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難民を追いつめる日本の入管制度 
法務省の「専門部会」が提言、秋の臨時国会で審議の可能性
人権無視の「送還忌避罪」などを入管法に新設か
◉西中誠一郎＋渡部睦美
他国では高い認定率の出身国でも、日本は認定率ゼロのケースも
世界比較で見る「難民を受け入れない国」日本
◉スティーブン・マキンタヤ
難民と認定されないクルド難民たち
「パパかえして」収容により引き裂かれる親子
◉織田朝日
入管で繰り返される非人道的な暴力行為
「コロナ禍」でも東京入管で被収容者に暴力とセクハラ
◉樫田秀樹

郷原信郎弁護士に聞く 
ルビコン川を渡った検察

公選法違反容疑で現職国会議員の河合夫妻逮捕
「イージス・アショア」配備計画停止

安倍首相と河野防衛相の思惑
◉半田 滋
北朝鮮はなぜ連絡事務所を爆破したのか？

首脳会談から20年 南北緊張高まる
◉文 聖 姫

問われた人権博物館の公益性

「リバティおおさか」が閉館、再出発へ
◉西村秀樹
元「慰安婦」支援の「正義連」問題とは何か？

日本が被害当事者に果たすべき責任に変化はない
◉吉方べき
私腹を肥やしたのは誰か？ 施設運営にも問題点

ナヌムの家への支援金、
元「慰安婦」らに適切に渡らず
◉金 東 仁
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3　風速計
「反貧困犬猫部」を
立ち上げた
◉雨宮処凛
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【本】
『新型コロナウイルスの真実』◉高原 到
『閉ざされた扉をこじ開ける　排除と貧困に抗
うソーシャルアクション』◉松村 洋
『韓国現地からの報告  セウォル号事件から文
在寅政権まで』◉長瀬 海
【音楽】
『ヂア・イ・ノイチ・ノ・メズモ・セウ（同じ空の
昼と夜）』◉二本木かおり
【TVドキュメンタリー】
◉ワタナベ=アキラ

新龍中国（22）
本当に日本賛美？ 香港歴史科「入試」問題
◉和仁廉夫

通常国会「延長拒否」、主要各紙の論調は？
◉臺 宏士
ネットの「コロナ恐れるに足らず」「日本スゴイ」論
◉早川タダノリ
鈴木邦男  ハンセイの記（12）
一代の快男児・田中義三
続き読み物「この男イヤだ」（29）
オヤ◉石坂 啓

それでもそれでもそれでも（402）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉横田 一＋本誌取材班、伊田浩之
岩本太郎、佐藤和雄、平野次郎、三上 治
7月の原発裁判◉脱原発弁護団全国連絡会
政治時評◉長谷川綾
さらん日記
経済私考◉浜 矩子
肯（うべな）わぬ者からの手紙（14）◉山口 泉
橋本勝の風刺画報（16）
櫂未知子の金曜俳句（123）
読者会から・拡大版（27）
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（80）◉植村 隆
金曜日から
猫様（4）◉想田和弘

【お知らせ】
「ジェンダー情報」、「貧困なる精神」は休載します。
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はまぐりのねごと（77）◉中山千夏
下段俱楽部（77）◉矢崎泰久
なまくらのれん（164）◉小室 等
写日記（164）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 555 集

言葉の広場
学校は「楽校」でなくちゃ◉匿名
SNSでの国境を超えた自由な結びつき◉佐井亜紀
在韓米軍と米中対立◉李 淳 明
民主主義の否定に等しい河野氏の発言◉吉田誠治
現代の奴隷制度◉高柳俊彦
政治漫才◉金子雄一
『週刊金曜日』と「さらん日記」◉折原利男
読者との距離が広がっていないか◉能瀬英太郎
金曜川柳◉小泉親種、ジャノメ小僧、伊東 真
好村光樹、石寺北次郎
イラストレーション◉稲垣勝己
みんなの写真展◉林 和夫

論考
学校が再開された日の生徒たちへのメッセージ
◉島 修一

父親が収容され、東京
入管の前で「パパかえし
て」と訴えるクルド人の
少女ガムゼ。詳細は23
頁記事に。特にトルコか
らのクルド難民を日本は
難民と認めようとしない。
（撮影／織田朝日）

