが、日本の未来のためにも。韓国
の未来のためにも。世界の平和のためにも、正しい歴史を正しく伝える必要が
ある。ねつ造はあかん

eriya nakata 日本 2014-01-06 i love japan

takei miwa miyazaki, 日本 2014-01-06 政治活動をする場じゃないでしょ？
スポーツの祭典でも空気を読まず政治問題を持ち込むキチガ○国家に何言って
も無駄でしょうが、いい加減人間らしい常識とモラルを身につけろ！

Hakamata Masanobu 日本 2014-01-06 主催者の皆様へ。慰安婦についての資料は、アメリカ軍の慰安婦への聞き取り
調査や当時の朝鮮の新聞の募集広告などがあるので自分たちでも調べていただ
き、事実に基づいた認識をしていただくようお願いいたします。韓国の人は普
通では考えられないほどひどい嘘を平気でつきますので、だまされないでくだ
さい。

清水 正吾 日本 2014-01-06 N'être pas veuillez trompé par Corée

柴 元太 Obihiro-shi, 日本 2014-01-06 隣国を永遠に黙らせろ

高橋 稔 日本 2014-01-06 韓国の理解を得る事は不可能です。これ以上捏造歴史史観を広められないよう
、しっかりと真実を訴えてください。

Kobayashi Yoko 日本 2014-01-06 右翼がどうのこうのと韓国は言っていますが、私は普通の国民です。かつては
韓流ドラマも見てました。でも、いつもいつも挑発してくる韓国にうんざりし
ています。一般国民がみんな怒っています。

Himura Myouen Itami-shi, 日本 2014-01-06 少しでもお役に立てればと思います。

Masayuki Watanabe 日本 2014-01-06 糞キムチ共の　求めに応ずるべからず　関わるべからず　主張に耳を傾けるべ
からず　この地球上から永遠に消え失せよ

吉田 桂子 日本 2014-01-06 趣旨に賛同します。韓国や中国のねつ造に断固反対します。

Keiko Hagisawa 日本 2014-01-06 慰安婦は強制連行ではなかったとの証拠があるにも関わらず、嘘で日本を貶め
続ける卑怯な国・韓国。今現在も自国と他国で女性の人権を踏みにじり続けて
いるのに、祭典の場で虚飾に塗れた政治問題を持ち出すとは言語道断。主催者
様方には是非このような愚行を犯す存在を切り捨てて頂きたいと思っておりま
す。最後になりますが、国際漫画祭が恙無く、且つ盛大に催されることを心よ
り願っております。

佐藤 真紀 日本 2014-01-06 心から賛同いたします！

Taichi Eiko 日本 2014-01-06 次から次へと卑劣なディスカウント・ジャパン運動、本当にうんざりですが、
黙って見過ごせません。文化的行事を利用した韓国の悪意ある行為は絶対に許
せない！

芹沢 神楽 日本 2014-01-06 感情や思想ではなく文書として残った公文書をご覧下さい。連合国側であるア
メリカに史料として残っているのですから。

西村 孝志 日本 2014-01-06 まず文化行事から切り離してください。



名前 場所 日付 コメント

Ogawa Eriko 日本 2014-01-06 第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー　:
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！
韓国の卑劣な嘘に加担することは、愚かでかつ危険なことです。

ono yoshinori 日本 2014-01-06 アニメの国際交流の場所に政治的なメッセージは不要。韓国の反日キャンペー
ンを阻止することに賛同します。

Nakagawa Takashi 日本 2014-01-06 未来を担う子供たちに嘘の歴史を教え、世界の平和と友好を破壊しようという
極めて非人間的な活動は決して容認できません。大衆文化を政治利用するなん
て21世紀の民主主義国家(←実際は違います)がすることではない！

山内 智明 日本 2014-01-06 韓国に関わるとろくなことがない。

shigeki hasegawa 日本 2014-01-06 漫画祭に政治・外交問題を持ち込むんじゃないよ

石黒 達哉 日本 2014-01-06 日韓の政治問題を文化に持ち込むな！！！！主催者自身が日本人や多くの世界
の人々に失望されることになりますよ

大川 香奈子 東京都, 香港 2014-01-06 少しでも自国の力になりたいです。

Sakai Yuuki 日本 2014-01-06 捏造を許すな！

八巻　 一三男 タイ, タイ 2014-01-06 韓国による一方的な情報操作と捏造に対して、日本は断固として反対、正しい
情報を世界に発信しなければいけない。この活動もその意味で、日本の正しい
見解を海外に広く知ってもらいたいと思う。

Ｓａｋａｓｈｉｔａ Ａｋｉｈｉｒｏ 日本 2014-01-06 一人一人の行動が大事！思ってるだけじゃダメ！

KOTAKA YOSHIKO 日本 2014-01-06 なぜこのようなことを他国でするのか理解に苦しみます。そのくせ、日本が悪
いから仲良くできないという無神経さにびっくりします。日本側ばかりが折れ
るときはもう終わったのです。

原 耕一 日本 2014-01-06 嘘をつきまくるシナ人は世界の恥、人類のクズ、宇宙の癌

坂口 葉子 日本 2014-01-06 捏造を許さないように声を上げよう

山賀 弘造 日本 2014-01-06 漫画の祭典を政治利用するなんて最低だ。

福留 洋志 Chigasaki-shi, 日本 2014-01-06 なんでフランスの漫画展でやるんだ。場所をわきまえるって事を知らないのか
ね。

NIshi Taeko 日本 2014-01-06 韓国は朝鮮戦争で自分たちが率先してやったことを日本がしたことにしている
のです。日本側から知名度のある人も同じような発言をしますが、日本国籍を
取得した韓国人や中国人が日本名を悪用しているのです。

千葉 祐美代 日本 2014-01-06 慰安婦問題で韓国が大嫌いになりました。K−POPも在日の方も韓国に帰ってほ
しいです。

ishizawa noboru 日本 2014-01-06 韓国の慰安婦問題は、政治的にしくまれた、模造であり、民間韓国業務が主と
なり、慰安婦を募集し、日本軍は引き締めをしていた。規律を守らず、非道な
行為をしていたのは韓国人であり、いい加減にしてほしい。

早川 須美子 日本 2014-01-06 漫画は人々の心を和ませるためのアートでもあります、不正確な情報のまま、
煽るだけのキャンペーンで、その価値を見失うようなことは好ましくないと思
います。対立より理解を。

山田 寛 日本 2014-01-06 当然

河合 康博 日本 2014-01-06 痛い目にあわすこと！



名前 場所 日付 コメント

Kimiwada Hiroshi 日本 2014-01-06 日本のカルチャーである「漫画」(Manga)や「アニメーション」(Anime)は、他
人を貶めるプロパガンダとして使うために生まれたものではありません。
そのような目的に利用するという人たちがいるということは、非常に残念で悲
しく、憤りさえ感じます。
これら「漫画」(Manga)や「アニメ」(Anime)を愛する一人のファンとして、こ
のような貧しい行動(反日キャンペーン)に、利用する人たちに協力するのはや
めて頂きたいと思います。

KOMIYAMA HIROSHI 日本 2014-01-06 強制、性奴隷と喧伝され、政治たかりの道具にされている慰安婦は、合意の上
での金銭を伴う職業的売春でした。
これは戦争時、世界各国が普通に行っていたことです。
なによりも、当時の朝鮮では得られないような高額の金銭を得ていた事が、客
観的資料にも多数残っています。
当時の日本将校よりも、高額な給料を得ていたのです。
日本側の客観的資料に基づいた反論に、韓国は一切の客観的正真正銘の資料を
持って反論できず、生きている私の証言が真実証拠(苦笑)と強弁を続け、情に
訴えプロパガンダを続けています。
まさに、泣く子は餅をひとつ余分にもらえるby朝鮮のことわざ。今や国技です
、オリンピックの女子フェンシングといい。

ベトナム戦争時、韓国軍はベトナムの女性を片っ端から犯し殺しました。
父親のいない、韓国人とのハーフの子供が大勢生まれました。
すなわち、ライタイハン問題です。

ごく少数売られてきた女性もいましたが、それは朝鮮国内で、朝鮮人の女衒ら
よって売り飛ばされました。

双方合意かつ高額金銭授受の職業売春婦と、レイプどちらが異常で浅ましいで
すか？醜いですか？

純粋に楽しむべき漫画祭りで、政治絡みの従軍慰安婦＜売春＞の漫画を許した
ら次はどうなるでしょう？
チベットについての漫画が出展されるかもしれません。
中東問題。
イスラエルやアフガン、レバノン他政治絡み、宗教絡みの漫画が出展されるか
もしれません。
今回のことを許したら、それら問題の漫画が仮に一方的な見地から書かれてい
たとしても、出展拒否は難しくなるでしょう。
今回許可して、他を拒否すれば公平性に欠けることとなります。
悪しき前例を作らないためにも、絶対に認めるべきではありません。

それにしても、楽しむべき漫画、嗜好品である漫画、それも全く関係ない他国
の楽しいお祭りに、政治的なものを国を挙げてゴリ押しする。
異常という言葉しか見つかりません．．
韓国は1000年恨むと公言しましたが、私とは、10000年たっても分かり合えな
いでしょう。

Ikuko Ogawa 日本 2014-01-06 God knows the truth.

I'm hoping for a sensible judgment.

長谷川 哲 日本 2014-01-06 韓国という国家、あまりに理解できないことが多すぎる。同盟関係は非常にむ
つかしい。歴史的にに自立した経験がないといってよい国なので、その精神構
造は我々の理解を超えている。福沢諭吉が見限ったのもうなずける。

安西 優子 日本 2014-01-06 漫画の祭りに政治を持ち込むな！



名前 場所 日付 コメント

杉本 博文 Toyama-shi, 日本 2014-01-06 賛同します！

Yamamoto Yoshihiro 日本 2014-01-06 漫画祭に国際問題を持ち込むのは間違っています。

韓国の主張は歴史的根拠の無い捏造によるものである事も、各国のいろいろな
資料からも明らかです。

公正な判断と対応を望みます。

Toru Fukunaga 日本 2014-01-06 ｃｈｅｃｋ　ａｎｄ　ｌｅａｒｎ　ｔｈｅ　ｔｒｕｔｈ！

ｋｏｒｅａｎ　ａｒｅ　ｌｉｅｒ

オカモト マサオ 日本 2014-01-06 漫画を政治的プロパガンダに利用するのは、漫画を愛する人では有りません！

坂倉 豊年 日本 2014-01-06 韓国の主張は全て嘘です。
捏造によって先人の名誉を汚し、日本を貶める所業は許せません。
韓国は特亜を除く世界の敵国です。

kitamura takuya 日本 2014-01-06 ／(^o^)＼

nonaka shintaro 日本 2014-01-06 慰安婦は韓国によって異常に大げさに歪められ、もはや歴史的事実とは異なっ
たフィクションと化しています。アニメをそのフィクションを歴史的事実にす
るための道具としている韓国のやり方はアニメを侮辱するものです。

Von Schuler-Kobayashi

Max

日本 2014-01-06 Dans Le guerre, les Koreans sont Japonais!

MITSUYOSHI ENDO 日本 2014-01-06 嘘つき韓国人売春婦による集り

押江 内門 日本 2014-01-06 億万のウソ
一言の指摘で崩れる

戸張 正康 日本 2014-01-06 捏造に捏造を重ねて日本を恨む韓国人の言いなりにはさせたくない。

具志堅 由利子 日本 2014-01-06 マンガは夢をみて、スリルを楽しみ、愛や友情に共感し、心躍らされるような
、そんな身近な芸術です。
そこに国と国との駆け引きを持ち出すのは間違っているように感じます。
せっかくのイベントですので、皆が純粋に楽しめるような内容であって欲しい
です。

具志堅 人士 日本 2014-01-06 一方的な歴史認識を、マンガを楽しむ為のイベントで主張されるのはとても不
愉快です。

aoyama junko 日本 2014-01-06 嘘つきで卑怯な韓国の捏造作り話にはうんざりします！国民一丸となって真実
の事を世界に伝えましょう!

