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「密」だった菅氏の立候補会見

記者の追及を否定し続けた防波堤役の限界
◉畠山理仁

完成された巨大な支配機構を引き継ぐ

暗雲漂う「戦争ができる国」
◉古賀茂明

「女性活躍」を掲げたがジェンダー平等は進展なしの安倍政権

菅政権は安倍擬似内閣  変化は期待できない
◉三浦まり

空疎だった安倍改憲の末路

分断のアクセル踏んだ真の狙い
◉永田政徳

凱風快晴ときどき曇り  特別編

道徳的誠実さの欠如
◉内田 樹

独走！全国がん登録データを読み解く
◉明石昇二郎

〝最後  の見学会に2600人強が参加

福島・浪江町 学校解体
〝壊される震災の歴史  に抗う人々
◉文／藍原寛子　写真／島崎ろでぃー

第2期 金曜ジャーナリズム塾（第1講）
組織の枠を超えて学ぶ機会を◉新崎盛吾
「何を伝えたくて記者になったのか」
という原点を忘れない◉澤 康臣
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総裁選で勝利確実な菅義偉氏の次の一手

もはや疑えない福島での「がん多発」
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3　風速計
メディアは
自民党総裁選一色
その陰で、SOSが……
◉雨宮処凛
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【本】
『ルポ つながりの経済を創る　スペイン発
「もうひとつの世界」への道』◉伊高浩昭
『民衆暴力　一揆・暴動・虐殺の日本近代』
◉武田砂鉄
『贈与の系譜学』◉永田 希
【映画】
『窮鼠はチーズの夢を見る』◉相田冬二
【音楽】『イン・ア・ステイト・オヴ・ジャズ』
◉二本木かおり
【映画】
『おかえり　ただいま』◉小宮純一
【TVドキュメンタリー】
◉ワタナベ=アキラ
【インタビュー】今村彩子監督
監督でなく友達としてカメラを回し続けた
◉秋山晴康

不謹慎な旅  （28） ハンセン病「重監房」と「継承講話」
苦患の闇を照らす
◉写真・文／木村 聡
たとえば世界でいま
米国／元側近バノン氏逮捕のなぞ◉マクレーン末子
ロシア／ナワリヌィ氏暗殺未遂事件◉常岡浩介

〝菅首相  で進む？「放送の不自由」◉臺 宏士
言語道断、ＮＨＫ経営委員会◉戸崎賢二
鈴木邦男  ハンセイの記（16）
無実訴え続ける林眞須美さん
続き読み物「この男イヤだ」（33）
ユリ
◉石坂 啓

それでもそれでもそれでも（411）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉粟野仁雄、長野良市
西村仁美、吉田啓志、片岡伸行、深谷桂子
さらん日記 
政治時評◉西川伸一
黒風白雨（66）◉宇都宮健児
経済私考◉高橋伸彰
松崎菊也の無責任架空対談（328）
貧困なる精神（573）◉本多勝一
ヒラ社長が行く（88）◉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

【お知らせ】
「ジェンダー情報」は休載します。
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言葉の広場
情に流されることなく◉坂井直樹
安倍氏が残した破壊の爪痕◉小畠恵子
「安倍美談」はごめんだ！◉宮原 修
「悪夢」を見たような◉池上 博
言葉の意味と力を失わせた◉秋吉隆雄
爽快感のない終焉◉村山邦夫
負の政治遺産をいかに減らすか◉亘 幸男
金曜川柳◉石寺北次郎、内田安彦、虚の虫
佐藤 順、甲斐哲也、８月の最優秀作品　島尻 卓
イラストレーション◉高橋 誠

論考
韓国の元徴用工被害者への補償問題　
「完全解決」は本当にそうか◉土岐直彦

もともとがんは、ある程度
の割合で被曝と関係なく発
生するものだが、それを被
曝が〝押し上げて  しまう。
政府はただちに疫学調査を
行ない、原発事故と悪性腫
瘍との関係を調査する必要
がある。（提供／PIXTA）

メディアウオッチ

今週の表紙
【新型コロナウイルス】
感染拡大を抑制するための
効果的なPCR検査戦略とは
◉植田武智
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