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ラジオが面白い（上）　

◉阪 清和　初沢亜利　藤田 正　伊田浩之
『斉藤一美 ニュースワイドSAKIDORI !』
たくさんのひとりに伝わるように
報道現場が総がかり
radiko青木貴博社長に聞く
「ラジオの温かみを、時間やエリアを越えて伝える」
楽しいトークと音楽、リスナーからのメッセージ

ラジオは「日常」を伝え続ける◉やきそばかおる

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』
「気づいたら何年も聞いている
そんな番組にできたらいいな」
『こころをよむ』 「お笑い」のチカラ
穏やかに語る人と人とのつなげ方
『ヒコヒコジョッキー「ラジオマンの憂鬱」』
会長が１人で放送する〝49歳以下お断りラジオ 〝
『怪談ラヂオ～怖い水曜日』
その体験がなぜ怖いのかまで考えさせる
投 書 私の推し番組
『荻上チキ・Session』
考える基礎体力を
リスナーと一緒に身につける
『アイヌ語ラジオ講座』
基本的な言葉や文化に耳からなじむ
『オールナイトニッポンMUSIC10』（森山良子）  
音楽を大切に人の温かさを伝える
『HONMOKU RED HOT STREET』
音楽ファンを育てるイカした選曲と構成
『森谷佳奈のはきださNIGHT!』
ハイテンションの本音トークが２時間炸裂
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3　風速計
「共生」か
「絶滅作戦」か
◉想田和弘
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【本】
『貿易戦争は階級闘争である　格差と対立の隠
された構造』◉永田 希
『新世紀のコミュニズムへ　資本主義の内から
の脱出』◉高原 到
『もう革命しかないもんね』◉五所純子
【映画】
『モロッコ、彼女たちの朝』◉中村富美子
【音楽】
『マザー・ネイチャー』◉長利清之
【映画】
『恋の病』◉田沢竜次
【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】◉小林和子（編集部）

基礎疾患なく、軽症で自宅療養中だった
一人暮らしの30代男性が死亡
このままでは自宅で殺される 
感染爆発で
「災害に近い状況」
◉山岡淳一郎

たとえば世界でいま
フランス／予想外の大統領選前哨戦◉プラド夏樹
中国／三人っ子政策に市民は辟易◉佐藤さとみ

自由と創造のためのレッスン（109）
民衆蜂起から新憲法制定へ
◉廣瀬 純

それでもそれでもそれでも（456）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉吉方べき、吉田啓志、
本田雅和
ジェンダー情報◉小川たまか
さらん日記
政治時評◉阿部 岳
経済私考◉佐々木実
雨宮処凛のらんきりゅう（78）
橋本勝の風刺画報（29）
松崎菊也の無責任架空対談（349）
ヒラ社長が行く（133）◉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　
南の島から皇居遥拝◉仲 誠一
国道９号と憲法９条◉池上 博
くるみボタンに込められた平和への祈り
◉高柳俊彦
こんな日本に来てくれてありがとう◉中川佳郎
新型コロナワクチン 気になる企業からの寄付
◉横林政美
「人生３００年」のススメ◉金子 勤
金曜川柳◉目異人、さっ茶、内 悧、内田安彦
小泉親種
イラストレーション◉隠岐太郎
みんなの写真展◉御手洗実

論考
衆参国会議員への質問状 
投じた小石の波紋を実感◉秋山信孝

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙
ラジオは不思議なメディア
だ。自分のためにパーソナ
リティーが話していると感
じる。深夜放送ではなおさ
らそう思う。リスナーとの双
方向性をとても大切にし
ているのだ。（イラストレー
ション／伊藤ハムスター）

【食】
アニマルウェルフェアの視点で見ると
国産鶏肉と輸入鶏肉どちらが健康？  
◉植田武智
新・買ってはいけない（321）
「ＢＥＥＲＹ」は炭酸飲料？　
それともお酒？
◉渡辺雄二

42

く　ら　し　の　泉

【お知らせ】
「俺と写真」、「Tansa」、「メ
ディアウオッチ」は休載します。
「花巻の風」は8月27日号に
掲載します。
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