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光州事件40年  
ソウル支局閉鎖の真相  初めて明かす取材過程

戒厳軍を激怒させた共同電
◉菱木一美
最高視聴率６４.５％を記録した韓国ドラマ「砂時計」に寄せて

95年放映時に光州事件を克明に再現
◉益子美登里   李 偰 嘏
映画が描く光州事件

政権、社会状況に沿って変化
◉成川 彩

新型コロナと経済危機  〈経済私考〉拡大版

緊急事態を延長した以上は
出し惜しみをしてはいけない◉鷲尾香一

もはや〝人災〞レベル  亡国のコロナ対策

日本に〝大災厄〞が訪れる!?
◉片岡伸行
日本の民間信仰

祀りをたずねて 第1回　道祖神
◉写真・文／山田しん

「緊急事態」下の憲法記念日  主要各紙の論調は？
生存権の危機に不要不急の改憲論
◉臺 宏士
「新型コロナ」便乗で中国叩き
「武漢ウイルス」ワードの泥沼
◉早川タダノリ

葬られた原発報道10

取り消し前夜
◉ワセダクロニクル編集長　渡辺 周

猫様 第1回 ◉想田和弘
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3　風速計
国は国民の
〝呻き声〞を聴け！
◉宇都宮健児

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か
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【本】
『ワンダーウーマンの秘密の歴史』◉境分万純
『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』◉長瀬 海
『アルゲリッチとポリーニ』◉粟野仁雄
【美術】
神田日勝  大地への筆触◉薄井崇友
【音楽】
『ビート・テープ1』◉長利清之
【舞台】
９PROJECT『二代目はクリスチャン』◉藤原央登
【ＴＶドキュメンタリー】
◉ワタナベ=アキラ

それでもそれでもそれでも（396）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉岩本太郎、鈴木博喜
岡田幹治、渡部睦美、片岡伸行
さらん日記
政治時評◉長谷川綾
貧困なる精神（565）◉本多勝一
きんようびのはらっぱで（情報欄）
読者会から
ヒラ社長が行く（74）◉植村 隆
金曜日から

【お知らせ】
「この男イヤだ」、「ジェンダー情報」
「自由と創造のためのレッスン」は休載します。
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はまぐりのねごと（74）◉中山千夏
下段俱楽部（74）◉矢崎泰久
なまくらのれん（161）◉小室 等
写日記（161）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 552 集

投書
ありがとう  大林宣彦監督◉高柳俊彦
「権利」が「施し」にかわるとき◉高橋季里
新型コロナで〈被災生存権所得〉を◉村岡 到
医療崩壊は何がもたらしたのか◉二宮 力
一斉休校を記録しよう◉柿沼昌芳
検察庁法改正を許すな◉山口正久
コロナ対応の「オリンピック」◉久保田竜子
コロナ禍に思う◉高橋祐二
金曜川柳◉曽根普康、金子雄一、佐藤仲由
イラストレーション◉宮越茂弘

論争
世界人口が地球の限界に近づく今　
江戸時代に学ぶ社会哲学◉丹羽 淳

韓国で民主化を求めた学生
や市民らが軍隊と対峙した
５・18光州（クヮンジュ）事
件から 40 年。 表 紙は映
画『タクシー運転手～約束は
海を越えて～』より。© 2017 
SHOWBOX AND THE LAMP. 
ALL RIGHTS RESERVED.

今週の表紙

【年金】
今年の年金改正のポイントをご説明しましょう
◉内藤眞弓
新・買ってはいけない（296）

驚きの「臭素酸カリウム」復活 
ヤマザキは何を考えているのか
◉渡辺雄二

く　ら　し　の　泉

36

38

鈴木邦男  ハンセイの記（9）
竹中労の芝居を巡る記憶の謎
不謹慎な旅  第24回 牛久入管収容所
阿弥陀如来の足元
◉写真・文／木村 聡

「5Gがウイルス拡散」のデマ受けて
ユーチューブが検閲へ
◉加藤やすこ

住民不在の鎌倉市「緑の洞門」閉鎖
◉出口綾子+本誌取材班

たとえば世界でいま
米国／コロナ禍で中絶禁止の動き◉片瀬ケイ
スウェーデン／「集団免疫」は獲得できたのか
◉槌本紘子
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