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事実上分裂した社会民主党

社民存続派も立憲合流派も理解し合う
異例の「平和的決定」◉伊田浩之
トランプ氏が、負けを受け入れたくないこれだけの理由

脱税、ロシア疑惑、司法妨害、セクハラ
◉先川信一郎

バイデン氏勝利に沈黙する国々の思惑
北朝鮮／もっぱらの関心事は外交より経済◉文 聖 姫
中国／「内政」に干渉するなという本音◉佐藤さとみ
ロシア／プーチン大統領にとって不都合な動き◉常岡浩介

どう向き合う？ 
ＡＬＳ患者嘱託殺人事件
24時間体制の「重度訪問介護」でも足りないものは？

当事者の「暮らし」から考える
生きる権利・死ぬ権利
◉越膳綾子
吉野英医師に聞く  ＡＬＳ患者を見守る医師の思い
「希望や可能性が少しでもあれば
患者さんの考え方も変わります」◉秋山晴康
【座 談 会】海老原宏美、川口有美子、雨宮処凛
人工呼吸器、着ける？着けない？

「生きている意味」を問わない社会へ
京都朝鮮学校の名誉毀損事件で問われた「人種差別的動機の反映」

ヘイトを野放しにする社会を
次代に引き継ぐわけにはいかない
◉写真／中山和弘  文／中村一成

冤罪！ 恵庭殺人事件

多くの疑問から浮かぶ 20年前の事実◉木村嘉代子
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3　風速計
ＤＶ男の粘着
◉想田和弘
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【本】
『テクノロジーの世界経済史  ビル・ゲイツのパラ
ドックス』◉永田 希
『私とあなたのあいだ  いま、この国で生きると
いうこと』◉武田砂鉄
『菅=あきまへん  菅義偉+維新⇒ IR バクチ
大阪都へ』◉粟野仁雄
【映画】
『滑走路』◉さこうますみ
【音楽】
『ヨクナイモノ』 ◉藤田 正
【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】
◉渡辺妙子（編集部）選

不妊治療の支援拡大議論始まる
保険適用には課題山積◉吉田啓志
先住民族政策をめぐって
すれちがうアイヌと日本◉平田剛士
自由と創造のためのレッスン（100）
ＣＯＶＩＤ-19危機と新たな福祉◉廣瀬 純

米新政権で論調分かれた在京紙と沖縄紙◉臺 宏士
人種差別への謝罪を始めた米新聞社◉小池モナ

それでもそれでもそれでも（421）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉岩本太郎、横田 一
樫田秀樹、つる詳子、井澤宏明
ジェンダー情報◉宮本有紀、山秋 真
さらん日記 
凱風快晴ときどき曇り（14）◉内田 樹
政治時評◉阿部 岳
経済私考◉佐々木実
橋本勝の風刺画報（20）
貧困なる精神（580）◉本多勝一
ヒラ社長が行く（98）◉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

02
06

10
11
25
37
38
57
62
63
64
64
66

48
48
50
51

はまぐりのねごと（85）◉中山千夏
下段俱楽部（85）◉矢崎泰久
なまくらのれん（172）◉小室 等
写日記（172）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 563 集
文字盤でコミュニケーション
をとるＡＬＳ患者の岡部宏
生さん。日本ALS協会理事、
DPI日本会議常任委員、「特
定ＮＰＯ法人境を越えて」
理事長などを務める。自宅
にて。（撮影／柏原絵美）

今週の表紙

シリーズ  転ばぬ先の「介護」（8）
介護で死に方学べます◉田辺鶴瑛
【食】
弱者泣かせのGoToイート  
ウェブ優先の販売方法はいかがなものか
◉垣田達哉
新・買ってはいけない（306）
効果は本当に「トリプル」ですか？
◉渡辺雄二
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言葉の広場
小さな仏壇にしました◉清水 直
民主主義と論理性◉岸田 久
新自由主義経済とは「経済」なのか◉片岡英夫
1票の格差  是正すべきか◉永作 肇
若者はなぜ政治に無関心なのか◉柿沼昌芳
視覚のバイアス◉久保田竜子
金曜川柳◉小坂武弘、石寺北次郎、木村ひろし
島尻 卓、曽根普康
イラストレーション◉徳永 慧
みんなの写真展◉貫井 正

論考
社民党分裂へ　健全な野党合流の道を開くには
◉菅島章文
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