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 ③烏：25 

 ④大邪馬台国の位置と斎槻岳：26 

 ④-2：三諸山：33 

(5)三輪山の祭祀：36 

 ①三輪山と泊瀬山、都介野岳：36 

 ②巻向坐若御魂神社の位置：46 

 ③桧原神社の真相：53 

 ④三輪山祭祀と大物主神：54 

 ⑤大神神社と桧原神社：60 

 ⑥三輪山と大和三山：64 

(6)三笠山の祭祀：68 

 ①三笠山の意味：68 

 ②日葉酢姫陵：70 

 ③生駒山：72 

 ④古墳の造成方法：75 

 

3：フェニキア 
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(1)フェニキアの諸都市：76 

(2)文化：77 

(3)宗教：79 

(4)火葬と生贄：85 

 

4：まとめ：86 

 

5：エピローグ：88 

 

＜日本の真相 7＞：全 54 ページ（海部宮司との 2 回目の正式対談） 

1：電話対談 

(1)アミシャブとの関わり：1 

(2)御頭祭：1 

(3)イナンナ：8 

(4)日本の古代：14 

(5)小林隆利様：16 

 

2：直接対談 

(1)小林隆利様：17 

(2)アミシャブ：17 

(3)本来の神宮：18 

(4)三種の神器：19 

(5)出雲：21 

 ①船井幸雄氏：21 

 ②出雲の悲劇：21 

 ③伊理泥王が渡した御神宝：23 

 ④石上神宮の剣：26 

(6)仁徳天皇と難波：28 

(7)明治政府：31 

(8)日本の古代と現在：31 

(9)資料の公開時期：32 

 

3：海部氏の真相 

(1)シュメールからの直接渡来：33 

(2)歴史：33 

 ①ヒッタイトとミタンニ：33 

 ②カナン（フェニキア）：36 

 ③ユダ王国（北イスラエルと南ユダ連合）：39 

 ④アッシリア：40 

 ⑤ペルシャ帝国：40 

 ⑥海部氏とは？：43 

 ⑦日本とシュメールの類似性：45 



14 

(3)六芒星：46 

 

＜日本の真相 8＞：全 24 ページ（天孫人種六千年史の研究のまとめ） 

1：概要 

(1)天孫人種：1 

(2)大元の神々：2 

(3)皇室と古代の祭神：3 

(4)太陽神ウツ：8 

(5)丹生：9 

(6)海神ヤー：9 

(7)熱田神宮：11 

(8)籠神社と豊受大神：12 

(9)猿田彦関連：13 

(10)その他：13 

 

2：まとめ：15 

 

3：考察 

(1)神祭りの変遷：16 

(2)イナンナと艮金神（ウシトラノコンジン）：18 

(3)イナンナと般若心経：20 

(4)御遷宮と降臨：22 

 

＜あとがき＞ 

 