安藤 輝行 日本 2014-01-06 いかなる個人・組織・国家であれ、明確な嘘を平気でばらまき、あたかもそれ
が正しいかのように詠うのはあってはならない。

私は映画『ハンナ・アーレント』で取り上げられたアイヒマン（間違っている
ことと知りながら思考することを辞め、命令に従う人間という意）にはなりた
くないし、純粋に許せない。

tonari noboru 日本 2014-01-06 事実無根だからと放置することは辞めました。

薗部 和人 日本 2014-01-06 嘘がまかり通る世の中はおかしい。日本一国の名誉も大切だけど子供たちがな
んの根拠もない嘘で傷つくのは見過ごせません。

Takebayashi Atsuko チェコ, チェコ 2014-01-06 国のために命を捧げて戦った英霊の名を、捏造で汚すようなことは許せません
。また国際条約で解決済みの件を何十年も経ってから蒸し返すのは、韓国が国
際ルールを無視する国であるということを自ら露呈しているでしょう。

Sakai Taeko Nederland, オランダ 2014-01-06 頑張ってください。



名前 場所 日付 コメント

松田 考将 日本 2014-01-06 そもそも、政治と関係ないところにまで政治を持ち込むこと自体が大きなルー
ル違反。
ましてその内容が捏造なのだから言語道断である。恥を知れ！

福田 歩 日本 2014-01-06 なでしこアクションを応援しています！

Tanaka Mitsutaka 日本 2014-01-06 埼玉県川口市より、微力ながら祖国日本のために。

Shiraishi Yoji 日本 2014-01-06 韓国の嘘に本当に怒っています。韓国は「泣く子は餅を余計にもらえる」国で
すからまともな議論は通用しません。日本は韓国より「大きな声」で韓国の嘘
を非難しなければなりません。

Keiser Hanna 日本 2014-01-06 韓国人の嘘にだまされないでください！日本人は正直です！どうか捏造された
性奴隷ストーリーなど下品なものを取り扱わないでください！

森 英世 日本 2014-01-06 韓国の嘘に騙されるな！
Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

慰安婦というのは、朝鮮人女衒の募集に集まった売春婦です。当時このことは
普通の朝鮮の社会状況だったのです。現在自称慰安婦と称している人には朝鮮
戦争時の韓国軍、米軍慰安婦であった「洋公主」が多く含まれています。

これ以上の「でっち上げ」はもうたくさん！
Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

城下 博夫 日本 2014-01-06 韓国人のしていることは精神病理レベルです

小島 宏 Yao-shi, 日本 2014-01-06 第41回アングレーム国際漫画祭 代表 フランク・ボンドゥー　:
第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！…に、私も賛同します。

西村 なつみ 日本 2014-01-06 なでしこアクションさん、ありがとうございます！コメント（任意）

Sakamoto Nao 日本 2014-01-07 もうムリ。韓国何様なの？いい加減にしろ！

MASANORI ICHIKAWA 日本 2014-01-07 卑怯な韓国人、従軍慰安婦だったなら話ではなく、明確な証拠を出してみろ。

郷古 麻佐志 Sao paulo, ブラジル 2014-01-07 韓国のネガキャンを公開するのであればすぐ隣でそうではない見解があること
を写真や詳細入りで展示すべき。本来の趣旨とは異なる政治的キャンペーンに
介入するのであればフェアであるべきであるが、このような展示はどちらにし
ても漫画祭来場者の全てを不快にすることを考慮すべき。

妹脊　 修 日本 2014-01-07 私からも知人の皆さまへご協力のお願いをさせて頂きます。

狩野 太志 日本 2014-01-07 賛同します。

Matsui Hiroshi 日本 2014-01-07 It's better for Korean that they always drind tonsle!hehe

Udagawa Takahiro 日本 2014-01-07 文化活動に政治扇動を持ち込む韓国政府のやり方に断固反対します！

國本 健太 インドネシア 2014-01-07 韓国の皆様、良識ある行動を！
恥ずかしいですよ。

YAMAMURA MACHIKO Canterbury, イギリス 2014-01-07 日本を貶めようとする韓国人とアングレーム国際漫画祭主催者に怒りを感じる
。

田井中 綾子 日本 2014-01-07 世界の平和のために！

伊藤 基 日本 2014-01-07 彼の国の方々には、史実に基づいた主張をしてほしい。

酒井 光夫 ＣＡ,
アメリカ領ヴァージン諸
島

2014-01-07 なでしこアクション頑張って下さい。ずーと応援しつずけます。ありがとう。
アメリカが無いので領にしました。



名前 場所 日付 コメント

mitani noboru 日本 2014-01-07 南朝鮮は嘘で固めた主張をする、こじき国家、寛容な日本人でも、我慢の限界
を超えてる、国交断絶して，李氏朝鮮に戻してやろう

山嵜 琴恵 日本 2014-01-07 がんばりましょう！

Tetsuya Nanjo 日本 2014-01-07 テキサス親父様にはいつも感謝感激しております。

鈴木 修 日本 2014-01-07 文化の祭典をネガティブキャンペーンで汚さないでください！

義人 山原 日本 2014-01-07 韓国の捏造には反対です。

前田 慶一郎 日本 2014-01-07 絶対に韓国の陰謀は潰さなければなりません。がんばってください。

OKAZAKI MASAHIRO 日本 2014-01-07 日本を正しく理解していただきたいと願います。

横田 佳世子 日本 2014-01-07 許せません！

倫人 金丸 日本 2014-01-07 ウソも100回言えば真実になる等と思いあがっている朝鮮人のやり方を、徹底
的に排除すべき。

康至 酒井 日本 2014-01-07 事実無根の従軍慰安婦。
歴史ある祭典がこのような事に加担しないで下さい。

SAGA KENITI 日本 2014-01-07 正しいことを粘り強くコメント（任意）

有塚 貴則 日本 2014-01-07 日本を意図的に貶めようとする行為は許しがたいです。

Miki Takahashi 日本 2014-01-07 “従軍慰安婦”とは、正しくは“追軍売春婦”です。

服部 いずみ アラブ, AL 2014-01-07 慰安婦は居なかったことを実証したい

Shimmura Haruyuki 日本 2014-01-07 フランスを含め世界の国々を一国の一方的な主張に基づく他国への憎悪に満ち
た行動に巻き込むのは良くない。

Saitou Hiroyuki 日本 2014-01-07 本当にキムチ悪い人種？いや、ヒトモドキだよ。本当。

Eisuke nishime Naha Okinawa, 日本 2014-01-07 極悪非道な行為を黙認するわけにはいきません。
ランランと暮らして来た日本人よ。今、目覚めなければ何時目を覚ますか？コ
メント（任意）

具志堅 汀南 日本 2014-01-07 日本が戦争をした事はお母さんやお父さん、学校でも聞いたり勉強したりして
います。
学校で聞く話とお母さんから聞く話は違います。
お母さんは韓国の人が言っているのは証拠がないと言っています。
でも、色んな意見の人がいてもいいんだと言っています。
でもフランスで日本が悪く思われるのはとても嫌なので署名します。
とても悲しいです。

具志堅 晴哉 日本 2014-01-07 マンガは楽しむもの。
政治的に利用するな。

新川 高広 日本 2014-01-07 今も昔も売春大国の姦国には言われたくない(´-ω-`)

矢野 直人 日本 2014-01-07 I love france

桑名 博子 日本 2014-01-07 声を挙げ続けることが大事ですね！
いじめと同じで、毅然と堂々と対抗しなければ、心身共にズタズタにされてし
まいます。。。

Ishii Hiroya 日本 2014-01-07 no more Korea

竹林 邦浩 日本 2014-01-07 ねつ造国家韓国を許すまじコメント（任意）

Kinue Takamizawa 日本 2014-01-07 文化交流をプロパガンダに利用する行為は、漫画際の品位を汚します。

西山 和子 日本 2014-01-07 卑怯者韓国

Motoyoshi Akihito 日本 2014-01-07 韓国と中国のプロパガンダに騙されてはいけない.



名前 場所 日付 コメント

Ikumi Masaki 大阪府, 日本 2014-01-07 日本の、そして大東亜戦争の真実を広めましょう！！

大蔵 力也 日本 2014-01-07 こういうことはやめて下さい。

出雲 時音 大阪市, 日本 2014-01-07 日本と台湾と世界が自由と平和でありますように。

小口 惠子 日本 2014-01-07 事実無根の歴史捏造により、日本人を傷つける行為は許されるものではありま
せん。漫画祭という子供達もが目にする行事に政治的な悪意を持った行為は絶
対に許されるべきではありません。コメント（任意）

山下 清 日本 2014-01-07 やったぜ

KONDO MASAHIKO 日本 2014-01-07 従軍慰安婦というのは事実無根です。韓国の悪質なキャンペーンに乗らないで
ください。

小野 克美 日本 2014-01-07 お人よしの日本人でも許せない

篠藤 智司 日本 2014-01-07 漫画際にまでプロパガンダを持ち込むとはどこまで性根の腐った民族なんでし
ょう。

世川 聖 日本 2014-01-07 It is our mission to make an announcement of the truth about the korean

prostitutes.

太田 一郎 Hasuda-shi, 日本 2014-01-07 史実、実体の無いモノを作り反日キャンペーンをするのを反対です。こんな事
が通ったら正義は無くなります。絶対反対！

矢崎 浩司 日本 2014-01-07 歴史は事実を伝えるものであって、妄想をひけらかすものではない。

木村 太一 日本 2014-01-07 なでしこアクション。すばらしいアクションありがとうございます。署名程度
で申し訳ありませんが、私も参加させていただきます！

中山 大輔 日本 2014-01-07 慰安婦とは売春婦のことです。性奴隷ではありません。韓国の嘘に騙されない
でください。

hamabe katsuhisa 日本 2014-01-07 日本人として声を上げるべきなのでしょう
韓国人は教えられた事ではなく、自分自身で事実を掴み取って欲しい

AZUMA NINAKO 日本 2014-01-07 協力するのはやめて下さい

山本 実 愛知県, ベトナム 2014-01-07 ヤメロー

NAKAHARA AYA 日本 2014-01-07 協力やめてください！

Ryoji Suzuki 日本 2014-01-07 嘘つき国家の韓国に騙されるな
南スーダンのＰＫＯ韓国軍の要請で弾薬１０，０００発提供した日本へ、謝意
も無し、侮辱し続ける、最低な韓国、韓国は要請してないって、ここでも大嘘
！嘘つき国家韓国に関わると、とんでもない事に成る

Sachiko Watanabe 郡山市, 日本 2014-01-07 反日国家による、史実とは違う嘘のキャンペーンを、日本国民は非常に不愉快
に思っております。嘘を広める手助けになってしまうようなことは避けていた
だきたくお願いいたします。

Naoko Hosokawa 日本 2014-01-07 歴史の嘘をいろんな国にいいふらす韓国は許せません。

saito michihiro 日本 2014-01-07 プロパガンダは許さない

西宮 善則 日本 2014-01-07 頑張ってください

Horiuchi Daisaku 日本 2014-01-07 かの国には恥の上塗りと云う諺は無いのでしょうね...

桑名 雄介 日本 2014-01-07 世界中が、本当の日本の歴史を知る時代が来ていますね！



名前 場所 日付 コメント

hideo watanabe 日本 2014-01-07 慰安婦とは、兵士を相手にした売春婦であった、と、米国国立公文書館から回
答が来ている。
日本を貶めようとしている韓国の手先となる行為は「国際理解」に反する事に
なります。
漫画祭が悪用されないようにしてください。

小関 裕樹 日本 2014-01-07 自国の為に特攻できるほどの愛国心を持ち合わせてはいませんが、
こんな暴挙を許しておいてはいけないと本能と血が言っています。
支援させて頂ます。

Imai Toshitaka 日本 2014-01-07 兎に角、韓国には教えない、助けない、関わらない、の三原則で。

ryouji miyauchi 日本 2014-01-07 断固反対！

米陀 黎子 日本 2014-01-07 いつか止めると思っていましたが、韓国人には通用しないのです。彼らの大嘘
を今こそ暴きましょう。日本側にはたくさんの史料があるのです。声を上げま
しょう！！

藤澤 延晃 神戸市, 日本 2014-01-07 完全阻止！

Hanai Keiji 日本 2014-01-07 日本や日本人に対する憎しみを増加させようとする、悪質な嫌がらせに漫画際
を利用しないでください。

小林　 一美 ドイツ 2014-01-07 ドイツ・ベルリンの方でも慰安婦像を建てる計画があるそうです。じ子供にこ
れ以上誤った歴史観を与えたくありません。

斎藤 久恵 津市, 日本 2014-01-07 フランスから世界へ、韓国の嘘の歴史認識を発信する事になるけど、それでも
恥ずかしくないのですか？
動画を見ましたが、これは私の意見ですが、あの漫画は天皇陛下を侮辱した内
容も入っています、そんな内容の漫画を出店させてしまったらどうなるか分か
りますか？天皇陛下侮辱発言を許したフランスと言う事で、日本や世界からバ
ッシングされますよ、韓国のような小さな国のせいでフランス歴史に汚点を残
すことになります。最後に真実はいつも1つしか無いのです。嘘は所詮嘘でし
かない事をお忘れなく！？

中村 かおり 日本 2014-01-07 1000倍にして返してやりましょう！

天野 勝明 Yokohama-shi, 日本 2014-01-07 頑張りましょう！

野田 政生 日本 2014-01-07 漫画とは作者様が提示する「世界」を読者様が「楽しむ」ためのもの。彼らが
悪意を持って嘯く間違った「世界」が国際的な良識を塗り潰すことがないよう
望む。そして漫画が政治の道具にされないよう切に願う。

imatamari nobuji 日本 2014-01-07 アングレーム国際漫画祭は韓国に政治利用されるべきではない。　漫画は世界
中で愛されるものである。

蒲生 健夫 日本 2014-01-07 妄想の歴史を信じないで下さい

yoshizaki haruko Yokohama-shi, 日本 2014-01-07 "La femme de la charité" qu'un coréen dit à "est ..... " sans aucun doute.J'ai

violé la femme coréenne que le détestait par force et n'avait pas de femme de

la charité.La prostitution était encore un acte triste, mais ils se sont vendus

pour volonté pour la vie.Un genre de la tragédie est différent de la femme qui

l'a vendue pour la vie dans les femmes qu'il est violé et la vie a été tordue.Et

l'armée japonaise ne leur a pas imposé prostitution. Veuille complètement le

chèque il si tu penses que mon dis est soupçonneux.

