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〝犠牲の祭典 〝東京五輪
中野晃一・上智大学教授インタビュー

東京五輪は「国威発揚」案件であり
「アベノミクスの残骸」でもある
◆出場権獲得の機会を奪われた選手たち◉佐藤和雄

宇都宮健児さんインタビュー
これ以上生活と命の犠牲を求めるのか
開催反対に40万超の署名
五輪中止損害報道に惑わされるな
コロナ禍開催のほうが経済的損失大◉鷲尾香一

差別と開催地蹂躙こそ五輪の歴史
「平和の祭典」という虚構から目覚めよう◉井谷聡子

コロナ禍における時短命令は合憲か
グローバルダイニング訴訟は
「あなたが自由をどう考えるか」の試験紙だ
◉はじめすぐる
【提携連載企画】高齢者狙う新聞販売04
新聞労連の動きは鈍く◉Tａｎｓａ

現地ルポ  三重・芦浜原発が撤回されたまち
20年あまり経っても残る「国策」の傷痕
◉大瀧哲彰

｢どちらでもいいけど、やめた方がいいんじゃない？｣

コロナ禍の混沌◉写真・文／初沢亜利

 「楠公さん」復権へＮＨＫ大河ドラマ誘致の動き
「戦前の『臣民』教育検証せず
史実より道徳優先」と疑問の声
◉文・写真／平野次郎P41
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3　風速計
やぎさん答弁
◉田中優子
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【本】
『第三帝国　ある独裁の歴史』  ◉高原 到
『気候を操作する　温暖化対策の危険な「最終
手段」』◉永田 希
『司法はこれでいいのか。裁判官任官拒否・修
習生罷免から50年』◉田沢竜次
『持たざる者たちの文学史　帝国と群衆の近代』
◉東 琢磨
『沖縄・宮古島  島尻の秘祭 ウヤガン』◉藤田 正
『〈体育会系女子〉のポリティクス』◉竹﨑一真
【映画】『グリード ファストファッション帝国の真
実』◉さこうますみ
【音楽】『54年のゴールドベルク変奏曲』
◉二本木かおり
【映画】『逃げた女』◉中村富美子
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

メディアウオッチ

首相会見取材規制問題で足並み揃わぬ記者会
◉臺 宏士
米メディア理論家ラシュコフ氏の新著邦訳刊行
◉小池モナ
【インタビュー】
『たゆたえども沈まず』 遠藤隆監督
たとえば世界でいま
中国／「東京五輪支持」の思惑◉佐藤さとみ
◆在日ビルマ外交官が解任、強まる圧力◉北方農夫人

不謹慎な旅 （37） エジプト・カイロ
豚の場所◉写真・文／木村 聡
自由と創造のためのレッスン（107）
「パレスチナはフェミニズムの課題だ」
◉廣瀬 純
市民有志が衆参全国会議員へ質問状
安倍晋三氏の議員辞職勧告決議に
賛成しますか？◉秋山信孝

それでもそれでもそれでも（447）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉岩本太郎、小川たまか
稲垣美穂子、西村仁美
さらん日記
半田滋の新・安全保障論（16）
政治時評◉榎本順一
松崎菊也の無責任架空対談（345）
ヒラ社長が行く（124）◉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（27）◉想田和弘
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【お金】
使える控除はもれなく使おう　
意外と知らない控除のいろいろ  
◉内藤眞弓
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60

63

言葉の広場　
あの事件から沖縄を知ろうと考えた◉片岡英夫
自然界のトリチウム　大部分は核実験によるもの
◉高島武雄
住宅地での監視カメラ　監視社会への危惧
◉藤原英信
スポーツの二つのタイプ◉池上 博
ワクチンのネガティブな情報をもっと◉寺田暁弘
久保敬校長の「提言」に賛意を表して◉柿沼昌芳
金曜川柳◉だんこ虫、小坂武弘、大藤総一郎
芦沢 潤、アヤメ
イラストレーション◉高橋 誠

論考
「慰安所の軍の関与」を語った元憲兵の遺志を継ぐ
◉竹本和義

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

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

今週の表紙
徳島県で行なわれた聖火リ
レーで、警備員に取り囲まれて
走るランナー。開催への賛同
を強く求めながら、なるべく見
に来ないでほしいと訴える矛
盾に満ちたイベントと化した。
（提供／宮武健仁・アフロ）
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