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問題だらけの内閣府施設 
産業遺産情報センター
発注側と受注側の「密」な利益相反状態
◉徃住嘉文

「犠牲者を記憶にとどめる」 からは
ほど遠い展示内容
◉植松青児

センター長が市民を個人攻撃、無断撮影も
◉渡部睦美

敗戦75年（下）
「三菱名古屋・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟」原告が思いを語る

半地下の一室から待ち望む「正義の実現」
◉中村一成
占領地で最高の権力者になった日本軍がしたこと

中国人「性奴隷」女性たちの被害実態
◉班 忠義
死闘の地ガダルカナル島と前進基地ラバウルを訪ねて

「英霊主義」に包まれた南洋戦跡
◉伊高浩昭

歓喜へのフーガ（6） 今回のお相手 藤原真理さん
音楽というものは自分の文化を背景にして
出てくるものなのです◉聞き手／崔 善 愛

ブリヂストンの工場が「コミュニケーション不全」
と障害者を解雇◉神原里佳

少年法見直し法案で実名報道へ転換加速か◉臺 宏士

終戦特番にみる放送の〝公共性 ◉砂川浩慶

メディアウオッチ

P16

P22

P26

P36

〝

58

61

3　風速計
PCR検査体制の
抜本的強化を急げ
◉宇都宮健児
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【著者に聞く】
『朝鮮戦争の正体』孫崎 享◉秋山晴康

【本】
『女性たちの保守運動　右傾化する日本社会
のジェンダー』◉田沢竜次
『その日の予定  事実にもとづく物語』◉高原 到
『白人ナショナリズム　アメリカを揺るがす「文
化的反動」』◉長瀬 海
【映画】
『ファヒム　パリが見た奇跡』◉境分万純
【音楽】『ラフ＆ロウディ・ウェイズ』◉近藤康太郎
【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】◉伊田浩之（編集部）選

日本の民間信仰
祀りをたずねて 第4回 地蔵信仰
◉写真・文／山田しん
自由と創造のためのレッスン（97）
「経営者マインド」のパンデミック
◉廣瀬 純

それでもそれでもそれでも（408）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉井田徹治、本誌取材班
樫田秀樹、植松青児、田沢竜次、片岡伸行
ジェンダー情報◉小川たまか
政治時評◉長谷川綾
さらん日記 
経済私考◉鷲尾香一
雨宮処凛のらんきりゅう（70）
STOP！9条改憲（64）◉高田 健
多摩猫キセキの物語（4）◉小西 修
貧困なる精神（571）◉本多勝一
橋本勝の風刺画報（17）
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
ヒラ社長が行く（85）◉植村 隆
金曜日から
猫様（7）◉想田和弘

【お知らせ】
「鈴木邦男  ハンセイの記」、「この男イヤだ」は休載します。
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はまぐりのねごと（79）◉中山千夏
下段俱楽部（79）◉矢崎泰久
なまくらのれん（166）◉小室 等
写日記（166）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 557 集

言葉の広場
「延長された戦争」の記憶◉吉村文男
旧満州からの脱出◉佐藤博之
美辞麗句にひそむ危うさ◉秋山信孝
戦後生まれが過去の不正義を考える◉山口美枝子
イラク戦争の教訓◉木村優芽
青春を愚かな戦争に奪われた兄たち◉藤田 恵
金曜川柳◉石寺北次郎、山口良風子、内 悧
佐藤 順、添野 匡、７月の最優秀作品  甲斐哲也
イラストレーション◉隠岐太郎
みんなの写真展◉野内 隆

論考
林検事総長就任  なすべきことがある◉岡田克也 

崔善愛編集委員がインタ
ビュアーを務める「歓喜への
フーガ」第６回のお相手は、
国内外で活躍するチェリス
ト、藤原真理さん。話は齋
藤秀雄先生の思い出から筋
肉の使い方と多岐にわたり
……。（撮影／石郷友仁）

今週の表紙

【食】
食の困難多発が懸念される昨今、
自給率を上げなければマズイ事態に
◉垣田達哉
新・買ってはいけない（300）
議論百出の除草剤「ラウンドアップ」　
悪名高きグリホサートが主成分
◉渡辺雄二
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