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菅首相1年で退陣
総裁選に動く石破茂、岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子の各氏ら

調子はずれの自民狂騒曲と
派閥実力者たちの策動◉安積明子

「総裁選・総選挙同時進行」政局で何が起きたのか

菅首相の自壊とイベントとしての
自民党総裁選◉佐藤和雄

ホテル開業ラッシュ、世界遺産・仁和寺門前でも計画

「京都らしさ」損なわれる危機◉土岐直彦

多様な性、多様な家族に対応できない日本   

すべての人に婚姻の自由を
保障する法改正を
◉岩崎眞美子
「芸術」を問い続けた先駆者・富山妙子を追悼して

「アジアに抱かれて」◉古川美佳
大詰めを迎えた琉球遺骨返還請求訴訟

京大よ  盗んだ遺骨を返せ！◉西村秀樹
サケ捕獲権裁判があらわにした行政の本性

日本政府が断言
「アイヌに先住権はない」◉平田剛士
カミングアウトから30年で記念イベント

金学順さんを取材したジャーナリストが集結◉文 聖 姫

消させてはならない
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【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ
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アフガン／「アメリカ帝国」の40年にわたる介入
◉スティーブン・マキンタヤ

【提携連載企画】双葉病院置き去り事件06
そして92人の患者と
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政治時評◉榎本順一
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五輪憲章には性的指向を理
由にした差別禁止が謳われて
いるが、開催国の日本では自
民党議員による「種の保存に
背く」などの性的マイノリティ
への差別発言が続き、５月に
抗議アクションが行なわれた。
（撮影／宮本有紀）

【介護】町亞聖さん、野手香織さんが語る
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