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コロナと基地 二重の苦悩を抱える沖縄
埋め立てめぐり地方議会に意見書採択求める動き

遺骨眠る土で基地つくるな
◉平野次郎
沖縄は全国でも最悪
コロナ感染拡大で｢命の選択せざるを得ない状況｣
◉篠原知恵
〈政治時評〉拡大版  沖縄から見た土地規制法案の戦前回帰

「軍事を再び公共と位置づける」◉阿部 岳
キャンプ・シュワブゲート前での座り込みで逮捕
「私を逮捕するよりアベを逮捕すべきでしょう」
◉具志堅なつ
沖縄県知事の諮問機関「万国津梁会議」が新たな提言  
辺野古は「最もありえない選択肢」◉柳澤協二
沖縄を考えるドキュメンタリー映画
『夜明け前のうた  消された沖縄の障害者』◉岩本太郎
『沖縄と本土  一緒に闘う』◉中村富美子
【スクープ】五輪組織委、「開催中の中止」にまで言及
迷走にパートナー企業は驚愕◉Tａｎｓａ

学生有志の会、３月末までの納入期限延長を要求
未入学大学への入学金支払い平均30万円が
進路を歪める◉はじめすぐる

花巻の風05  鈴木寛太さん  佐藤直人さん   

ゼロからスタートでぶどう農家へ◉北山公路

強制動員訴訟への消極的判断が相次ぐ理由
「対日融和」への政治的判断ではない◉山本晴太

P28

P20

18

23

P13

P16

P17

26

28

36

P23

3　風速計
土地規制法の危うさ
◉中島岳志

©2021金曜日 
本誌に掲載した記事・写真の
無断複写や転載を禁じます

42

44

46

52

54

55

56

【本】
『もう死んでいる十二人の女たちと』  ◉五所純子
『福島モノローグ』◉長瀬 海
『「自分らしさ」と日本語』◉武田砂鉄
【映画】
『ラプソディ オブ  colors』◉神田桂一
【音楽】
『エンドレス・アーケイド』◉長利清之
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経済私考◉佐々木実
橋本勝の風刺画報（27）
【再開】本多勝一の俺と写真（272）
ヒラ社長が行く（125）◉植村 隆
読者会から
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今週の表紙
沖縄県名護市辺野古の米軍
キャンプ・シュワブ沿岸 K-9
護岸では、新基地建設の埋め
立て用土砂の搬入作業が行な
われていた。この沖はジュゴン
の生息地。6月3日。
（撮影／山城博明）
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