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前代未聞の五輪
緊急事態宣言下

「狂気の沙汰」の五輪開催◉内田 樹

「お国のため」の子どもをつくる？

オリパラ教育の集大成は
コロナ禍での観戦◉永尾俊彦

誘致、スポンサー、新型コロナの専門家
五輪翼賛体制はこうしてつくられた◉山岡淳一郎

名古屋・大阪の「表現の不自由展・その後」
繰り返される「中断」に問われる行政の姿勢◉井澤宏明
海渡雄一×三上智恵
住民が住民を監視しかねない土地等規制法
戦争へと向かう有事・緊急時には
全国どこでも悲劇が起こりうる
中国電力が新設狙う上関原発に法的不備
「地質調査に法的根拠はない」と原子力規制庁◉山秋 真
新たにホームレスになる人が続出する懸念も
五輪理由に困窮者を避難先ホテルから排除◉瀬戸大作
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件03
自衛隊が着いたのは14日午前４時
◉Tａｎｓａ  中川七海

花巻の風06  福田一馬さん  高橋 亮さん   
リノベーションまちづくりの
トップランナーたち◉北山公路

日本の農業は守れるか（下） 藤原辰史氏インタビュー
「飢餓を救う」の大義名分に隠された欺瞞  　 
種子は人間関係を実らせる◉聞き手・まとめ／粟野仁雄
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最も弱い層を踏みにじる
オリンピック
◉雨宮処凛
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【本】
『象の皮膚』◉長瀬 海
『私は自分のパイを求めるだけであって人類を救
いにきたわけじゃない』◉武田砂鉄
『私が原発を止めた理由』◉粟野仁雄
【映画】
『サンマデモクラシー』◉田沢竜次
【音楽】
ミャンマーのプロテスト・ソング◉松村 洋
【美術】
アナザーエナジー展：世界の女性アーティスト
16人◉アライ=ヒロユキ
【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】◉植松青児（編集部）

メディアウオッチ

記者逮捕に抗議しない北海道新聞◉臺 宏士
嫌がらせＳＮＳの背景に女性蔑視◉田中洋美
たとえば世界でいま
エチオピア／全土に広がるティグレ戦争◉常岡浩介
◆フランス／DV裁判で画期的判決◉プラド夏樹

自由と創造のためのレッスン（108）
現代社会は「競争社会」ではない◉廣瀬 純
映画『サンマデモクラシー』
山里孫存監督に聞く

それでもそれでもそれでも（452）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉内田聖子、片岡伸行
小石勝朗
さらん日記
ジェンダー情報◉小川たまか、山口慧子
宮本有紀
政治時評◉西川伸一
経済私考◉佐々木実
橋本勝の風刺画報（28）
黒風白雨（73）◉宇都宮健児
ヒラ社長が行く（129）◉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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言葉の広場　
聴いたことのない楽曲に少年の心は弾んだ◉小野正雄
懐かしの『坊ヶツル讃歌』◉岩本泰雄
ヘイトと闘うために学びの大切さ◉山下暁子
再犯を防ぐためにノルウェーの刑務所から学ぶ
◉立花トシ子
ラジオが聞けなくなる！◉竹内俊輔
希望退職を募る会社とは◉近藤喜夫
ヤゴ救出作戦◉大澤 尚
金曜川柳◉横田里香、山口良風子、内 悧、添野 匡
黒潮棋士　６月の最優秀作品  アヤメ
イラストレーション◉春山昌二
みんなの写真展◉佐藤明吉

論考
家制度の亡霊が阻む個人の幸福◉森 亮子
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今週の表紙
東京五輪・パラリンピック
のメインスタジアム、新国立
競技場。1週間後の7月
23日、ここで〝犠牲の祭典 〝
の幕が開く。すったもんだの
末、一部を除き無観客となっ
た。（提供／共同）

【お金】
リフォームにかかわる補助や減税措置、
有効活用していますか？
◉内藤眞弓
新・買ってはいけない（320）
「マルチビタミン」の表示にごまかされるな
◉渡辺雄二
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はまぐりのねごと（100）◉中山千夏
下段俱楽部（100）◉矢崎泰久
なまくらのれん（187）◉小室 等
写日記（187）◉松元ヒロ
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【お知らせ】
「俺と写真」は休載します。
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