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権力維持優先の菅首相が狙う「国会開かず衆院選」

横浜市長選で野党系に惨敗しても
〝菅降ろし 〝広がらぬ自民の末期症状
◉南 彰

【アフガニスタン】タリバーンを孤立させれば報復につながる 

〝軍隊 〝を派遣していない日本だから
可能な対話を◉谷山博史

東京五輪が遺したもの
ナショナリズム煽動の場にした
「国旗・国歌」報道◉髙嶋伸欣

青木正美さんに聞く  「自宅死」を増やさないための提言
まずは検査と大規模病床の確保を 
それでなければ日本は滅びる
｢自分の権力維持ファースト｣に五輪を利用

政治家たちの自己保身のせいで、
われわれの命が危険に◉望月衣塑子

ラジオが面白い（下）　
◉藤田 正　岩本太郎  
『ラジオ深夜便』
面白いものを詰め込んだ「究極の大人の雑誌」
投 書 私の推し番組
『民謡で今日拝なびら』
三線と琉歌で沖縄の心を伝える
『ウィークエンドサンシャイン』
音楽にウソをつかない選曲の魅力
変貌著しいLuckyFM茨城放送
阿部重典社長が語る関東全域への売り込み戦略

14

  6

20

24

P14

26

27

28

P27

P28

P12

3　風速計
人間でなくなる
システム  
◉崔 善 愛  
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【本】
『サボる哲学  労働の未来から逃散せよ』
◉武田砂鉄
『「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし』
◉北原みのり
『波  新訳版』◉長瀬 海
『ホワイト・フラジリティ  私たちはなぜレイシ
ズムに向き合えないのか？』◉鄭優希
『最後まで読まれなかった 「クリスマスの物語」
 川崎市中学生いじめ自死事件調査報告書から』
◉松島佳子
『日本の体罰  学校とスポーツの人類学』◉早尾貴紀
【映画】『大地と白い雲』◉中村富美子
【音楽】『クレッセント』◉後藤 誠
【映画】『終わりの見えない闘い  新型コロナウイ
ルス感染症と保健所』◉西村仁美
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

メディアウオッチ
五輪｢中止｣訴えていた５紙の社説は？◉臺 宏士
「子の連れ去り」訴える男性に同情的な 
メディアに必要なリーガルチェック◉太田啓子
花巻の風07  菅原治郎さん  平賀恒樹さん   
夢をカタチに。やりたいことを仕事にする◉北山公路
女性たちに勇気を与えたカミングアウトから30年
金学順さんのあまり知られていないこと（後編）
◉佐藤和雄
対 談『東京クルド』日向史有監督×
「牛久入管収容所問題を考える会」田中喜美子代表 
日本で育ったクルド難民申請者、
彼らの夢を誰がつぶしたのか

それでもそれでもそれでも（457）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉本田雅和、永尾俊彦
西中誠一郎
さらん日記
経済私考◉浜 矩子
半田滋の新・安全保障論 （21）
9月の原発裁判◉脱原発弁護団全国連絡会
櫂未知子の金曜俳句（137）
STOP！9条改憲（84）◉高田 健
肯（うべな）わぬ者からの手紙（28）◉山口 泉
ヒラ社長が行く（134）◉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（32）◉想田和弘
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言葉の広場　
中沢啓治さんの作品を薦められて◉大塚 直
父から聞いたこと◉安並真智
「東京裁判」の記録◉渡辺正彦
『火垂るの墓』と食料◉横林政美
老骨に鞭打ってスタンディング◉胡口靖夫
「もう一隻の船」への疑問◉池田幹子
興味深かった連合会長との対談◉武田俊男
金曜川柳◉あんこ、金子雄一、フクスケ、小坂武弘
さっ茶　７月の最優秀作品  横田里香
イラストレーション◉山本光範
みんなの写真展◉七尾寿子

論考
戦争の恐ろしさ　平和の大切さ
その教えのバトンをつなげたい◉村上文女

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙 コロナ患者の往診を続け
る東京都内診療所の医
師は「往診の要請がきて
も電話での健康観察にと
どまり、容体悪化で亡くな
るケースも出てくるかもし
れない」と話す。8月13日。
（提供／共同）

【お金】
災害で被害を受けた住まいの再建、
どんな保険が必要ですか？  
◉内藤眞弓  

40

く　ら　し　の　泉

【お知らせ】
「俺と写真」、「Tansa」、
「ジェンダー情報」、｢政治
時評｣は休載します。
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はまぐりのねごと（102）◉中山千夏
下段俱楽部（102）◉矢崎泰久
なまくらのれん（189）◉小室 等
写日記（189）◉松元ヒロ
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