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大阪市立小学校長が松井市長に「提言」

オンライン授業の混乱で
「胸をかきむしられる思い」◉永尾俊彦
隣交を考える  平和と政経分離。かけ算で

元中国大使・丹羽宇一郎氏に聞く◉古谷浩一

憲法
コロナ危機を「チャンス」にして改憲に利用する自民党
感染症拡大は憲法が要請する政策を
行なわなかった政府の責任
◉清末愛砂
自民党憲法改正草案が目指す国の姿
天皇と国と家族　
そのために自らを捧げる人たちの国にしたい
自民党の憲法◉田中優子

廃炉
3・11から10年〈見えない化〉に抗う（５）
廃炉  虚構のロードマップ
スリーマイル、チェルノブイリに学ぶ「事故炉廃炉」の法的定義

「福島第一原発の廃炉」を
法律で定める必要がある◉尾松 亮

日本原子力学会委員会が報告
2051年までの廃炉完了は「現実的に困難」◉佐藤和雄
日本原子力学会「廃炉検討委員会」宮野廣委員長に聞く
「まったく本来のロードマップではありません」
2021年、新型コロナとどう闘うか　
シリーズ医師に聞く（９）大谷義夫さん
対策徹底しても感染する第４波のコロナの怖さP46
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3　風速計
大好きな国で
◉崔 善 愛
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【本】
『nigger ディック・グレゴリー自伝』  ◉藤田 正
『男性性の探究』◉澁谷知美
『理不尽ゲーム』◉高原 到
『原子力の精神史ーー〈核〉と日本の現在地』
『核と放射線の現代史　開発・被ばく・抵抗』
◉山岡淳一郎
『夷

い

俘
ふ

の叛逆』◉渡部義弘
『いばらき原発県民投票の会報告書  話そう 選
ぼう いばらきの未来』◉薄井崇友
【映画】『のさりの島』◉田沢竜次
【音楽】『1975』◉松村 洋
【美術】マーク・マンダースーーマーク・マンダース
の不在◉アライ=ヒロユキ
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

メディアウオッチ

大規模接種「架空予約」取材手法をめぐる議論
◉臺 宏士
マリエ氏による性搾取文化の告発を 
エンタメネタと扱うウェブメディア◉李 美 淑
土地収奪の動きを加速化するイスラエル
停戦合意でも終わらない
パレスチナ人への人権侵害◉山村順子
「難民」の再「難民」化   侵略と戦争犯罪の歴史
空爆後も続くガザからの「叫び」
◉本田雅和
西表島に渡った台湾人の歴史に迫る
『緑の牢獄』の奥深さ◉西 亮太
【インタビュー】黄インイク監督
【インタビュー】『ペトルーニャに祝福を』 
テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督

それでもそれでもそれでも（445）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉西中誠一郎、松岡宗嗣
片岡伸行、篠原知恵
さらん日記
政治時評◉望月衣塑子
半田滋の新・安全保障論（15）
STOP！9条改憲（81）◉高田 健
6月の原発裁判◉脱原発弁護団全国連絡会
経済私考◉浜 矩子
櫂未知子の金曜俳句（134）
肯（うべな）わぬ者からの手紙（25）◉山口 泉
松崎菊也の無責任架空対談（344）
橋本勝の風刺画報（26）
ヒラ社長が行く（122）◉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（26）◉想田和弘
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【食】
「みどりの食料システム戦略」に見る
バイオテクノロジー偏重
◉天笠啓祐
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言葉の広場　
憲法99条の衝撃◉宮坂 亨
憲法記念日に思ったこと◉片岡英夫
憲法の意義と憲法改正◉大塚 直
国体護持と五輪開催◉豊森 淳
東京五輪問題　称賛される決断を◉大澤 尚
海洋放出は東京湾へ◉佐藤昌明
汚染水の海洋放出　DNAへのリスクも◉藤井 満
身分証明書から見る貧困◉大西 賢
＃教師のバトン◉細江隆一
金曜川柳◉内田安彦、高木正明、だんこ虫
添野 匡、植田文隆
イラストレーション◉柴田克己

論考
小選挙区と投票率◉金子 勤

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

【お知らせ】
「貧困なる精神」、「ジェンダー
情報」、「Tansa」は休載します。

今週の表紙
東日本大震災・原子力災害
伝承館で、東京電力福島第
一原発事故の様子を再現し
た展示。廃炉作業は困難
を極め、先行きは不透明だ。
（2020 年９月20日撮影。
福島県双葉町。提供／共同）
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