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ようやく公開された森友問題
「赤木ファイル」 
安倍前首相公式ツイートが｢3回目の殺人｣
◉相澤冬樹

文書の廃棄や改ざんによる
情報公開逃れと国会軽視◉三木由希子

２０２１政治決戦  キーパーソンに聞く 第2回

辻元清美 立憲民主党副代表 単独インタビュー
「私に石を投げてくる人の命も、暮らしも、
人権も守らなきゃいけないのが
政治家の仕事」◉聞き手／文 聖 姫
素朴な疑問に答えます

新型コロナワクチンＱ＆Ａ◉天笠啓祐

菅ワクチン政局（下） 偽薬試験の壁を突破できない　 
国交省出身、和泉首相補佐官が主導する
国産ワクチン開発◉山岡淳一郎

イスラエルの民族浄化とアパルトヘイトに高まる批判

シナリオは今、 書き換えられようとしている
◉岡 真理

日本の民俗信仰  祀りをたずねて（15）
観音信仰◉写真・文／山田しん
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件02
渡辺大熊町長は双葉病院を確認せず避難
◉Tａｎｓａ  中川七海

〝日の丸ヤミ金 〝 奨学金 第4回 若者から搾取する「日本学生支援機構」
違法回収に加担する顧問弁護士◉三宅勝久
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3　風速計
打つべきか、
打たざるべきか
◉想田和弘
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【本】
『さよならテレビ　ドキュメンタリーを撮るという
こと』◉武田砂鉄
『ルワンダでタイ料理屋をひらく』◉寺尾紗穂
『ヘイトをとめるレッスン』◉長瀬 海
【映画】
『わたしはダフネ』◉中村富美子
【音楽】
『東京五輪音頭』◉藤田 正
【映画】
『息子のままで、女子になる』◉田沢竜次
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

たとえば世界でいま
イスラエル／ネタニヤフ終焉、新政権の行方◉山森みか
◆イラン／大統領選で保守強硬派当選◉常岡浩介

メディアウオッチ

映画『宮本から君へ』  助成金不交付に「違法」判決
◉臺 宏士
「表現の不自由展」東京開催延期、
ジャーナリズムの役割は？◉本田雅和
新しい日常を描いた映画『東京自転車節』
青柳拓監督に聞く
◉九龍ジョー

それでもそれでもそれでも（450）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉徃住嘉文・本田雅和
岩本太郎、土岐直彦、本誌編集部
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（27）◉内田 樹
政治時評◉佐藤甲一
経済私考◉高橋伸彰
本多勝一の俺と写真（274）
犬が王様を見て、何が悪い？（87）◉四方田犬
彦ヒラ社長が行く（127）◉植村 隆
編集委員から
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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言葉の広場　
やっぱりジュリーが一等賞◉高柳俊彦
思い出の７０年代、８０年代◉内田 務
大坂なおみ選手の「うつ病」告白に思う
◉中川佳郎
感染研と感染（探知）犬◉寺田曉弘
オリンピックで市民を殺すな◉豊森 淳
長崎被爆者との再会◉好村光樹
米兵の息づかい◉佐々木洋子
正義が重たい◉宗岡俊二
金曜川柳◉内田安彦、昔の美少年、横田里香
添野 匡、金子雄一
イラストレーション◉柴田克己
みんなの写真展◉堀 秀夫

論考
７４年前の台湾で失踪した人々を知りませんか
◉青山惠昭

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙
辻元清美さんとは29年前、ブラジ
ルで開かれた地球サミットの会場
で、各国の環境政策を巡り毎日の
ように激論を交わした。彼女は日
本のＮＧＯを代表する論客、私は
新聞記者でともに若かった。が、彼
女の「なんでやねん」精神は今も
健在だった。（撮影／本田雅和）

48
48
50
51

はまぐりのねごと（99）◉中山千夏
下段俱楽部（99）◉矢崎泰久
なまくらのれん（186）◉小室 等
写日記（186）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 577 集

新・買ってはいけない（319）
「粉末すし酢」にだって添加物の落とし穴
◉沢木みずほ

40

く　ら　し　の　泉
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