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ネット上の誹謗中傷も
「表現の自由」なのか
言論空間を萎縮させ民主主義を破壊する誹謗中傷
◉望月衣塑子

「くそリプ」に殺されないために◉石川優実
被害を早く救済する制度の構築を◉佐々木亮
誹謗中傷の規制を名目にした政治批判封じに警戒を
◉臺 宏士

市民運動への反感と女性嫌悪がヘイトスピーチの土壌
◉林 香里

今こそ計画の「合理性」を検証するタイミング！

辺野古新基地護岸が震度１で崩壊の恐れ◉滝本 匠
論戦なき「コロナ禍」の都知事選

小池氏を〝圧勝 させたのは誰か
◉薄井崇友、横田 一、本誌取材班
本誌編集委員はどうみるか
候補者の論戦がテレビで放映されていたなら
◉雨宮処凛

安倍内閣の打倒には野党の立て直しが急務
◉中島岳志

新規制基準に事実上合格した六ケ所の核燃料再処理工場

虚妄の核燃料サイクルに
税金と電気料金を注ぎ続ける愚◉鎌田 慧
元総長による不正疑惑論文

白黒決着は東北大学次第　
いま、モラルが問われている◉早稲田嘉夫
「『地の塩』の記録」を読む（上）

免田事件が照射する「今」
◉高峰 武、甲斐壮一
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【本】
『ハンナのいない10月は』◉長瀬 海
『ホット・ゾーン　エボラ・ウイルス制圧に命を
懸けた人々』◉高原 到
『野垂れ死に　ある講談社・雑誌編集者の回想』
◉田沢竜次
【映画】
『zk／頭脳警察50 未来への鼓動』◉沢田竜夫
【音楽】『Suite: April 2020』◉後藤 誠
【映画】
『リトル・ジョー』◉薄井崇友
【TVドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ
【TV批評】◉水島宏明
【本箱】◉秋山晴康（編集部）選
【インタビュー】キム・ドギョン監督
写真や手紙大切に保管  再会待ち望む友人たち
◉成川 彩

「ステイ・ホーム」どころか
住居喪失の危機が拡大している
住居確保こそ福祉の最優先課題に
◉稲葉 剛

不謹慎な旅  第26回 常磐線全線再開
悲しみは福島に向かって
◉写真・文／木村 聡
続き読み物「この男イヤだ」（30）
ヨシノ◉石坂 啓

それでもそれでもそれでも（404）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉中村一成、岩本太郎、崎山勝功
三宅勝久、永尾俊彦、坂本洋子
さらん日記 
経済私考◉鷲尾香一
貧困なる精神（569）◉本多勝一
ヒラ社長が行く（82）◉植村 隆
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
金曜日から
猫様（5）◉想田和弘

【お知らせ】
「政治時評」、「ジェンダー情報」、「鈴木邦男　ハンセイの記」、「メディアウオッチ」は休載します。
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はまぐりのねごと（78）◉中山千夏
下段俱楽部（78）◉矢崎泰久
なまくらのれん（165）◉小室 等
写日記（165）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 556 集

言葉の広場
SNSなんかやらない◉大塚俊明
私の気持ちの整理方法◉関根ふじ子
沖縄の戦後は終わらない◉木村優芽
レジ袋有料化はプラス思考で◉中島雅淑
まるで再放送のよう◉池上 博
瀬戸際の花嫁◉村田民雄
NHKに矜持はあるのか◉吉川頼子
金曜川柳◉和泉まさ江、甲斐哲也、芦沢 潤
佐藤 順、奥田明人
漫画◉宮越茂弘
みんなの写真展◉七尾寿子

論考
横浜カジノ誘致  撤回を◉三谷 誠 

建設的な批判と、悪意に満
ちた誹謗中傷を一緒にして
はいけない。ネット上で拡散
される人権を侵害するよう
な中傷や悪意の言葉が人の
心をむしばみ、世界を歪ま
せる。（写真撮影／宮本有
紀、コラージュ／宮坂佳枝）

今週の表紙

【新型コロナウイルス】
抗体検査は集団感染率の目安になるか？ 
集団免疫への過信は禁物
◉植田武智

く　ら　し　の　泉

34

たとえば世界でいま
香港／国家安全法施行で逮捕者も◉谷垣真理子
パレスチナ／占領強めるイスラエル◉北方農夫人
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