唐澤 晋一 日本 2014-01-07 漫画と政治、娯楽と政治を混同するな。

sakae yuuji Iwaki-shi, 日本 2014-01-07 正義は勝つ！

竹本 英明 日本 2014-01-07 嘘と妄想に凝り固まった、脳味噌糞まみれの南朝鮮人共による日本を貶める様
々な工作に対して、怒髪天を衝く想いです！
未来永劫奴等を許しません！！



名前 場所 日付 コメント

Tomii Yutaka 日本 2014-01-07 韓国の捏造に加担するのは、止めてください

土居 毅彦 日本 2014-01-07 主催者の皆様。
これ以上韓国人に過ちを犯させないようにしてあげて下さい。そのためにも、
彼らの不当かつ病的な策略に手を貸してはいけません。それが結果的に我々日
本人やあなた方フランス人のためでもあります。韓国人の将来を心配し、平和
を実現するためにも、どうか健全に手をお引き下さいませ。

我々は生まれた国こそ違えどとも同じ「地球人」であることをお忘れなく。

日本人より愛を込めて。

國領 正名 日本 2014-01-07 韓国人慰安婦は、今海外にいる韓国人売春婦と全く同じ。現代でも売春してい
るのにWW2当時居なかったと本当に思っているのか??
冷静に考えたら判るでしょうが。。

yuko jinno 日本 2014-01-07 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d’Angoulême!!

Nagasawa Shungo 日本 2014-01-07 アングレームは25年前、高校生だった時にホームステイで馴染みのある街。フ
ランスの第2、第3の家族が住まう街です。思い出深いこの街を反日で侵すこと
は許さない！

Yamada Masahiro 日本 2014-01-07 黙って耐えていればいずれ理解して貰える日が来るなどということはない。
残念ながら世界はまだその域にまで達していない。

Koh Masahiro 日本 2014-01-07 賛同いたします!!

Takiji Umeda 日本 2014-01-07 この署名が、アクションを起こして下さった皆様の一助になれば幸いです。

Yuuya Miyazawa 日本 2014-01-07 漫画にはファンタジー要素を含んだものがよくありますが、相手を貶めようと
する悪意に満ちたファンタジーに基づいた漫画なんてものはいりません。それ
も、何の根拠もないものならなおさらです。従軍慰安婦があったという客観的
な証拠がまったくなく、むしろ慰安婦は自らその職についたというアメリカの
公文書という証拠があるのにもかかわらず、さもあったかのように騒ぎ立て日
本を貶めようとする韓国には腹が立ちます。

Kaneda Atsuo 日本 2014-01-07 このような下劣な政治利用は、許してはいけません。

Masumi Inatsu 日本 2014-01-07 I cannot bear  any more lies by  Koreans !

Kiyosaki Ｋazue 日本 2014-01-07 フランスは、日本サゲに必死の韓国と同等に成り下がらないで！

Yamakawa Yoshiko 日本 2014-01-07 thanks

yoshida hiroaki 日本 2014-01-07 日本人の我慢も限界だ！

村田 洋 日本 2014-01-07 いわゆる係争中の案件であり、片方の意見に沿ったコマーシャルは適切ではあ
りません。

内田 隆司 日本 2014-01-07 主旨に同意

広野 正恵 日本 2014-01-07 漫画祭に政治的な問題を持ち込まないで欲しいです。

西 耕蔵 日本 2014-01-07 日本のマスコミの情報操作の洗脳がとけた気がする。事実は一つだし、今まで
間違いを正したい。今、強くそう思う。

Hideki NAGASAKI 日本 2014-01-07 THE TRUTH IS OUT THERE

Shoji Iwasaki 日本 2014-01-07 こんばんわ

narita chie 日本 2014-01-07 世界で愛されている漫画は他人や他国を誹謗中傷する手段ではありません。や
るならば、嘘や欺きが当然の韓流フェアにして！！！

玉井 久雄 日本 2014-01-07 韓国人にはもううんざり。



名前 場所 日付 コメント

松井 英樹 日本 2014-01-07 賛同します

神村 倫子 静岡, ネパール 2014-01-07 日本を愛し、日本人であることを誇りに思います。このイベントも純粋に参加
する人々が楽しめるものであってほしいと思います。一国のネガティブな感情
に利用されたくはありません。

済田 光宏 日本 2014-01-07 慰安婦について調べた人は知っていると思うけど、強制的に女性を拐って慰安
婦としていたのは朝鮮戦争時の韓国軍。

Sawai Toshikatsu 日本 2014-01-07 このような反日ロビー活動にはＮＯを声をあげましょう！！

青山 純子 オーストラリア 2014-01-07 韓国の矛盾だらけの主張と捏造証拠による日本貶めロビー活動に反対します。
ましてや漫画を楽しむ人達の集まりを汚す行為。フランス人は史実と客観的証
拠と検証無しで慰安婦プロパガンダに惑わされてはいけない。漫画文化を守っ
て下さい。

shuhei sakamoto 日本 2014-01-07 日本が嫌いな国と付き合う必要はない

Takeo Michiyo 日本 2014-01-07 慰安婦の間違った報道に怒りを覚えます。韓国のこれ以上の横暴を許すわけに
はいきません。

Akutsu Hirobumi 埼玉県, 日本 2014-01-07 日本は、誠を尽くせばいつか許される日も来るだろうと、韓国に配慮を続けて
きました。しかし韓国に日本を許す気など最初からありません。彼らの目的は
、日本に千年の隷従を強いることであり、「韓国は上、日本は下」という事大
主義の枠組みに日本を押し込もうとすることです。日本の要人が何度公式に謝
罪しても、何度でも話を蒸し返すのは、この根本の部分がそもそも違っている
からです。

ISHIDA MORIHISA south pasadena, CA 2014-01-07 もっと拡散!!!

Masaru Kogachi 日本 2014-01-07 政府の考え方は間違っている。政府の考えは、慰安婦の問題は外交問題にしな
い方針の様だが、この問題を放置していると日々国益を損なっていると思う。
政府が態度をあいまいにしていることで在外の日本人が差別されたり、子供た
ちがいじめにあっていたりするらしい。韓国との外交なんかほっといて良いか
ら、まず村山、河野の談話を破棄して日本の立場をはっきりさせるべきだと思
う。

萩下 新也 日本 2014-01-07 全面的に賛同、支持します。

karaki Hiroe 日本 2014-01-07 捏造された漫画のアピールの場所を提供されないよう、漫画を愛する者として
お願い申し上げます。

Sato Jo 日本 2014-01-07 Dear organizer,

Please be fair !

三谷 正巳 日本 2014-01-07 慰安婦　醜い！！

朝屋　 結 日本 2014-01-07 韓国の嘘に騙されるな！
Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

これ以上の「でっち上げ」はもうたくさん！
Pas Plus d’Histoire “FORGÉE” de Toute Pièces.

G Bernard 東京都, 日本 2014-01-08 韓国の歴史捏造と、誹謗中傷を、日本人の正しい歴史認識で、全て正しましょ
う！

irei sadaharu 日本 2014-01-08 もうじっとしてはいられない

takeuchi shigeru 日本 2014-01-08 国際漫画祭という場で、決着のついていない事を一方的に主張するのは間違っ
ていると思います。

松浦 恵 Obu-shi, 日本 2014-01-08 ロンドン五輪の韓国の蛮行を見て、韓国の淫売女を決して東洋のアンネフラン
クという韓国の欧州洗脳を阻止したいと思うから賛同します。



名前 場所 日付 コメント

松浦 恵 Obu-shi, 日本 2014-01-08 通常なら自国の女性が辱められたらさらしものにされるのは嫌がるものだが、
アメリカが成功したから今度はヨーロッパ（欧州）で・・・。国家挙げて慰安
婦を漫画という形で、特定国家を辱める。っていうか、冬季五輪での日本への
理不尽行為を欧米に認めさせる行為にしか思えない。漫画祭は漫画祭。政治の
道具にするなら、漫画の意味もなくなるから、慰安婦のさばらしは反対

松崎 操名 日本 2014-01-08 日本のマスメディアは、いつになったら中韓の真実を報道するんでしょうコメ
ント（任意）

柳田 敏雄 日本 2014-01-08 なでしこの皆さんありがとう
これからもずーっと応援します

白石 一浩 日本 2014-01-08 反日本でしか団結できない韓国民に人達、そのことを考えてみてください。私
達日本人は、どこの国をも敵とせず、憎んだりせず、日々自然に感謝して生活
しています。日本と言う敵をつくらなくては暮らせない、韓国と言う国は幸せ
な国でしょうか。平和を愛する国でしょうか。韓国に人自ら考えてほしいです
。

西川姓 達彦名 日本 2014-01-08 歴史とは自国に都合のよいように
捏造するものではなく、真実は
唯一、一つしかありません。判らない輩には証拠、検証を以て判らせましょう
。

島崎 文彦 Yokohama-shi, 日本 2014-01-08 当時の時代背景では、慰安婦という組織が第二次世界大戦後に韓国でさえあっ
たことを踏まえると、日本が特別に人道を無視した国であると名指しで非難さ
れることはない。もっと昔の歴史をみてもナポレオンの時代も軍はそのような
女性たちを引き連れていたのも事実です。人類の歴史として、女性がそのよう
な扱いを受けてきたことに対しては、人類として反省すべきことであり、一国
を批判するための材料として利用すべきものではありません。知識のない人た
ちは、誤った情報をそのまま鵜呑みにしてしまうため、早急にフィクションで
あることを示してほしいと思います、何より、これから先の友好な関係を築く
ことに意識をもってお互いに接していければと切に望みます。国境を越えた幸
せが人類皆に広がりますように。

Ohata Norikiyo 日本 2014-01-08 韓国の非道を許せないためお願いします

高見 陸太 日本 2014-01-08 韓国の頭のチューリップをみんなで引き抜こう！

takeda yuki 日本 2014-01-08 コas a friend with the hobby that I am the same -- nationality -- I
would like you to enjoy comics purely not related. 
メント（任意）

Hitomi Ozawa 日本 2014-01-08 韓国こそが朝鮮戦争で自国の女性を性奴隷としていました。日本を叩いても叩
いても、もうお金はあげません。

Soga Satoshi 日本 2014-01-08 アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてく
ださい

naoki nagao 日本 2014-01-08 サッカーでもそうでしたが、韓国は国際交流の場に政治的な主張を持ち込むべ
きではありません。
他国に日本の（でたらめな）悪口を吹き込むようなまねをして、韓国の人たち
はマナーやプライドというものがないのでしょうか？
政治的な主張があるのなら、日本と韓国の間で解決すればよい話です。

吉川 恵三 日本 2014-01-08 恥ずかしい国ですね。韓国は。品のかけらもないですね。がんばりましょう。

伊藤 由子 日本 2014-01-08 韓国が日本を乏しめようと躍起になっている事実がとても悲しいです。真実を
見てほしいです。

小西 由照 日本 2014-01-08 単に日本を貶めるためのプロパガンダに反対します。
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Ukiya Ichiro 日本 2014-01-08 南朝鮮は何時まで下らん捏造で「強請」「集り」を続けるのか　！　特亜在日
を追い出して南朝鮮とは断交在るのみ。何が慰安婦じゃ、戦前は公式に認めら
れた商売で、月給３００円(現在の価値で１００万円以上)貰ってリスク承知で
商売して居た癖にふざけるな　！　今でも南朝鮮は「売春」が国家事業の癖に
何を言うか。

YAMADA HANAKO 日本 2014-01-08 漫画祭を利用して一方的な捏造慰安婦を広めようとしている韓国。アングレー
ム漫画祭は韓国のねつ造慰安婦問題を使った反日キャンペーンに協力するのは
止めてください！

kazuko satou 日本 2014-01-08 卑劣な行いは許さないコメント！

ATSUSHI KATOU 日本 2014-01-08 Manga should be only in order to enjoy people.

