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安倍政権への審判
「平和の一議席」めぐる与野党の全面対決
◉大野亨恭

STOP！９条改憲（38）
市民連合と５野党・会派政策合意
◉高田 健

海勢頭豊さんが運んできた風
「平和を求めているのに、
ヤマトは沖縄県民を守らない」
◉村上義雄

短期連載 新時代という虚構　＃3
消えた「ニュースと政治プロパガンダの境界」
安倍首相の吉本新喜劇出演を好意的に伝える新聞テレビ
◉山崎雅弘
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20

23

「警視庁機動隊の沖縄派遣は違法」  住民訴訟で見えてきた
問答無用の運動つぶしを図った「高江ケース」
◉田沢竜次

「なぜ46都道府県」なのか 
戦災調査からはずされ続けた沖縄
仲村未央・沖縄県議会議員に聞く

「日韓学生フォーラム」体験記 ３回目は沖縄
米軍基地や戦跡巡り、民意形成の過程を考える
◉新崎盛吾＋参加大学生10人

参院選直前
沖縄をどうするつもりだ安倍政権

短期連載

歯止めなきＤＮＡ捜査（下）
無法状態の採取に法のルールを
◉片岡伸行

58
あ

3　風速計
ケア・教育・管理 　　　
◉田中優子

投書
野党は選挙制度を変えるために統一候補を◉佐野一起
これからの「終活」◉安田浩行
参議院選、自民側の「脚本」を読む◉藤井 満
自分のために生きる労働者に◉近藤喜夫
消費税増税に反対する◉堀 正喜
北朝鮮と向き合う◉二宮 力
傍若無人な米軍機の低空飛行◉山形誠司
丸山議員の「戦争発言」◉豊森 淳
イラストレーション◉佐藤 満
金曜川柳
こんなこと、やってます

61

ストーカーと向き合って（10）
ストーカーに必要な治療　
◉小早川明子

【健康】
グリホサート、安全神話の終焉
人体への健康被害が明らかになる 
◉天笠啓祐

それでもそれでもそれでも（352）◉齋藤陽道
金曜アンテナ
さらん日記
政治時評◉西川伸一
経済私考◉鷲尾香一
本多勝一の俺と写真（253）
ヒラ社長が行く （30）◉植村 隆
読者会から・拡大版（17）
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
金曜日から

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

論争
裁判員制度を廃止し陪審裁判制導入を
◉芹沢昇雄

く　ら　し　の　泉
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【本】 
『社会学史』◉高原 到
『団地と移民 課題最先端「空間」の闘い』◉粟野仁雄
『マーベル映画究極批評 アベンジャーズはいかに
して世界を征服したのか？』◉永田 希 
【映画】
『ハウス・ジャック・ビルト』◉佐々木誠
【音楽】 
『ファインディング・ガブリエル』◉後藤 誠
【美術】
第３回現代造形表現作家フォーラム展 
◉アライ=ヒロユキ
【本箱】 
◉伊田浩之（編集部）選 

54　はまぐりのねごと◉中山千夏
54　下段倶楽部◉矢崎泰久
56　なまくらのれん◉小室 等　
57　写日記◉松元ヒロ

話　の　特　集　第 532 集

たとえば世界でいま　　
スペイン／左右勢力拮抗し政局混乱◉童子丸開
フランス／「緑の党」が急上昇◉コリン・コバヤシ

不謹慎な旅 （13） 
ベトナム沿岸のマングローブ
ひとりぽっちの海漂林
◉写真・文／木村 聡

今　週　の　表　紙
沖縄の梅雨に映える月桃の
花。寒い冬、月桃の葉で包
んで蒸した鬼餅（ムーチー）
で子どもの健康を願う。
５月 31日、沖縄・糸満市で。
（写真撮影／山城博明）
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◉大野亨恭

STOP！９条改憲（38）
市民連合と５野党・会派政策合意
◉高田 健

海勢頭豊さんが運んできた風
「平和を求めているのに、
ヤマトは沖縄県民を守らない」
◉村上義雄

短期連載 新時代という虚構＃3
消えた「ニュースと政治プロパガンダの境界」
安倍首相の吉本新喜劇出演を好意的に伝える新聞テレビ
◉山崎雅弘
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「警視庁機動隊の沖縄派遣は違法」 住民訴訟で見えてきた
問答無用の運動つぶしを図った「高江ケース」
◉田沢竜次

「なぜ46都道府県」なのか 
戦災調査からはずされ続けた沖縄
仲村未央・沖縄県議会議員に聞く

「日韓学生フォーラム」体験記 ３回目は沖縄
米軍基地や戦跡巡り、民意形成の過程を考える
◉新崎盛吾＋参加大学生10人

参院選直前
沖縄をどうするつもりだ安倍政権

短期連載

歯止めなきＤＮＡ捜査（下）
無法状態の採取に法のルールを
◉片岡伸行
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ケア・教育・管理
◉田中優子
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金曜川柳
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ストーカーと向き合って（10）
ストーカーに必要な治療　
◉小早川明子

【健康】
グリホサート、安全神話の終焉
人体への健康被害が明らかになる 
◉天笠啓祐

それでもそれでもそれでも（352）◉齋藤陽道
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さらん日記
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経済私考◉鷲尾香一
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【映画】
『ハウス・ジャック・ビルト』◉佐々木誠
【音楽】 
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