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狙われる香港
続く中国政府の「おきて破り」

自ら葬った「一国二制度」「港人治港」の虚像
◉ふるまいよしこ

生きるか死ぬかは、自分たちが決める
◉阿古智子
銅羅湾書店主・林栄基氏インタビュー

香港以外の場所に活路を求め、
そこで自分のため、香港のために行動せよ
◉聞き手・まとめ／本田善彦

市民らが検察庁近くで賭けマージャン大会
法務省の訓告処分からかい「黒川杯」◉清 義明
トランプ大統領のデモ制圧発言に高まる市民の怒り
米国で黒人への警察暴力と人種差別抗議デモが拡大
◉片瀬ケイ　　　　　　
　　　　　　「持続化給付金疑惑」一般社団法人の正体

電通への〝税金トンネル  装置か
◉片岡伸行　
「職業で差別しないで！」

補償から排除される「ナイト産業」の人びと
◉神原里佳
女性専用相談ブースも用意、複合的危機に対応
市民主導で「コロナ困りごと相談会」◉植松青児
ネット上の誹謗中傷は「表現の自由」なのか
伊藤詩織氏、名誉毀損で はすみとしこ氏らを提訴
◉小川たまか
宮沢孝幸京都大学准教授インタビュー
ソーシャルディスタンスの撤回を
◉聞き手／想田和弘
「香害」最前線  被害者が猛反発
『朝日』が「香害」記事で間違いだらけの内容◉岡田幹治
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【本】
『陶工の本』◉伊高浩昭
『大地よ！ アイヌの母神、宇梶静江自伝』
◉平田剛士
『コロナの時代の僕ら』◉長瀬 海
【映画】
『コリーニ事件』◉境分万純
【音楽】
『フェリクス・ペレス・カルドーソ／パラグァイ・
アルパの名匠』◉松村 洋
【TVドキュメンタリー】
◉ワタナベ=アキラ

不謹慎な旅  第25回 賽の河原と羅漢像
石に託す
◉写真・文／木村 聡
著名なアイヌたちが連帯してアピール
アイヌの権利をめざす
◉平田剛士

京アニ事件、犠牲者名の扱いめぐる議論再び◉臺 宏士
テレビ番組のアーカイブ活用考◉砂川浩慶
鈴木邦男  ハンセイの記（11）
竹中労と東京都知事選運動
葬られた原発報道13
懲戒処分と18秒の拍手
◉ワセダクロニクル編集長  渡辺 周
続き読み物「この男イヤだ」（27）
クボタ◉石坂 啓

それでもそれでもそれでも（400）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉樫田秀樹、阿部 岳、粟野仁雄
山崎雅弘、稲垣美穂子、斉藤円華
政治時評◉市来伴子
さらん日記
経済私考◉鷲尾香一
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（78）◉植村 隆
金曜日から
猫様（3）◉想田和弘

【お知らせ】
「ジェンダー情報」、「たとえば世界でいま」、「貧困なる精神」は休載します。
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はまぐりのねごと（76）◉中山千夏
下段俱楽部（76）◉矢崎泰久
なまくらのれん（163）◉小室 等
写日記（163）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 554 集

言葉の広場
学校は個人から◉島 修一
小学校のあたたかさ◉内 悧
他者への想像力を◉佐藤明吉
医療従事者への感謝と敬意◉二宮 力
一市民から見た今の政治◉清水 直
スーパーシティは第二の「モリ・カケ」だ◉栗山 晃
自動車販売  不透明で不適切な一面が◉内海 恵
金曜川柳◉青木 康、添野 匡、芹沢 潤
佐藤 順、奥田明人
イラストレーション◉大塚 直
みんなの写真展◉野内 隆

論考
検察庁法改正見送り  まだ終わったわけではない
◉山口正久

５月24日、中国の全国人
民代表大会（全人代）で法
案の審議が始まった「国
家安全法」の導入に反対
する香港のデモ。両手をあ
げた参加者の広げた指は
「五大要求」を示している。
（提供／AP･AFLO）

メディアウオッチ

今週の表紙

【新型コロナウイルス】
無症状者へのPCR検査は有効か？
ジョンズ・ホプキンス大学の研究を読む
◉植田武智

映画『ちむぐりさ  菜の花の沖縄日記』の問いかけ
わたしたちの心はどこかで重なってる
◉渡瀬夏彦

く　ら　し　の　泉
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