郡山 淳士 日本 2014-01-08 頑張れ、日本！

佐々木 進 日本 2014-01-08 韓国が主張している従軍慰安婦の事柄は全くの嘘であり捏造です。捏造である
という証拠もあります。良識あるフランスの方
々を私は信じています。

ＴＡＤＡＫＵＮＩ ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ 日本 2014-01-08 水木しげる氏の漫画「総員玉砕せよ！」に慰安所のことがユーモラスに描かれ
えてます。性奴隷なんてとんでもない。！

大村 春彦 日本 2014-01-08 漫画際は文化を共有して楽しむもの政治的なキャンペーンを行う場所ではあり
ません

NISHIMORI KENICHI 日本 2014-01-08 絶対に許さない。

宮崎 花芽 日本 2014-01-08 どんな時も日本の株を下げようと必死ですね。他人の足を引っ張るより、自分
たちが努力して何かを成し遂げたらいいのに、といつも思います。

仲里 佳世子 日本 2014-01-08 嘘も100回言えばホントになるという嘘つき韓国が許せない

野上 慎司 日本 2014-01-08 漫画は大概はフィクションだとしても史実に基づかない明らかな捏造でもって
して伝えるものではないし最終的に平和を伝えるならまだしも目的が一国を陥
れることだから。

kanma kenji 日本 2014-01-08 t

Kijima Eri 日本 2014-01-08 On ne nie jamais l’existence des femmes de réconfort. Mais ni 200.000, ni

Enlevées , ni Forcées par l’Armée Imperiale Japonaise!! C’est pas du tout la

vérité, mais ce n’est que des mensonges ou histoires sans fondement.

suzuki eiichi 日本 2014-01-08 噓は噓であるとはっきり言わねばならない！

本多 治吉 日本 2014-01-08 韓国政府が捏造する「従軍慰安婦キャンペーン」活動に反対の声を上げます。

倉原 謙二 日本 2014-01-08 ７０年も前の歴史を捏造し続ける韓国、許しません。

Yushio San-emon 日本 2014-01-08 かういった行ひは阻止しなければならない。

maruyama n 日本 2014-01-08 賛同します。

tsuchiya hideo 日本 2014-01-08 韓国は歴史のねつ造はする事で、諸外国から軽蔑され、日本人からは嫌われ、
一体何がしたいのか理解ができません。ただ、嘘をついて日本を陥れる事は、
絶対に許せません！！

大谷 朝彦 Yokohama-shi, 日本 2014-01-08 韓国は自らの愚行の責任を日本に転嫁しようとしている。証拠を世界に示し、
韓国の愚かさを知らしめよう。

田場川 樹郎 日本 2014-01-08 ゆるすまじ

kiuchi kazuhiro 日本 2014-01-08 事実無根

Koike Katsumi 日本 2014-01-08 活動、応援しています。頑張ってください。

Ritsuo Hayashi 日本 2014-01-08 世界に正しい歴史を！



名前 場所 日付 コメント

hisasi Kumagai 日本 2014-01-08 世界の子供たちに、反日を押し付けないでください。

吉本 邦雄 日本 2014-01-08 もう韓国人の悪質横暴な振る舞いは許すべきではない

宇佐美 俊哉 日本 2014-01-08 慰安婦問題は日本で発刊された元日本兵の「偽の自伝記」から始まった物です
。
自伝記にある「強制連行」が存在していない事は、韓国人の女性新聞記者によ
る現地取材でも確認されています。
現在の韓国が提示している慰安婦問題は朝鮮戦争当時の自国が行った強制的慰
安婦徴用をモデルにした偽りの歴史です。

伊藤 隆 日本 2014-01-08 漫画を政治活動に使うな

takumi itou 日本 2014-01-08 学生の身分でできることはたかが知れているが、いわれのない中傷は聞き捨て
ならない。自分も署名する。

hishitani yoshinori 日本 2014-01-08 down with Korea

hirata hideo Sakai-shi, 日本 2014-01-08 南朝鮮反日はやめろコメント（任意）

伊藤 誠 日本 2014-01-08 強制的に性奴隷にした２０万人は韓国の捏造です、正しき認識を。

enomoto naozumi 日本 2014-01-08 fuck korea

齋藤 健二 日本 2014-01-08 日本人の心を信じてください。１９４３年駐日フランス大使ポール・クローデ
ルは「日本人は貧しい。しかし高貴だ。世界でただひとつ生き残って欲しい民
族をあげるとしたら、それは日本人だ。」とすでに大東亜戦争の帰趨がはっき
りしているにもかかわらずこう言った。人間と同様に国家にも品格が必要だ。

山田 叔子 神奈川県, 日本 2014-01-08 韓国の捏造、ゆすりたかりは許せません。

井上 丈 日本 2014-01-08 日本軍の軍規「民間人を犯すな　殺すな　物を盗むな」
　先祖は慰安婦強制連行などしていない。

norihiko takagi 日本 2014-01-08 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください

笠原 信也 日本 2014-01-08 いくら妄言を騙ろうが、事実は変わらない。

山田 久 日本 2014-01-08 韓国のばかげたプロパガンダに、断固反対します。

豊永 諭美 日本 2014-01-08 韓国の国策で捏造した歴史です。
協力を止めてください！

栗原 功美 日本 2014-01-08 捏造された歴史を広め日本を貶める韓国は絶対に許さない！

山内 克彦 Kyoto-shi, 日本 2014-01-08 どうしてこのような嘘を広げるような行動をするのか？国家に対する侮辱極ま
りない！

Kaori Takahashi Hiratsuka-shi
Kanagawa-ken, 日本

2014-01-08 韓国の一方的な話ではなく、日本人も意見を言っていく必要があります。

遠藤 博 日本 2014-01-08 韓国の反日プロパガンダは両国の損失になります。

吉田 日出伸 日本 2014-01-08 韓国嘘をつき過ぎ

青木 正裕 日本 2014-01-08 こうした署名活動（やその他の対韓抗議活動）に一度賛同した方は継続して参
加してくれると思いますので、この引き続きこのサイトでどんどん取り上げて
欲しいと思います。私は参加をし続けます！

平塚 大輔 日本 2014-01-08 韓国人はウソつきだ！！



名前 場所 日付 コメント

Miyuki Oyanagi 日本 2014-01-08 楽しいイベントまでぶち壊そうとする姿勢が許せない！日本への嫉妬とカツア
ゲには屈するな！なでしこさん、活動ありがとうございます！
I can not stand to allow Korean government fake history for their
greedy evil will any more!!!  All the story about Comfort Women is
full of lie. They are nothing but greedy, jealous with Japan, trying
to rob Japanese government by such a stupid lobbying!

kai inahu 日本 2014-01-08 日本を貶める韓国を許すな！日本人を敵に回したらどうなるか、皆さんで奴ら
に思い知らせてやりましょう！

荻野 和巳 日本 2014-01-08 徹底抗戦

鈴木 光浩 日本 2014-01-08 反日キャンペーンへの協力は止めてください。

kai inahu 日本 2014-01-08 日本を怒らせたらどうなるか思い知らせてやりましょう！

Miyuki Oyanagi 日本 2014-01-08 楽しいイベントまでぶち壊そうとする姿勢は醜いです！
韓国政府の日本への嫉妬とカツアゲには屈するな！なでしこさん、勇気ある活
動ありがとうございます。
I can not stand to allow Korean government fake history for their
greedy evil will any more!!!  All the story about Comfort Women is
full of lie. They are nothing but greedy, the act of blackjacking
money from Japan by such a stupid lobbying.

池田 靖子 日本 2014-01-08 間違った歴史認識で日本への憎しみを増長させるような作品を展示する韓国の
参加に反対です。漫画祭の趣旨に反すると思います。

村瀬 匡 日本 2014-01-08 賛同します。

Iwasaki Tsutomu 日本 2014-01-08 嘘つき朝鮮人を許すな！

M M 日本 2014-01-08 Japan is criticized all over the world by the forged history. To
regain Japanese honor, let's stand up. コメント（任意）

oda naoko 日本 2014-01-08 韓国はロビー活動の巧みな国です。また、マスメディアを自分たちの都合のよ
いように活用しています。残念ながらフランスの政治家や歴史学者、政治評論
家といった知識層に、韓国マネーを使った洗脳活動が幅広く実施され、マスメ
ディアも韓国の主張する嘘を、肯定するような報道へと偏ってきています。か
つてナチスドイツがユダヤ人を弾圧する時に、ヒトラーがマスメディアを巧み
に利用したのと、全く同じ事を韓国はフランスに対して行っています。彼らは
嘘をつく事を全く躊躇しません。性奴隷は実在しません。居たのは「戦地にお
ける自発的・積極的な朝鮮売春婦」です。私の父の知人は戦地に於き、正式な
売春宿に採用されなかった女達が宿の周辺の茶屋で、日本人兵士にしつこくか
らみ、体を売っていたのを実体験しています。「朝鮮の女達は売春して金を儲
けるのに夢中だった。しつこくて迷惑だった」これが元日本人兵士の真実の声
です。奴隷は実在しません。韓国の女達は今も昔も売春で金を儲ける事に夢中
です。韓国がいかに嘘つきで卑怯な人種差別国家で有る事を、日本が世界に発
信しなければなりません。また、日本政府は韓国に対し、決別する態度を明確
にし、決して経済援助等を行わない事を、強く望みます。

Kida Kimiko 日本 2014-01-08 Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise par

Corée de Sud au 41e BD d’Angoulême!!

Shimojuu Kenta 日本 2014-01-08 ローマ字表記で氏名書かないと、ホワイトハウスのグレンデールと、アイゼン
ハワー公園の慰安婦像と、石碑の撤去の嘆願署名は無効票なると聞きました。

ここはどうでしょうか？？？

山平 自然 日本 2014-01-08 韓国は鏡を見て、誤った歴史認識を正すべきだ！



名前 場所 日付 コメント

kaibara ikuto 日本 2014-01-08 日本を誹謗中傷するために、第三国を巻き込む韓国は百害あって一利無し

Uehara Tomoaki 日本 2014-01-08 脱！　特定アシア三国

小嶋 政典 日本 2014-01-08 漫画際という友好を深めるイベントにこの様なキャンペーンはふさわしナイト
思っております。

菊地 美代子 日本 2014-01-08 応援しています。

松原 明美 日本 2014-01-09 事実無根の歴史を捏造し、それを広める為に漫画という文化を利用する行為は
許されることではないと思います。
主催者の皆様におかれましては、韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力される
のは、どうぞやめて頂けますようお願い致します。
アングレーム漫画際の成功をお祈りしております。

Yoshio Meguro 日本 2014-01-09 Korea nationalism is Nazism of the present age

雄 齊藤 日本 2014-01-09 韓国に経済制裁と国交断絶を今すぐにやってほしいです。日本の政治家はもっ
と強気でやってほしいです。
韓国との付き合いは二度としてほしくありません。

渡辺 克久 日本 2014-01-09 コNe Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise
par Corée de Sud au 41e BD d’Angoulême!!

メント（任意）

木村 安邦 日本 2014-01-09 アメリカに対して韓国との同盟関係を解消し、かつ日本国政府に対し韓国との
国交を断絶させる請願はどこかで出せないのか？（笑）

黒田 敦也 日本 2014-01-09 慰安婦キャンペーンに断固、反対です！

Takeshi Takeuchi 日本 2014-01-09 韓国の美人局は国家的事業であり
強姦はかれらの民族性向であることを知らないといけません

尾崎 克之 日本 2014-01-09 韓国の悪意の歴史捏造に断固反対し、反日キャンペーンの排除を要望します。
世界が真実を知る日が来ると確信しています。

島元 修 Tomisato-shi, 日本 2014-01-09 韓国の捏造宣伝に断固抗議します

toudou hiro 日本 2014-01-09 賛同します。頑張ってください。

金子 勉 Yonezawa-shi, 日本 2014-01-09 世界中に嘘ばかり撒き散らすこの国が大嫌いです。

SEKIGUCHI Daisuke フランス 2014-01-09 漫画際という場を政治目的に使うなんて暴挙を許してはいけません。あるひと
つの国を陥れるための策略として漫画際が利用されるということを許していい
のでしょうか。

MARI YADA 日本 2014-01-09 なでしこアクションの活動、応援します。ありがとうございます。

北尾 健二郎 日本 2014-01-09 こんな国が日本の隣国なんて言うのは寂しい限りだが、あまり同じ土俵には上
がりたくないね。

toku toyo 日本 2014-01-09 韓国こそ売春国家である

幸山 豊 日本 2014-01-09 自国の経済危機や北の脅威から目を背けて、日韓基本条約を反故にする非文明
国の韓国には、文化イベントに参加する資格が無い事を教えてあげましょう。

Tanio Katumi 日本 2014-01-09 韓国のやり方は本当に卑怯で許せません。

成松 大介 日本 2014-01-09 事実無根の韓国の言う偽歴史認識を撲滅したい！是非この機会に本当の日本を
知ってほしいです。

Kawahara Miki 日本 2014-01-09 事実無根。韓国は、すべてが反日。韓国のやり方は、本当に汚くて許せない！
！

kobayashi masahiro 日本 2014-01-09 慰安婦捏造はもちろん日本のオリジナル漫画の侵犯も絶対許すな！



名前 場所 日付 コメント

Kawahara Hiromu 日本 2014-01-09 事実無根の韓国による日本を貶める、このような悪質な国際キャンペーンにフ
ランスが協力するなら、日本は、フランスとは友好な関係は築けない。一国の
主張だけを聞き、協力するのは止めてください！！

hiraoka youithi Kirishima-shi, 日本 2014-01-09 韓国の反日はポットントイレから湧いてくる蠅と同じ。ほっておけば大きいの
小さいの際限なく湧いてきます。
これまでは手で払っていましたがやはり健康に悪い。
一匹一匹確実にハエたたきで叩き潰していかないと。

浅野 琢郎 日本 2014-01-09 がんばろう！日本人。

藤田 いずみ 日本 2014-01-09 ねつ造の拡散には断固反対です

Kanshu Magome 日本 2014-01-09 漫画まで政争の具にしようとは許せません。

Matsuzaki Harumi 日本 2014-01-09 なぜ彼らは日本を貶めることにこれだけ必死になるのでしょう……

imanishi hiromi 日本 2014-01-09 国際漫画祭での慰安婦反日キャンペーン協力をやめてください。

佐々木 光康 東京都八丈島八丈町三根
３９７－７, タイ

2014-01-09 強制連行などしていないのに、絶対に許せない。韓国とは断交すべきです。出
来たら国際裁判所に提訴出来ないか。

宮本 宗司 日本 2014-01-09 周囲の方々に署名拡散します

森下 宏美 日本 2014-01-09 賛同いたします！
力を合わして頑張りましょう！！

藤田 稔 日本 2014-01-09 絶対許してはいけない。

上村 英助 日本 2014-01-09 韓国の卑劣なやり方は許せません

瀧本 悠太郎 日本 2014-01-09 コリアンファック!!!(怒)

大久保 忠継 日本 2014-01-09 フィクションとNon-フィクションはしっかりと区別するべき

田村 正樹 日本 2014-01-09 卑怯な韓国人とは関わり合いになりたくないが

Takizawa Miyoko 日本 2014-01-09 【参考　日仏語訳】
慰安婦は強制された性奴隷ではありませんでした。
Femmes de Réconfort Ne Furent Jamais Les Esclaves Sexuelles Forcées.