メディアウオッチ

今週の表紙

【食】
巣ごもり生活の経済への影響は深刻　
だから感染拡大を繰り返してはならない
◉垣田達哉

く　ら　し　の　泉

40

200626-04-05目次 2020年6月23日 午後9時13分 ページ 5 200626-04-05目次 2020年6月23日 午後9時13分 ページ 4

4

4週刊金曜日　2020.6.26（1286号）週刊金曜日　2020.6.26（1286号）

20206.26 第1286号

24

14

12

10

26

30

23

20

17

34

難民を追いつめる日本の入管制度 
法務省の「専門部会」が提言、秋の臨時国会で審議の可能性
人権無視の「送還忌避罪」などを入管法に新設か
◉西中誠一郎＋渡部睦美
他国では高い認定率の出身国でも、日本は認定率ゼロのケースも
世界比較で見る「難民を受け入れない国」日本
◉スティーブン・マキンタヤ
難民と認定されないクルド難民たち
「パパかえして」収容により引き裂かれる親子
◉織田朝日
入管で繰り返される非人道的な暴力行為
「コロナ禍」でも東京入管で被収容者に暴力とセクハラ
◉樫田秀樹

郷原信郎弁護士に聞く 
ルビコン川を渡った検察

公選法違反容疑で現職国会議員の河合夫妻逮捕
「イージス・アショア」配備計画停止

安倍首相と河野防衛相の思惑
◉半田 滋
北朝鮮はなぜ連絡事務所を爆破したのか？

首脳会談から20年 南北緊張高まる
◉文 聖 姫

問われた人権博物館の公益性

「リバティおおさか」が閉館、再出発へ
◉西村秀樹
元「慰安婦」支援の「正義連」問題とは何か？

日本が被害当事者に果たすべき責任に変化はない
◉吉方べき
私腹を肥やしたのは誰か？ 施設運営にも問題点

ナヌムの家への支援金、
元「慰安婦」らに適切に渡らず
◉金 東 仁

P24

P30

P17

P23

58

61

3　風速計
「反貧困犬猫部」を
立ち上げた
◉雨宮処凛

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

©2020 金曜日 
本誌に掲載した記事・写真の
無断複写や転載を禁じます

42

38

48

46

54

55

56

【本】
『新型コロナウイルスの真実』◉高原 到
『閉ざされた扉をこじ開ける　排除と貧困に抗
うソーシャルアクション』◉松村 洋
『韓国現地からの報告  セウォル号事件から文
在寅政権まで』◉長瀬 海
【音楽】
『ヂア・イ・ノイチ・ノ・メズモ・セウ（同じ空の
昼と夜）』◉二本木かおり
【TVドキュメンタリー】
◉ワタナベ=アキラ

新龍中国（22）
本当に日本賛美？ 香港歴史科「入試」問題
◉和仁廉夫

通常国会「延長拒否」、主要各紙の論調は？
◉臺 宏士
ネットの「コロナ恐れるに足らず」「日本スゴイ」論
◉早川タダノリ
鈴木邦男  ハンセイの記（12）
一代の快男児・田中義三
続き読み物「この男イヤだ」（29）
オヤ◉石坂 啓

それでもそれでもそれでも（402）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉横田 一＋本誌取材班、伊田浩之
岩本太郎、佐藤和雄、平野次郎、三上 治
7月の原発裁判◉脱原発弁護団全国連絡会
政治時評◉長谷川綾
さらん日記
経済私考◉浜 矩子
肯（うべな）わぬ者からの手紙（14）◉山口 泉
橋本勝の風刺画報（16）
櫂未知子の金曜俳句（123）
読者会から・拡大版（27）
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（80）◉植村 隆
金曜日から
猫様（4）◉想田和弘

【お知らせ】
「ジェンダー情報」、「貧困なる精神」は休載します。

02
06

16
28
29
44
45
57
62
63
64
64
65
66
67

50
50
52
53

はまぐりのねごと（77）◉中山千夏
下段俱楽部（77）◉矢崎泰久
なまくらのれん（164）◉小室 等
写日記（164）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 555 集

言葉の広場
学校は「楽校」でなくちゃ◉匿名
SNSでの国境を超えた自由な結びつき◉佐井亜紀
在韓米軍と米中対立◉李 淳 明
民主主義の否定に等しい河野氏の発言◉吉田誠治
現代の奴隷制度◉高柳俊彦
政治漫才◉金子雄一
『週刊金曜日』と「さらん日記」◉折原利男
読者との距離が広がっていないか◉能瀬英太郎
金曜川柳◉小泉親種、ジャノメ小僧、伊東 真
好村光樹、石寺北次郎
イラストレーション◉稲垣勝己
みんなの写真展◉林 和夫

論考
学校が再開された日の生徒たちへのメッセージ
◉島 修一

父親が収容され、東京
入管の前で「パパかえし
て」と訴えるクルド人の
少女ガムゼ。詳細は23
頁記事に。特にトルコか
らのクルド難民を日本は
難民と認めようとしない。
（撮影／織田朝日）

メディアウオッチ

今週の表紙

【食】
巣ごもり生活の経済への影響は深刻　
だから感染拡大を繰り返してはならない
◉垣田達哉

く　ら　し　の　泉

40

200626-04-05目次 2020年6月23日 午後9時13分 ページ 4


