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２０２１政治決戦  キーパーソンに聞く 第１回

志位和夫 日本共産党委員長 単独インタビュー
「政権交代、一気にやらなくちゃ」
◉聞き手 佐藤和雄
インタビューを終えて◉佐藤和雄

保守の私が、なぜ共産党の政策に共鳴するのか
◉中島岳志

五輪を汚すのは誰だ？
土壇場の東京大会
「オッサン政治」で汚された東京大会◉本田雅和

二宮清純さんに聞く組織委の課題
ワンマンチームからワンチームへ脱皮を◉聞き手 伊田浩之
五輪開催と女性会長で「解決」ではたまらない
攻撃恐れ黙れば次の世代が同じ苦労◉望月衣塑子

森喜朗オリパラ組織委会長と政治献金
五輪関連業者などから5年間で3億円超◉山口敏夫

ソウル中央地裁「慰安婦」判決を読み解く
人間の尊厳重視する現代国際法の潮流映す◉阿部浩己
「『慰安婦』動員は日本帝国の主権行為」と認定
ソウル中央地裁「慰安婦」判決全文（2）
〈政治時評〉　拡大版「辺野古に陸自」極秘合意を暴く

組織超えたメディア連携の希望◉阿部 岳

新連載 花巻の風 ０１
マルカンビル大食堂を復活させた小友康広さん◉北山公路
2021年、新型コロナとどう闘うか  シリーズ 医師に聞く（4）　
大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授・大阪大学名誉教授

宮坂昌之さん（上）　

新型コロナに効く免疫と抗体の可能性
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エイジズム
◉想田和弘
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【本】
『近代日本の音楽百年　黒船から終戦まで』
◉松村 洋
『ヒューマン・ネットワーク  人づきあいの経済学』
◉永田 希
『原子力の哲学』◉高原 到
【映画】
『ある人質  生還までの398日』◉さこうますみ
【音楽】
『ルイジ・ノーノ：ノスタルジー的ユートピア的
未来の遠景』◉二本木かおり
【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】◉𠮷田亮子（編集部）選

たとえば世界でいま
香港／香港統治、方向転換の懸念◉谷垣真理子
ロシア／ナワリヌィ氏、実刑で収監◉常岡浩介

メディアウオッチ

改正感染症法、気になる報道への影響◉臺 宏士
森氏発言の差別性を認識させたのはSNSの声
◉林 香里

それでもそれでもそれでも（433）◉齋藤陽道
金曜アンテナ◉鈴木博喜、北角裕樹、
アライ＝ヒロユキ、小石勝朗、片岡伸行
ジェンダー情報◉宮本有紀
さらん日記 
凱風快晴ときどき曇り（19）◉内田 樹
経済私考◉佐々木実
STOP！9条改憲（76）◉高田 健
松崎菊也の無責任架空対談（338）
橋本勝の風刺画報（23）
貧困なる精神（589）◉本多勝一
ヒラ社長が行く（110）◉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
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志位和夫さんは撮り手泣かせ
だ。なかなか笑ってくれない。
が、その言葉には時々はっと
させられる。政権協力とは枝
野幸男さんを総理にすること？
えっ？ と思った瞬間、目と口
元がいたずらっぽくニヤリとほ
ころんだ。（撮影／本田雅和）

今週の表紙

【電磁波】
スマホ使用による乳がんリスクで新研究　
胸の近くにスマホを置いてはいけない
◉植田武智
新・買ってはいけない（311）
納得いかない実験で
免疫機能維持をうたう「iMUSE」
◉渡辺雄二

44

46
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58

61

言葉の広場　
自衛隊は国民を守るのか◉徳本公子
『ベ平連とその時代』◉片岡英夫
動物たちをめぐる三つの問いかけ◉藤井 満
日本を象徴する森氏の女性差別発言◉小畠恵子
ゴルフをやめなかった人◉池上 博
現代社会の安易な罰則への依拠◉柿沼昌芳
コロナ禍の中で２人の孫たちは◉関根ふじ子
市民の声を聞かない市政　私たちは動き出した
◉竹岡健治
金曜川柳◉三浦博司、虚の虫、添野 匡
木村ひろし、二川昌子　
１月の最優秀作品　金子つとむ
イラストレーション◉秦 明広

論考
日本は過去の植民地支配にどう向き合うべきか
◉西光之輔

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

【お知らせ】
「鈴木邦男ハンセイの記」は休載します。
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