韓国の捏造に協力しないで！」
Jamais Plus du Collabo Avec Les Fabrications Coréennes!

Kenji Nakai 日本 2014-01-09 強く賛同致します！

武末 和寿 日本 2014-01-09 姑息な手段を使う何と厚かましい民族なのだろう。いけしゃあしゃあと、イン
チキ慰安婦のキャンペーンを行うとは韓国が国際社会で座席を剥奪され、自滅
の危機に瀕することになるでしょう。

武末 和寿 日本 2014-01-09 姑息な手段を用いる何と厚かましい民族なんだろう。いけしゃあしゃあとイン
チキ慰安婦のキャンペーンを行うとは韓国が国際社会で座席を剥奪され、自滅
の危機に瀕することになるでしょう。

小川 康規 日本 2014-01-09 真実に目を向けて本当の歴史認識を知ってください

miyatake kenji 日本 2014-01-09 慰安婦は捏造

秀之 寺村 日本 2014-01-09 賛同します



名前 場所 日付 コメント

Aoki Emiko 日本 2014-01-09 漫画という手法で、分かりやすく歴史を知るのはいいことだと思いますが、政
治的な目的で嘘を広めるのは問題があります。
たとえば、解説付きで「韓国のプロバカンダで日本を貶めるための作品である
。真実は米軍の公式報告書として残っている通り売春婦であった」というのが
記載されていれば歴史を考える上での資料になるかもしれないですけどね。
（韓国が財政破綻寸前で援助が欲しいっていう背景も含めると分析できて尚可
ですね。）

佐々木 優一 日本 2014-01-09 国際交流で友好親善を深めるというのはわかるが、国が先頭に立って他国を貶
める活動をする神経がわからない。そんなことをしても、もうお金は恵んでや
らないけどね。

木本 秀之 日本 2014-01-09 日本を貶める行為に協力することは未来の子供に背負わせることになる。絶対
反対

masaki sasada 堺市, 日本 2014-01-09 May justice defeat evil fabrication !

yamada makoto 日本 2014-01-09 我慢の限界は既に超えとる。
国際的なネガティブキャンペーンやめれや韓国

endo tamiko 日本 2014-01-09 韓国人のしつこさに対抗しましょう!

藤田 修二 日本 2014-01-09 全面的に賛同します。

Sugiyama Tooru 日本 2014-01-09 韓国人に死を

naruto uzumaki 日本 2014-01-09 第４１回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは
止めてください。
コメント（任意）

Mie Mifune 日本 2014-01-09 韓国のこのような横暴を許すことは、開催国にとっても恥をさらすことにもつ
ながります。日本人はもう黙ってはいません。

Go Yamashita 日本 2014-01-09 South Korea is a country of delusion.

玉井 達郎 日本 2014-01-09 反日はご自由ですが、第三国を巻き込まないでください。

松岡 正浩 日本 2014-01-09 言語道断絶対に許せない

本藤 丈博 日本 2014-01-09 韓国の卑劣で愚かななプロパガンダ攻撃には、断固立ち向かいます。

Yamada Keiiti 日本 2014-01-09 　日本人の主張も聞いてほしい。
比較してどちらが真実か判断してください。

姓　斉藤 名　みか 日本 2014-01-09 楽しいお祭りに政治問題を持ち込むのは良くないと思います。スポーツに政治
を持ち込むようなもの。容認すると、宗教や民族間などありとあらゆる争い事
を持ち込まれるようになると思います。

コヌマ サトシ 日本 2014-01-09 韓国は嘘をヤメロ

Mayumi Ohgaki koganei, 日本 2014-01-09 いい加減に嘘を主張するのはやめていただきたい

higasita shu 日本 2014-01-09 漫画を政治目的に使用するのは
スポーツ競技でも禁止されています

hayakawa seichi 日本 2014-01-09 韓国の捏造に協力しないでください

sakai masumi 日本 2014-01-09 韓国は今すぐ歴史の捏造と反日教育をやめて下さい。

川口 泉 日本 2014-01-09 執拗な歴史偽造で反日ヒステリーの韓国は恥を知るべきです。

aoki hidenari 日本 2014-01-09 ば韓国ふざけるな！

鈴木 啓生 日本 2014-01-09 最近の様々な韓国の組織的な行いは許すことができない。

林 寛之 日本 2014-01-09 史実を歪曲し金銭を無心すれば何ぼでも援助が貰えると韓（勘）違いする民族
に掛ける情けはない！



名前 場所 日付 コメント

水野 誓子 岸和田市, 日本 2014-01-09 強く賛同します！！

Tsukamoto kazuhito 日本 2014-01-09 戦後７０年が経とうとしているのに、未だに日本人を貶める行為に我慢が出来
なくなりました。
ましてや、海外のこうしたイベントでこうした行為をするのも信じられない。

いい加減、日本人はダメなものはダメだと言える民族にならなきゃダメだと思
います。

nobuyuki katoh 兵庫県, 日本 2014-01-09 韓国は敵国！

中尾 椋介 日本 2014-01-09 アニメ・マンガといったものまで利用して政治主張しないでください！
それも自国の中ではなく国際的な場所で！！！

中川 樹之 日本 2014-01-09 悪は世界が見ている前で暴きましょう！

アライ タカユキ 日本 2014-01-09 不法なる民族！！
絶対許さん！！！

柴田 俊明 Kameoka-shi, 日本 2014-01-09 慰安婦問題は捏造。韓国は卑劣な反日国家だ。許せない。

Yuuki Jin 日本 2014-01-09 いい加減、捏造には鉄槌を！

Yuuki Jin 日本 2014-01-09 この事だけでなく、外からも内からも侵略されている、我が国の状況を理解し
た上で、国民の皆さんが「日本人の国」である事を望んでくれたらいいな、と
思います。
政府など当てにはなりません。誰も助けてなどくれません。

坂口 賢太郎 日本 2014-01-09 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください！
Ne Soyez Pas de Collabo avec La Campagne Malveillante Anti-Japonaise
par Corée de Sud au 41e BD d’Angoulême!!

K Minoru 日本 2014-01-09 他者の問題に、第3者が関わりを持つことは賢明なことだろうか？
それは「通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ」…とソロモン王は語らなか
っただろうか？（箴言26:17）

青木 靖子 日本 2014-01-09 何でも捏造国　問答無用　国交断絶

中川 久暢 日本 2014-01-09 絶対賛同！！

Kobayashi Yoshiaki 日本 2014-01-09 フィクションを事実と思い込むと後で恥かきますよ。

黒川 みはと 日本 2014-01-09 ディスカウトジャパンを国家で推奨し日本を貶めている韓国を許せません！！

味岡 眞理子 日本 2014-01-09 応援しています！

味岡 戒孝 日本 2014-01-09 応援します！

樋口 和貴 神奈川県, 日本 2014-01-09 歴史認識と何かに漬け込国がありますが、まず協力する立場に回るなら真偽を
調べてから協力しなさい。他国を陥れるファンタジーに加担するのであればフ
ランスの格を落とす事になり兼ねませんよ。

lepoittevin junko フランス 2014-01-09 平和の象徴であるべき漫画祭が、国民の憎悪をあおるようなものを出してはい
けないはずです、これ以上日本人と韓国人の溝を深めない為に、どうかこの映
画が上映されることがありませんように。コメント（任意）

砺波 和弘 日本 2014-01-09 半島の人々は文明人ではないので、紳士的に振る舞っても時間の無駄。野蛮人
には野蛮人の対応が必要でしょう。

sasao wakako 日本 2014-01-09 真実が日の目を見ます様に。

rei ken 日本 2014-01-09 あいつらは「フィクション」と「捏造」を区別することができない



名前 場所 日付 コメント

末廣 享 日本 2014-01-09 現在、韓国は「慰安婦というのは、日本軍が拉致し、強制的に性奴隷にした２
０万人の婦女子」であると主張し、「日本軍慰安婦問題を、女性の性暴力の問
題として国際社会に知らせる」という国際キャンペーンを行っています。

日本軍相手の慰安婦はいましたが、「２０万人を拉致して性奴隷にした」とい
うのは事実無根です。

日本では専門家によって歴史資料の検証が行われ、これが捏造であることが証
明されています。

日本人は、韓国による日本を侮辱するこの悪質な国際キャンペーンに非常に怒
っています。

Kousei Ukai 日本 2014-01-09 文化交流にヘイトスピーチを盛り込むとは、恥ずかしいことですね。

金子 正人 日本 2014-01-09 日本軍が拉致し、強制的に性奴隷にしたと言う事実があるとしたら、日本国民
なら日本政府に文句を言っています
表現の自由も大切ですが、漫画を韓国政府の捏造によるプロパガンダに利用さ
れている事が許せないです

yoshinaga makoto 日本 2014-01-09 スポーツに政治を持ち込むのと同じです。

本田 健二郎 Mifune-machi
Kamimashiki-gun, 日本

2014-01-10 反日止めて下さい。

Hitomi Motohashi 日本 2014-01-10 表現の自由は大事だと思いますが、日本への悪意から作られ続けるディスカウ
ントプロパガンダマンガを国をあげて作られ、広められようとしている事はお
かしいのではないかと思います。数年前に何度かフランスに行った際に街角で
見かけた日本のマンガやコスプレ文化を見て驚きつつもとても嬉しく思ったの
ですが、今回貴国で行われるイベント等で韓国の捏造された歴史観をさも本当
の事の様に流布されていく事になる現状が続いた場合、今後フランスに行って
も大丈夫なのかと心配になります。韓国はいわゆる植民地ではなく国際法でも
認められた併合であり、慰安婦は日本軍による強制ではなく民間業者の集めた
今で言う売春婦（日本の軍人の何十倍もの高給）でした。慰安婦に関しては戦
後に行われたGHQの調査がアメリカで公開されているので、韓国側の一方的な
主張を聞き入れる前にどうか一度ご確認いただけたらと思います。マンガ文化
を愛している一個人として、本来楽しみを共有する場で他国誹謗する為の政治
的な場が作られようとしている事は本当に悲しい気持ちでいっぱいです。フラ
ンスの皆さんが楽しんで下さっている日本の文化の中で他国を故意に貶めるよ
うな目的で作られた物がありましたか…？　マンガという文化に政治を持ち込
む第一歩にならないよう、主催者・関係者の皆様はどうか熟慮をお願いいたし
ます。

yamaguchi kazumasa 日本 2014-01-10 日本を守ろう！！

星野 豊 神奈川県, 日本 2014-01-10 賛同します

鈴木 優斗 日本 2014-01-10 文化の祭典に政治を持ち込むべきではありません。断固反対いたします。

八剣 司朗 日本 2014-01-10 漫画祭と関係ない運動に協力するのはやめてもらいたいですね

岩村 貴志 日本 2014-01-10 Ne Soyez Pas en Collaboration avec La Campagne Malveillante Anti-

Japonaise par Corée de Sud au 41e BD d'Angoulême!! 



名前 場所 日付 コメント

山口 悟 日本 2014-01-10 韓国が本来政治とは関係のない漫画祭を使って政治的なキャンペーンを行う事
に反対します。慰安婦の問題は韓国が主張することが事実であるかどうか客観
的に検証されることが必要であり、韓国は客観的な検証を行いのではなく、こ
のような国際的な宣伝活動によって、国際社会の中で既成事実化を行おうとし
ています。貴漫画祭がその宣伝活動に利用されることに日本人として非常に残
念に思います。

立石 由佳 大阪府, 日本 2014-01-10 署名が目標達成できる事を心より願います。

tashiro emi 日本 2014-01-10 いいかげんにしなさい！他国の人達を洗脳するな！

kawabata toshihiko 日本 2014-01-10 日本の未来、世界の未来のためにも、韓国による歴史捏造の暴挙を許さない。

Itakawa Toshiharu 日本 2014-01-10 アングレーム漫画祭で韓国が違反婦反日キャンペーンを行うなら日本は即刻参
加を中止すべし。

sasaki shuji 日本 2014-01-10 快く参道いたします。

aoki kazue 日本 2014-01-10 率先して売春をしていたにも関わらず、ライタイハンを隠すために「慰安婦」
などと事実無根の設定をして、日本にたかるのはやめてください。

Hajime Ishizaka 日本 2014-01-10 河野、村山談話の早期撤回！

大西 政男 日本 2014-01-10 国際的な文化イベントに二国間政治問題をとりあげることに憤慨する。

三浦 恵一 日本 2014-01-10 私は69歳になりますが私の幼少期は韓国人と言わずに朝鮮人といっていました
、学校や大人から朝鮮は三国人だから逆らうなと教えられてました、

ではなく朝鮮人は乱暴で暴力は振るうし金銭は強請るしただただ恐ろしい存在
でした。北朝鮮帰還事業が始まって子供心に朝鮮がいなくなることに安堵した
ことでした、福岡も朝鮮人が多くて同級生などにも多かったし不良グループの
大半は朝鮮人でした、教育のせいで嫌韓とか考えてもいなかったのですが最近
の報道やネットを見て回りに沢山いた朝鮮人の考えや行動が今の韓国と同じで
す。彼らは強くに媚び弱気を挫くのが民族性です。昔から世間の風潮で口では
言えなかったのですが心から朝鮮人は嫌いだし軽蔑しています。大和なでしこ
の皆様頑張って下さい。心から賛同と応援しています。

