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避難者殺到のカブールでＩＳによる爆破、米が報復

混迷のアフガニスタンタリバーン、
親米軍閥、ＩＳの三つ巴内戦化を
避けるためには？◉本田雅和

米軍の退避作戦期限終了後も、保護を求める人は多数

｢捕まれば命はない｣
取り残されたアフガニスタン人の訴え
◉原 文次郎

新型コロナウイルス
保坂展人世田谷区長に聞く
戦略的なＰＣＲ検査が明らかにした
意外な事実◉中村富美子

強力化する変異株にどう対抗するか 

ワクチンでウイルスと闘うな◉天笠啓祐

ＮＨＫ
シリーズ ＮＨＫ番組改竄事件から20年　
番組制作現場から最初の警鐘鳴らした  坂上香さん

私たちは「使い捨てマスク」だった
◉臺 宏士
米山リサ氏との対話から

暴力による「女性」と「法廷」の周縁化
◉本田雅和

歓喜へのフーガ（14） 今回のお相手 牧野時夫さん　農家、北海道農民管弦楽団代表
賢治に影響を受け北海道余市で始めた 
農民オーケストラ
◉聞き手 崔 善 愛
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3　風速計
コロナ対策のすべてが
機能不全を起こしている
◉雨宮処凛
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【本】
『薬を食う女たち』◉松本俊彦
『コンピューティング史　人間は情報をいかに
取り扱ってきたか』◉永田 希
『藤井聡太論  将棋の未来』◉高原 到
【映画】
『サマー・オブ・ソウル（あるいは、革命がテレ
ビ放映されなかった時）』◉松村 洋
【音楽】
『原子心母  箱根アフロディーテ50周年記念盤』
◉藤田 正
【舞台】吉祥寺ファミリーシアター
『ぞうれっしゃがやってきた』◉藤原央登
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

日本の民俗信仰
祀りをたずねて（16）厄除け縁起物信仰
◉写真・文／山田しん
メディアウオッチ
アイヌ差別表現問題、日テレが検証番組で謝罪
◉臺 宏士
デマに〝予防接種 〝が効く！？  英米の手法◉小池モナ
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件05
「12日時点で命に危険のある人は
いなかった」と医師が法廷で証言
◉Ｔａｎｓａ  中川七海
映画『ちょっと北朝鮮まで行ってくるけん。』
島田陽磨監督に聞く◉木村元彦

それでもそれでもそれでも（458）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉佐藤和雄、樫田秀樹
凱風快晴ときどき曇り（28）◉内田 樹
さらん日記
ジェンダー情報◉小川たまか
政治時評◉西川伸一
経済私考◉高橋伸彰
黒風白雨（74）◉宇都宮健児
犬が王様を見て、何が悪い?（88）◉四方田犬彦
松崎菊也の無責任架空対談（350）
本多勝一の俺と写真（278）
ヒラ社長が行く（135）◉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　
中村哲さんの警句を自問したい◉竹本和義
アフガンからの米軍撤退  軍事介入の破綻
◉山口 茂
新エネルギー基本計画はやり直しを◉片岡洋子
ヘイトに対抗　川崎駅前読書会◉菅野ゆかり
新型コロナ対策　東京と北京の違いは◉貫井 正
立憲民主党は発信力を強めよ◉佐藤明吉
政権交代への展望を語れ◉村木一重
医療再構築待ったなし　コロナ専門病院づくりを
◉山口正久
金曜川柳◉添野 匡、目異人、横田里香
だんこ虫、内 悧
イラストレーション◉高橋 誠

論考
『枝野ビジョン  支え合う日本』をみんなで論じよう
◉藤井克彦
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今週の表紙
防護服に身を包み、コロ
ナ患者の搬送に向かう
民間救急搬送サービス
「かご屋」の木原正昭
社長。救急車がフル稼
働しているため、民間へ
の依頼が急増している。
（提供／共同）

【食】
本当に実現できるのか？ 
「みどりの食料システム戦略」 
◉垣田達哉
新・買ってはいけない（322）
TKGを生かすも殺すも 
醤油しだい
◉沢木みずほ
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