田中 靖男 日本 2014-01-10 韓国人による都合の良いでたらめな歴史捏造と現代の日本に対する嫌がらせを
強く非難します

Kashiwagi Toshiyuki 日本 2014-01-10 嘘で塗り固められた従軍売春婦を性奴隷などと呼ぶことは許さない。

川田 啓司 日本 2014-01-10 悪意ある捏造によっての日本批判は、国際的・社会的正義に反する

Takahashi Yumi 日本 2014-01-10 自分たちに都合の悪い歴史的資料は廃棄し、更に証拠を捏造して歴史を自分た
ちの都合の良いように作り変える、そのような韓国政府・韓国人の行為は許さ
れません。そして、それをスポーツや文化にまで持ち込む行為など、近代国家
にあるまじき姿です。

Kato Yukari 日本 2014-01-10 事実ではない歴史を捏造し、外国を味方につけるやり方は卑怯です。こんなこ
とを認めるフランスのイメージも悪くなります。絶対にやめてください。

佐野 弘子名 日本 2014-01-10 韓国のいう従軍慰安婦がウソであることは、米国公文書館に保存されている米
軍作成の捕虜（慰安婦）尋問調書を見れば明らかです。慰安婦は民間業者の募
集に応募し、高給を得ていた売春婦に過ぎません。
韓国の策謀にのって「漫画最」を汚すことがないようお願いします。

角田 稔 日本 2014-01-10 本当にやめてほしいです！

三阪 健司 日本 2014-01-10 今こそ、日本人が一致団結して声を上げるべきです！署名活動、頑張ってくだ
さい！

Tsuchiya Etsuko 日本 2014-01-10 本来、文化の交流と友好のために漫画祭を悪用して、誤った情報と憎しみを拡
散させようとする韓国のやり方は間違っています。



名前 場所 日付 コメント

kosaki hiroshi 日本 2014-01-10 1140-1sengenji maiduru-city kyoto

Suzuki Akira 日本 2014-01-10 国旗も「ペプシ」のパクリだろ。

HIGA JIN 日本 2014-01-10 主催者は、韓国の「慰安婦キャンペーン」に協力する事で、心に傷つく多くの
日本人が要る事を理解し、公正な対応を行って下さい。
私は、一国の一方的な主張をそのまま伝える事に、ものすごく不快に感じてい
ます。

荒井 愛子 日本 2014-01-10 吉松育美さんの賛同からこちらの件を知りました!!
韓国の捏造にはがまん出来ません!!
日本人が大人しいからだんだん調子に乗ってくる韓国のやり方にはがまん出来
ません!!

岩田 朋彦 日本 2014-01-10 南朝鮮の歴史ねつ造はいずればれます。せっかくの漫画際に汚点が残ることに
もなりますよ。

川上 孝博 日本 2014-01-10 その通りだと思います。

納谷 京子 日本 2014-01-10 今のすべては過去の結果。今まで国際的に訴えていく積極性や行動力が日本人
に足りなかった為に捏造された歴史が浸透してしまったことを私たち日本人は
深く反省しなくては。そしてこれからは、一人一人がしっかりとした行動を行
っていかなければ、と思いました。

村岡 かおり 日本 2014-01-10 ねつ造、たかり、いいかげんにしてほしい

Shigeko Shikakura 日本 2014-01-10 驕った韓国人に今こそ鉄拳を！！

藤原 未来 兵庫県, 日本 2014-01-10 韓国は世界で1番手を出してはいけない国に手を出した事を後悔するだろう

山口 強 日本 2014-01-10 韓国は日本に永遠に土下座させたいだけなので反日キャンペーンに協力しない
でください。

tsuzuki tatsuya 日本 2014-01-10 こんなこと許してはいけません！！！
そろそろ日本人も行動に移すべきです。

佐藤 浩一 日本 2014-01-10 頑張りましょう！

佐々木 隆通 Kawasaki-shi, 日本 2014-01-10 嘘は嫌い。正しい者が勝つ。

inoue taisuke 日本 2014-01-10 第41回アングレーム漫画祭は韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止
めてください

高野 のり子 Kasukabe-shi, 日本 2014-01-10 We must resist a Korean false story.

Ishiyama Humiaki 日本 2014-01-10 They live in a make‐believe world.

Let's inform a fact in the world

saitou mina 日本 2014-01-10 こんな卑劣な行為がゆるされる国とは断交です。

Y Kurokawa 日本 2014-01-10 韓国のような小国にいいようにされる時代は終わりです。

島田 悠喜子 京都府, 日本 2014-01-10 日本の侍を特別視する欧米人は殺しの技術にしか興味がないの？

YujiYuji Hyoguchi 日本 2014-01-10 頑張るぞっ、ニッポン！正しい歴史を知ろう！

osawa makoto 日本 2014-01-10 他国の国旗を燃やす蛮族に
日本が誇る文化にかかわってほしくない。朝鮮半島で日本へ引き上げようとし
ていた女性を襲い手当たり次第に日本人を殺害した行為を知られたくなくて必
至なだけの連中。

muramatsu michiko 日本 2014-01-11 日本は今までおとなし過ぎた。きちんと反論しないと嘘の歴史が続いてしまう
。

Ukikusa Jinsei 日本 2014-01-11 South Korean tells a lie so that it may breathe out.
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Ishikawa Yuki 日本 2014-01-11 漫画によって与えられた「宝物」が日本人にはあると思います。
フランスはそれに共鳴して漫画を支持しているのでは？
これは二重に貶める行為だと認識して頂きたいです。

tada etsuo 日本 2014-01-11 韓国人の言っていることは、嘘です。韓国人は、歴史を歪曲しています。
It is a lie that the Korean says. The Korean distorts the history.

okumura keiko 日本 2014-01-11 日本では、嘘は泥棒の始まりと昔から言われています。日本人の道徳はこの諺
が原点です。嘘は１００回言えば本当になるという韓国との民意の差はまさに
之に付きます

鈴木 治幸 日本 2014-01-11 韓国許さん！

umeda masaharu 日本 2014-01-11 まったくだ、韓国人は信じられない。

故島 永幸 日本 2014-01-11 奥床しさが日本人の美徳です。
そこにつけ込み嘘で外交上位に立とうとする行為にはいい加減に我慢の限界で
す。

北 翔太 Somerville, MA 2014-01-11 もう少し諸外国人の日韓関係に対する理解が深まれば，こういう韓国の反日キ
ャンペーンが逆効果になってくれるんですが，その段階に至るまではもうひと
踏ん張りというところでしょうか？

Yoshida Koji Tanabe-shi, 日本 2014-01-11 Don't believe what Korean people say. If you believe in their lies, you will be

disgraced. They just believe in what they want to believe in. They are such a

people. Please learn

the real history of Japan and Korea.

吉田 明彦 Kaga-gun, 日本 2014-01-11 姦国は、紛れもなく世界一の売春大国です。　

TAKESHI AMBO メキシコ 2014-01-11 この運動を断固支持します！

koji muramatsu 日本 2014-01-11 嘘とねつ造で作られた話で日本人を貶めることに協力しないことを望みます。

高木 薫威 日本 2014-01-11 草莽崛起

masaharu watanabe 日本 2014-01-11 朝鮮人による捏造の慰安婦反日運動に絶対反対します

西本 清宏 日本 2014-01-11 ２０万人もの朝鮮人女性を強制的に慰安婦として徴集していません。

荘加 幸蔵 日本 2014-01-11 韓国の慰安婦反日キャンペーンに協力するのはやめてください。

HIKITA AKIRA 日本 2014-01-11 ウソは１００回いってもウソなんです

tabata takashi 日本 2014-01-11 関係のないところで政治的悪意を持った行為は全くもって許されません

Norihisa Aiuchi 日本 2014-01-11 当時の総理大臣よりも高い給金をもらえる奴隷は居ないです。また証言に立た
れている元慰安婦と言われているご老人は朝鮮戦争時の証言を日本に当てはめ
ています。そんな虚言はあってならないものです。

木村 美樹 日本 2014-01-11 歴史の捏造は許さない。

小田 大輔 日本 2014-01-11 韓国のような捏造国家を信用してはいけません。見識の高い方ならすぐにわか
ります。

阿佐 政博 日本 2014-01-11 歴史のねつ造は許さない！

古川 歩美 日本 2014-01-11 日本人は嘘で相手を貶めるような卑怯な行為が大嫌いです。

藪根 新一 日本 2014-01-11 恥を知らず日本から金を盗獲ろうと韓国はしていることをなぜ理解出来ないの
か？恥を知れ！大嘘従軍慰安婦キャンペーンするなら真実のライタイハンキャ
ンペーンしてみろ！

浅谷 隆志 神奈川県, シンガポール 2014-01-11 単に親に売られた売春婦です。

中尾 哲平 日本 2014-01-11 そもそも日本と関係のない韓国が出ることに反対です。
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飯塚 毅 日本 2014-01-11 韓国がロビー活動をするならこちらもしなければならない。応援しています、
頑張って！

Igarashi Yasuo 日本 2014-01-11 韓国人のやっていることは、はたして平和を願っているものなのか？
憎しみを増幅させるだけでしかない。

hagihara takayoshi 日本 2014-01-11 韓国の種々事実無根の言い掛かりを何とかしたいです。

井上 愉生 日本 2014-01-11 韓国よ、でたらめをぬかすな！

川上 仁史 日本 2014-01-11 日本を貶めることは止めて欲しい。

半田 みか 日本 2014-01-11 日本を悪魔化するようなイメージの漫画出展一切反対。また漫画は日本のポッ
プカルチャーです。日本の漫画だけの出展にしてください。

桑原 永明 日本 2014-01-11 客観的な事実を正確につかんだ上で主張するよう韓国に勧告する。

Masuda Masatoshi Kagoshima-shi, 日本 2014-01-11 強制慰安婦連行は日本の吉田という作家の創造したもので事実ではありません
。　韓国が利用して日本に対して優位に立とうとしているだけです。　証言者
といわれる人の話も矛盾だらけです。

oka toru 日本 2014-01-11 応援してます

江藤 亜希子 日本 2014-01-11 漫画の祭典に政治色の強い内容の漫画を持ってくることは反対です。真実に反
することと他国で運動する韓国はえげつない。

津志田 修一 日本 2014-01-11 韓国という国は、文化交流の場にまで、政治的な問題を持ち込むのでしょうか
。
捏造し、歪曲した歴史を隠し通すには、常に反日情報を発信し続ける必要があ
るんですね。

koshouji yosie 日本 2014-01-11 漫画はみんなのもの。平等でなくてはならないと思います。他国（他人）を侮
辱、貶めるものであってはいけないと思います。こんな卑劣な手段をとる韓国
に憤りを感じます。主催者もしっかりしてください！

兼松 利光 日本 2014-01-11 他国に喧伝する韓国の幼稚さには、辟易します。

TAKATA SEIGO 日本 2014-01-11 従軍慰安婦問題は韓国の捏造であることは明々白々です。日本の国益を損なう
協力は断じて許せません。」

Fukada Akira 日本 2014-01-11 There is always only one truth.

本田 佳久 日本 2014-01-11 このような祭典に外交問題を持ち込むべきではないし、捏造なのに、持ち込む
ならしっかりと調べるべき。

成瀬 眞一 日本 2014-01-11 漫画を愛する者として嘘、捏造を漫画を通してひろめることには容認できない
。

Bando Toshihiko 日本 2014-01-11 日本人であることを誇りに思います

森山 博文 日本 2014-01-11 断固阻止

ONO Masato ドイツ 2014-01-11 Es ist sehr traurig, dass die Koreaner solche Luege auch in

Frankreich versuchen zu verbreiten. Koreaner sind einfach einen Abschaum.

吾妻 万葉 日本 2014-01-11 国際的な文化的行事に誤った歴史を持ち込み、反日を押し通そうとする韓国。

断固として拒否してほしい。

kudo yoshifumi 日本 2014-01-11 スポーツや祭典に、露骨に政治を持ち込む行為は、フランスでは推奨されてい
るんでしょうか?

tanaka hideki 日本 2014-01-11 絶対に嘘を認めるわけにはいかない

Keiko Nakasato 日本 2014-01-11 韓国の嘘を放置するな、見て見ぬ振りをするな。
自分たちの誇りを守ろう。
嘘つきな韓国人どもに鉄槌を！



名前 場所 日付 コメント

安倍 誉仁 日本 2014-01-11 韓国のやり方を研究して、対抗しなければいけないと思う。そうしないと、な
にも知らない人が嘘を信じてしまう。

神崎 雅稔 日本 2014-01-11 特亜の大罪赦すまじき。
今日本は立ち上がりこの虫けら共を根絶やしにしなければならない。

Kobayakawa Tetsuya 日本 2014-01-11 もし本当に彼ら自身が正しいと思っているなら、政府間でしっかりと話し合え
ばよい。
こういう文化的な行事で主張しようとするのは明らかに間違っている。
差別、侮蔑意識が透けて見えて恐ろしい。

kiyo makita 日本 2014-01-11 日本が韓国を甘やかしすぎた
日本が併合と称し多額の投資をした結果、発展したが何の努力もなく与えられ
たものだから、人の中身がついてこれなかったのでこんな卑劣な行為をするの
でしょうね

Atsushi Mizukoshi 日本 2014-01-11 Je veux que l'intérieur du monde commence à savoir la vérité. les

commfotweman n'etaient pas les esclaves sexuelles.

高橋 正 台灣, 台湾 2014-01-11 正しいことは正しい。ダメなものはダメ。日本は正義を貫くのみ！支持します
、賛同します！頑張って下さい(≧∇≦)/

Ｓａｎａｅ Ｍａｋｉｎｏ 日本 2014-01-11 漫画を政治の道具にするのは、どうなんでしょうか。ましてや、嘘を書くなど
とは、とても納得いきません。

takahashi kyouji 日本 2014-01-11 慰安婦は売春婦です。

徳富 正博 日本 2014-01-11 韓国よ！歴史を直視しない哀れな奴らよ！世界中から嫌韓ブーメランを喰らい
やがれ！！！！

Kenichi Masuda 日本 2014-01-11 捏造の歴史を世界に広める事は絶対に許さない。

satou megumi 日本 2014-01-11 がんばって

宮崎 研一 日本 2014-01-11 裏で資金援助しているのは、シナ中共・中国です。シナと韓国を「敵国！」と
認定すべきです。

Sato Yasuhiro 日本 2014-01-11 ＷＷ２の日本の敗戦と米軍の進駐により棚ぼた式に独立した韓国はその歴史に
劣等感を持ち、なんとか自らを誇ることのできるアイデンティティを得るため
、自ら独立を勝ち得たとするべく歴史を捏造したのが真実である。

AOTA HIROMUNE 日本 2014-01-11 韓国の捏造による日本への攻撃にはうんざりします。良識ある他国の方が騙さ
れない事を祈ります。日本人は武士道を持っています。韓国が言うような事は
ありません。

haragicjo yosinari 日本 2014-01-11 マスコミ・ＴＶ放送局のでっち上げ論は、今後の日本人はＮＯとしつこく言っ
ていく事！。韓国とは経済を鎖国するにかぎる。

荒木 学 日本 2014-01-11 ねつ造慰安婦、マジ迷惑だわ

井本 正嗣 日本 2014-01-11 韓国のプロパガンダに協力するのであれば、日本語である「まんが」を冠する
のはやめるべき。

前田 興範 日本 2014-01-11 国際社会は韓国の主義主張をそのまま受け入れる前に、事実であるかどうかの
検証をしてほしい。

Furihata M Quebec, カナダ 2014-01-11 こういう所をきっかけにもっと日本国内外の両方で真実の情報が伝わる事を願
っています。

Kouda Masaru 日本 2014-01-11 漫画やアニメプロバガンダの為の道具ではない！

野村 浩壱 日本 2014-01-11 犯罪民族に加担するな！
ましてや日本文化の漫画を通じてなど言語道断！

Morishima Michimasa 日本 2014-01-11 いい加減、南朝鮮の反日キャンペーンは、飽きたもうやめてくれ!



名前 場所 日付 コメント

YAMAWAKI Hiromi 日本 2014-01-12 プロパガンダ反対です。

nishiyama kazuo 日本 2014-01-12 なでしこアクション支持

Takahashi Yoshikazu 日本 2014-01-12 韓国とは、嘘とたかりの国みたいですね。何度か行った事でも分ります。

永田 秋人 日本 2014-01-12 日本の名誉のためにがんばってください。

園田 広宣 日本 2014-01-12 慰安婦反日キャンペーン絶対反対。

MURATANI TAKUMI 日本 2014-01-12 賛同します

斎藤 勇 日本 2014-01-12 嘘つきは排除すべし。

山田 鷹志 日本 2014-01-12 日本人よ、声を上げろ。俺たちのため、未来の世代のため、根拠のない批判を
、論破しよう！！

Chiaki Yoshino Yokohama-shi, 日本 2014-01-12 事実ならまだしも、多くの捏造が韓国側が作成し、それが純粋に日本を貶める
ものなのだから質が悪い。戦勝国は敗戦国の言い分を聞かないものだが、韓国
は戦勝国ですらない。日本軍に兵隊として協力して連合国側と戦ったんじゃな
いか。歴史の基本事実も抑えず、戦勝国気取りはバカバカしい。フランス人は
事実を抑えた冷静な議論ができるはずだ。あれほど明晰な言語が母語なのだか
ら。
フランス人には耳を澄まして聞いてほしい。

武井 一仁 日本 2014-01-12 自分には、署名するくらいしか出来ませんが、子供たちの未来の為にこれから
も頑張ってください。

Hiroyuki Mogi 日本 2014-01-12 漫画やアニメは人や国家を貶める為にあってはならない。旧日本軍に依る慰安
婦強制連行が事実だというのなら第一資料証拠を示せ。

仲田 慶 日本 2014-01-12 韓国の嘘キャンペーンに断固反対しよう！

中山 仁 日本 2014-01-12 反日キャンペーン阻止に賛成です。

Takayuki Oohara 日本 2014-01-12 日本ももう黙ってばかりいるのはいけません。
朝鮮人が仕掛ける嘘と戦う事が重要です。

阿川 良平 日本 2014-01-12 韓国は、マスコミも政府も何かにつけ反日感情を持ち出して国民を煽る異常な
状態だ。自滅するのは構わないが、日本に迷惑をかけるな。

中柳 みちえ 日本 2014-01-12 韓国は歴史的事実が存在しない「慰安婦」のストーリーで反日キャンペーンを
展開し、日本という国家を貶めようと画策している。日本及び歴史の真実を重
んじる世界の人々はこのような欺瞞を決して許さない。このキャンペーンに加
担するといった愚かな行為は歴史的恥辱となるだろう。

kitaoka michiko 日本 2014-01-12 単なる民族差別です。加担しないで欲しい。

小川 伸二 日本 2014-01-12 がんばってください

大森 慎治 日本 2014-01-12 史実を史実どうりに子孫に伝えていきたい．　それだけです．

yasushi fujinuma 日本 2014-01-12 fight back

Yagi Mika オーストラリア 2014-01-12 They’re absolutely professional women. Not forced.

佃煮 幸一 日本 2014-01-12 BattalionことChinalion(中国韓国北朝鮮のGUILTY
CROWNから汚染した民族)は世界から消滅すべき存在だと皆様思ってるならばア
ノ国の周りにジャイアントウォールを作って支那リアンを封印しましょう計画
発動すれば世界が平和に成りますよ。

三浦 愛美 日本 2014-01-12 微力ながら署名させて頂きました

副島 健児 日本 2014-01-12 嫌韓

Koshio Noriyuki 日本 2014-01-12 Don't tell a lie Korean!

河野 三郎 日本 2014-01-12 小さな一歩がやがて大きな動きになると信じて



名前 場所 日付 コメント

渡辺 真人 日本 2014-01-12 本祭典を日本を貶めるのに利用されるのは日本人として許しがたいこと。韓国
による本祭典の政治利用は却下されるべきもの。

ウエムラ ユキエ 日本 2014-01-12 漫画祭応援しております！行いには責任が伴う。天誅の下る日が近い。戦後中
韓への評価が一向にこのザマであることがなによりの証明ですね。ただわたし
は、地球史において、ここまでこざかしい国家が存在しても良いのではないか
と、思わなくもないです。笑

Ando Hidehito Osaka-shi, 日本 2014-01-12 韓国の日本に対する横暴を許すことは出来ません！

中山 誠 日本 2014-01-12 宜しくお願いします。
そして、本当に有難うございます、心の底から感謝しています。

Masashi Uenjo 日本 2014-01-12 歴史認識は歴史をみて胴認識するかということだから、それこそ100人居れば1
00通りの認識があり、それに正しいも間違いも無いだろうし、所謂慰安婦とい
われている人たちの中には、騙されて嘘を事実のように誤認している人も居る
のかもしれない。
しかしそれに乗っかって虚偽を海外にまで広めて日本と日本人の品位を落とそ
うという行為には賛成できない。

黒坂 徳行 日本 2014-01-12 官憲による強制があったというのは事実無根。
韓国こそ、しっかりと歴史を学び、未来に向けて進むべきです。
うそで利を得ようとするなど言語道断。
早く小中華から脱するべきです。

Tanaka Atsushi 日本 2014-01-12 韓国の嘘に賛同しないで

Shiode Megumi 日本 2014-01-12 お願いだから真実を知って下さい
卑怯で汚い朝鮮人の策に嵌らないで下さい
日本を守った英霊達の誇りを回復させて下さい！

山下 義則 新潟県, オランダ 2014-01-12 賛同します。

長澤 宏 日本 2014-01-12 chonnkodeteike nipponkara

mori ichiro 日本 2014-01-12 韓国には速く大人になってほしい

T M 日本 2014-01-12 Accusez La Corée de Fabrication .

山本 敦子 日本 2014-01-12 韓国のウソに騙されないでください。

Sato Masako バーゼル, スイス 2014-01-12 韓国人よ！あなた（お前）らは（なんていう）でたらめをでっち上げてるんだ
？！
Mais Qu’Est-Ce Que Vous Fabriquez Des Fausses Histoires, Les
Coréens?!

武蔵 寛 日本 2014-01-12 漫画祭主催団体の方は、ちゃんと事実を調べてから、やって下さい。

西岡 祥太 日本 2014-01-12 これ以上、日本叩きはやめてください。

佐藤 裕子 日本 2014-01-12 死んだ祖父の時代の事を持ち出すなんてよっぽど他にいう事がないんですね。

原田　 加代子 日本 2014-01-12 ねつ造が疑われている疑惑のあることがらを取り扱うのはおかしいと思います
。しかもほとんどの方がただ楽しむ為に漫画祭に来られると思います。そのよ
うな場で「恨みの感情」を訴えるのは気持ちの良い物ではありません。楽しみ
に水を差すことになります。国それぞれに色んな考えがあると思いますが、そ
れを友好の場で持ち出すのは賛成しません。体験したことがありませんか？み
なで楽しく食事をしている時に、過去の事柄を持ちだしたり人種差別的なこと
を話し出す人がいてせっかくの友好の場を思いだすと嫌な気持ちになってしま
ったこと。歴史を考える集まりなら討論議論すればいいと思いますが、そうで
なく友好を目的とした集まりであるのなら政治的、過去の事柄、差別的な事は
止めて下さい。もし恨みの感情である過去の事を続行されるようなら日本は一
切一冊の漫画も参加しない方がいいと思います。



名前 場所 日付 コメント

槌谷 文男 日本 2014-01-12 捏造で日本を貶めさせるな

haruka mutumiya 日本 2014-01-13 フランスは韓国の嘘を世界に広めるのをやめてください。私をフランス人嫌い
にさせないで！

服部 桂子 日本 2014-01-13 1965年の日韓基本条約ですべて終わっています。我慢はもう限界です。

Nakayama Tasuke Kanagawa-ken, 日本 2014-01-13 元慰安婦のお婆さんが親に売られたとゆう証拠のハンギョレ新聞の記事と当時
、売春で稼いだお金を受け取る為に、日本まで来てゆうちょの口座記録を調べ
てもらい記録が残っていたのでそのお金を受け取ってますよね？それで売春婦
じゃなかったなんて嘘が通用すると思ってるんですかね？
金っておばあさんは本当の事を言ってしまってましたよね、朝鮮戦争当時にひ
どい目にあったと！それは日本関係ないのに朝鮮戦争の時に性奴隷に！って騒
いでましたが、まさに！その通りで韓国政府によって強制連行されてアメリカ
兵の慰安婦にされた事を日本のせいにしようとしてましたね。

矢渡　 信 日本 2014-01-13 韓国のねつ造歴史、いい加減にしろ

小佐井 留美 日本 2014-01-13 賛同します

kamata masaki 日本 2014-01-13 慰安婦問題は全て捏造

kiyotaka murakami Imabari-shi, 日本 2014-01-13 慰安婦は朝日新聞のねつ造
であって売国行為をしているので廃紙゜になるべき

松村 昌一昌一韓国の嘘 日本 2014-01-13 韓国の嘘拡散に反対します、嘘に協力しないでください。

松村 弘三 Toyonaka-shi, 日本 2014-01-13 本件は事実確認も出来ないほど信憑性の低い一方的な韓国の主張です。

嶋田 広夢 日本 2014-01-13 捏造は絶対に許さないぞ。

佐藤 英幸 日本 2014-01-13 こういう場にでっち上げの国際問題を持ち出すのは如何な物かと思うが

Ogawa Hirohisa 日本 2014-01-13 嫌韓ではないけど、ひどいね

金谷 一志 日本 2014-01-13 直接関係のない他国を巻き込んで日本を不当に貶める活動をする韓国を、この
まま放置しておくわけにはいかないと考え賛同します。

kitaoka kazuo 日本 2014-01-13 そもそも、漫画祭に政治をもちこむことを許す側がおかしい

kitaoka kazuo 日本 2014-01-13 テキサス親父が慰安婦像撤回の署名運動をしている。
私も署名したかったのだが、英語がわからず断念。
もう少しフレンドリー（このサイトみたく）はないのかな。
とても残念悔しい。

kitaoka kazuo 日本 2014-01-13 参加する日本側がボイッコットすべきことだと思う。
少なくとも、そう意思表示すべきことでは？
これは１臆の署名より有効では？

池田 浩一 日本 2014-01-13 戦争に行ったおじいちゃんが生前（３０年くらい前）「朝鮮人とはつきあうな
。あいつらは女性をさらって食い物にしてきた」と言っていました。まだ自分
は小学生だったので詳しくはわかりませんが、こういった生き証人が少なくな
った最近になって捏造脅迫をしてきてるのでしょう。活動がんばってください
。

nisio seizi 日本 2014-01-13 フランス人の皆様もう日本の漫画読まなくても結構です。どうぞ反日に参加し
、国交断絶しましょう。ジャパンエキスポも、開催しなくて結構です韓国は日
本ではないのでブース置くのおかしいだろ。そんな知識で日本と韓国を語るな
！

谷崎 幸伸 日本 2014-01-13 韓国最低

MIYOKO FUKUTOMI 日本 2014-01-13 歴史を嘘で塗り替え、あげくに金銭を要求するのは止めて欲しい。

武田 正美 日本 2014-01-13 韓国人よ、もう恥ずかしいキャンペーンは止めろよ！
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kotomi yanagimachi 日本 2014-01-13 でたらめをしんじるな

Yuji Ohi 日本 2014-01-13 漫画であっても、「嘘」を「事実」として描くべきではありません。

熊田 広行 日本 2014-01-13 二国間の政治・外交問題について主催者がどちらかに加担するようなことは止
めて下さい。

Yoshio Komatsu 日本 2014-01-13 justice

sako masashi 日本 2014-01-13 せっかくの祭の楽しむ雰囲気を朝鮮人が壊すな。

shimura hitoshi 日本 2014-01-13 慰安婦問題が捏造なのは証明されています

Yoshida Tomohiro Yokohama-shi, 日本 2014-01-13 海外からも動かぬ証拠が出ています。慰安婦の強制連行は行われておりません
。

Matsuo Hisato 日本 2014-01-13 いわゆる慰安婦問題は、捏造である事が証明されています。フランスの人々の
正しい認識にたった判断を求めるものです。

末武 直晃 Saitama-shi, 日本 2014-01-13 国家間政治問題に関与すること自体がそもそもおかしい事と思います。この様
な問題を題材にすることを非難こそすれ片方（韓国のみ）に肩入れするなど公
正さに欠く行動は如何なものかと感じます。

Eriko Miura Davis, CA 2014-01-13 This whole comfort women issue need to be re-investigated fairly and openly,

looking at arguments from BOTH sides, not just Korea's.

荒井 忍 日本 2014-01-13 韓国よ、いい加減捏造をやめろ！　漫画祭主催者は韓国の捏造キャンペーンに
協力するな！

tanaka hiroshi Kasama-shi, 日本 2014-01-13 当時の知事・警察の８割は現地の人だった。強制は、有り得ない話である。

Keiya Kontani 日本 2014-01-13 Jamais de Vous Faire Rouler Dans La Farine!

杉尾 大介 日本 2014-01-14 韓国には通用しないのは分かってっていますが、フランスという国は国際法が
通用しない国なのでしょうか？
韓国人の主張するような劣悪な民族が独自の文化をここまで成熟させうるでし
ょうか？
そろそろ断ち切りましょう。

かとう けん 日本 2014-01-14 日本を貶めることだけに異常な執念を燃やす異常な民族にこれ以上好き勝手さ
れるわけにはいきません。署名します。

Bonneterre Yoshiko ニューカレドニア 2014-01-14 捏造に断固立ち向かおう。許してはいけない。

川本 亮 日本 2014-01-14 アホらしい嘘でも、１００回言えば本当になる。
真実は一つではなく、より大きい声が真実になってしまう。
これは情報戦争ですね。
相手にしない事もできるが、精神的にも成熟した日本人が世界に於いてパワー
を発揮できない状況は世界にとっても良くない、現実的に対処をする必要があ
ると考えて署名しました。
将来の人類のためになるのかよく考えてほしいと思います。
朴槿恵大統領には、刀を抜くときは切られる覚悟で抜くということを頭に入れ
て置いてもらいたい。切られる覚悟があるなら上等ですね。
韓国人とは仲良くしたいし、同じアジアの国として共に発展していきたいと思
うが、悪いけれどこの大統領を選んだ国民にも責任がある。韓国には人を呪わ
ば穴二つ、因果応報という言葉は無いのでしょうかね。

suzuki yumiko 日本 2014-01-14 La France expose une fausse chose ???

児玉 いずみ 日本 2014-01-14 フランスが、そんな間違った判断をするとは大変残念です。

minooka ryusei 日本 2014-01-14 コレを認めれば偽造を証拠とした政治パフォーマンスをしてよい場所と認識さ
れてしまう。漫画を楽しめる場所とかけ離れた行為はあってはならないのでは
ないでしょうか
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花井 さゆり 日本 2014-01-14 応援してます。ぜひとも頑張ってください

川本 富美子名 日本 2014-01-14 大和の国、日本人を視てください。皆様の優しさとご理解をお願いします

神林 朋子 横浜市, 日本 2014-01-14 子供の頃習った時はなんてひどいと思いました。でも大人になり、現在でも性
を商品とする女性がたくさんいることを知りました。謝罪には事実が必要です
。本当に日本人が拉致し、人権を無視した扱いを全ての女性に行ったのですか
。謝罪も賠償も繰り返してきたのに、時が経つごとに増す嫌悪感すら沸く非難
には飽き飽きです。何故時が経つごとに増していくのですか。本当に日本は謝
罪も賠償もしていないのですか。

王 喜保 日本 2014-01-14 韓国に言論の自由がない事が残念でなりません。韓国民全員が正しい歴史認識
が出来る日が来ることを願ってやみません。

nagao rie 日本 2014-01-14 sign!

西川 大輔 日本 2014-01-14 韓国は歴史をねつ造して何が楽しいのでしょうか・・・・。可哀そうな国です
ね。

八戸 博志 日本 2014-01-14 hi,Please do not complicit in lies of Korean

The Girls is JUST a Prostitute

松田 巧 日本 2014-01-14 日本人を信じてください！

幾田 宏司 日本 2014-01-14 横浜市旭区白根4-24-4   303

keitaro goto 日本 2014-01-14 「慰安婦＝合法売春婦＝二次大戦」　「従軍慰安婦＝ハルモ二＝朝鮮戦争」　
「性奴隷＝ライタイハン＝ベトナム戦争」。品位ある貴国の祭典が台無しにな
らない事を祈ります。<a
href="https://www.youtube.com/watch?v=ditMNMNWyec"
rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=ditMNMNWyec</a>

星 昌博 日本 2014-01-14 フランスがフェアな国であることを願います。

太田 佐和子 横浜市, 日本 2014-01-14 韓国による捏造歴史で漫画による国際交流を不愉快なものにしないでください
。
日本軍による従軍慰安婦の強制連行など有りません。確たる証拠も目撃証言も
無いのです。有るのは、朝鮮人元慰安婦らのコロコロ変わる証言だけです。
韓国政府は、この問題を政治カードとして利用し、日本からお金を巻き上げ、
国際社会における日本の地位を下げようと目論んでいるのです。また、何故か
その事によって自分達の地位が上がると信じているようです。
彼等は漫画を愛してなどいません。文化だとも芸術だとも思っていないでしょ
う。ただ、反日活動に有効な手段だから利用しようと思っているだけです。漫
画の内容も決して良質なものではないはずです。
文化大国であるフランスの方々には、この韓国の目論見に関わったり片棒を担
いだりする事が、いかに馬鹿馬鹿しいかお判り頂けると信じています。

もし韓国の企画展を参加させたことによって金銭的な協力等を得る事が出来た
としても、それは一時的なものではありませんか？長期的に見れば損失が大き
いはずです。
今や、多くの日本人たちは韓国のこうした日本を貶めす為の悪意と嘘に気付き
、怒っています。
どうか漫画祭での従軍慰安婦企画展を行わないでください。
読んでくださり、ありがとうございます。

Kouichi furukawa 日本 2014-01-14 真実をしろう

杉本 宣男 日本 2014-01-14 慰安婦反日キャンペーンに協力するのは止めてください



名前 場所 日付 コメント

榊原 安英 Tsuruga-shi, 日本 2014-01-14 漫画という解りやすいメディアを通じて伝えるべきことは、健全な文化だと思
います。そういう間違った後ろ向きの考え方を伝える道具として使って欲しく
ありません。

Masateru Kawahara Hiroshima, 日本 2014-01-15 真実を世界中の人に知って欲しい。

小林 香理 日本 2014-01-15 韓国の間違った情報による国策に引っ張られてしまう韓国民が気の毒です。

imada takami 日本 2014-01-15 mafia in the media

TANAKA MITIO 日本 2014-01-15 韓国のねつ造の歴史を許さない

ｙａｍａｍｏｔｏ ｙｏｓｈｉｋｏ 日本 2014-01-15 日本は慰安婦の強制連行をしていません

古川 泰司 日本 2014-01-15 <a
href="http://japanese.joins.com/article/604/180604.html?servcode=A00&a
mp;sectcode=A10"
rel="nofollow">http://japanese.joins.com/article/604/180604.html?servc
ode=A00&sectcode=A10</a>
こんなこともやろうとしています。下劣極まりない。

木原 明 日本 2014-01-15 韓国によるモラルを欠いた作り話は許さないぞ！！！

宮本 美紀 日本 2014-01-15 最近の韓国には、本当にうんざりしています。日本を貶めることしか、やるこ
とはないのでしょうか。

Inoue Atsuhisa 日本 2014-01-15 慰安婦は奴隷ではない。その実態は、イギリス軍に保護された(捕虜)慰安婦の
証言の記録およびアメリカ軍に保護された(捕虜)慰安婦の証言の記録を見れば
明らかである。１．兵士に比べ高給を貰った。２．自由に送金できた。３．休
みが有り外出して買い物ができた。４．嫌な客は拒否できた。５．強制拉致さ
れていない。

西山 比呂志 日本 2014-01-15 政治とは関係ないイベントにおいて、それを歴史を捏造し政治利用する大韓民
国民の行動は、本漫画祭の趣旨に反するものと抗議します。

Aya Burbanks London, イギリス 2014-01-15 国際漫画祭りは純粋に漫画の祭典を楽しむ場。反日キャンペーンを持ち込む場
所ではないと思います。

奧村 廣和 日本 2014-01-15 史実に基づいた歴史解釈を中韓にはしてほしいと思います。

白石 栄二 日本 2014-01-15 韓国の嘘と捏造そして卑怯極まりないやり方は腹に据えかねます。

梶野 順 日本 2014-01-15 楽しいアニメイベントを反日キャンペーンに利用しないでください

ｋａｔｏ ｓｈｉｇｅｏ 日本 2014-01-15 フランスの方には東洋の事が分かりずらいと思いますが、事実を確認してくだ
さい。

yaji toshiaki Yamatotakada-shi, 日本 2014-01-15 賛同します

Ｎomura Ｔsunehiro 日本 2014-01-15 韓国の現状を見てください。そのままが　８０年前の状況です。自主的な売春
を性奴隷と言い換え自分を正当化しているにすぎません。

Console　（コンソレ）
Atsuko　（敦子）

Surrey, イギリス 2014-01-15 何が何でも、日本を悪者にしたい韓国の人たちに国際社会は毅然とした態度を
取るべきです。

Nakajima Hiromitsu 日本 2014-01-15 慰安婦の問題はとっくの昔に結論が出ています。軍が強制連行した証拠は１つ
もありません。コメント（任意）

橋本 裕則 日本 2014-01-15 追軍売春婦がいただけのこと。
朝鮮人は売春行為を日本のせいにするな。今でも世界最大の売春婦大国である
ことが最大の証拠です。売春国に協力するのは止めてください。

harunobu iwai 日本 2014-01-15 日本人の凄さを思い知らせてやりましょう！

六鹿 晴雄 日本 2014-01-15 反日キャンペーンを阻止しましょう。

nakano yasuhisa 日本 2014-01-15 韓国人は染色体が腐ってる



名前 場所 日付 コメント

泉谷 正路 日本 2014-01-15 何もかも（歴史も見てくれも）嘘で固められた韓国に、今後一切甘えさせない
、見過ごさない決意が必要ですね。

北川 佳弘 日本 2014-01-15 政治プロパガンダは許しません。



Nom de pays 

 

Japonais Français 

フランス France 

日本 Japon 

アメリカ合衆国 États-Unis 

オーストラリア Australie 

タイ Thaïlande 

ヨルダン Jordanie 

ベルギー Belgique 

カナダ Canada 

ナイジェリア Nigeria 

ドイツ Allemagne 

ルクセンブルク Luxembourg 

台湾 Taiwan 

イギリス Grande-Bretagne 

スイス Suisse 

マレーシア Malaisie 

ニュージーランド Nouvelle Zélande 

香港 Hong-Kong 

イタリア Italie 

インドネシア Indonésie 

南アフリカ Afrique du Sud 

メキシコ Mexique 

オーストリア Autriche 

フィリピン Philippines 



ハンガリー Hongrie 

ロシア Russie 

ブラジル Brésil 

スペイン Espagne 

サモア Samoa 

ベトナム Vietnam 

ベルギー Belgique 

ニューカレドニア Nouvelle-Calédonie 

グルジア Géorgie 

インド Inde 

パラグアイ Paraguay 

アラブ首長国連邦 Émirats arabes unis 

アイルランド Irlande 

大韓民国 Corée du Sud 

シンガポール Singapour 

ヴァージン諸島 Îles vierges 

エストニア Estonie 

ウクライナ Ukraine 

オランダ Hollande 

リトアニア Lituanie 


