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総裁選より総選挙!!
野党４党と「市民連合」、共通政策で合意

衆院小選挙区での候補統一に弾み
◉伊田浩之

混迷する自民総裁選の陰の主役

総選挙で問われる 
「アベ政治」継続の是非◉河市茂雄

「ふるさと納税」「Go To」  菅政権の主要政策は「弱肉強食」の制度だった

「格差による分断」を前提とした
自民党政治に向かう怒り◉佐藤甲一

ネット版『部落地名総鑑』差し止め裁判が９月27日判決
「身元調査に晒される」と
差別されない権利を問う◉平野次郎

賃料の２倍請求、追い出し訴訟に見る非情な仕打ち
「国連調査の実現を！」 　
原発事故避難者らから切実な声◉牧内昇平

石川武志氏インタビュー   
映画『MINAMATA―ミナマタ―』から
消された人物が語るユージン・スミス
◉つなぶちようじ

それぞれの御来光◉写真・文／野口健吾

浜田寿美男奈良女子大学名誉教授インタビュー
袴田事件「半世紀後に開示された取り調べ
録音テープが無実を語っている」◉聞き手／粟野仁雄
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3　風速計
安倍前首相への忖度
◉中島岳志

©2021金曜日 
本誌に掲載した記事・写真の
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【本】
『エルサレム〈以前〉のアイヒマン  大量殺戮者
の平穏な生活』◉高原 到
『マチズモを削り取れ』◉澁谷知美
『見えないものを探す旅  旅と能と古典』
◉永田 希
【映画】
『アイダよ、何処へ？』◉さこうますみ
【音楽】
『レイラ・リヴィジテッド』◉松村 洋
【映画】
『ミッドナイト・トラベラー』◉中村富美子
【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】◉本田政昭（編集部）

メディアウオッチ
高市氏の総裁選立候補の会見、「森友」質問で波紋
◉臺 宏士
オリパラ報道で「ジェンダー」記事倍増◉田中洋美
たとえば世界でいま
アフガン／「強硬派」主導の暫定政権か◉常岡浩介
米国／「私的制裁」型の中絶禁止法が施行◉片瀬ケイ
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件07
患者より先に撤退した
オフサイトセンター◉Ｔａｎｓａ 中川七海
花巻の風08  ビッグバンド「花巻リズムヤンガー」
敗戦直後からの歴史を刻みながら
音楽文化を支える◉北山公路
自由と創造のためのレッスン（110）
「本当の労働組合」とは何か◉廣瀬 純
『世界大麻経済戦争』
矢部武さんに聞く◉片岡伸行

それでもそれでもそれでも（460）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉岩本太郎、本田雅和
片岡伸行、西中誠一郎
ジェンダー情報◉宮本有紀
さらん日記
凱風快晴ときどき曇り（29）◉内田 樹
経済私考◉佐々木実
松崎菊也の無責任架空対談（351）
橋本勝の風刺画報（30）
本多勝一の俺と写真（280）
ヒラ社長が行く（137）◉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　
多様性に寛容な社会を◉岡 稔彦
自助と自己責任か手厚い社会保障か◉堀井 進
試験と菅首相◉池上 博
次の政権は科学的で合理的な対策を◉金川貴博
「思いやり予算」の思い出◉木下ゆう子
がんばれ、社民党◉二宮 力
植村氏にうかがいます◉高柳直正
金曜川柳◉江藤和夫、フクスケ、内 悧、添野 匡
小坂武弘　８月の最優秀作品  金子雄一
イラストレーション◉山口美枝子

論考
吉岡弘毅の主張と思想を見直そう◉山岡 彰

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙
立憲民主、共産、社民、れい
わ新選組の野党４党は９月８
日、「市民連合」の呼びかけ
に応じ、次期衆院選に向け
た共通政策に合意した。各
党は小選挙区の候補者一
本化の調整を進めるとしてい
る。（撮影／伊田浩之）

【食】
「肉厚マダイ」市場化への動きが活発化　
食卓のリスクがますます高まる◉天笠啓祐
新・買ってはいけない（323）
その「ジェルボール」洗剤、
使うのちょっと待ってください
◉渡辺雄二

38
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【お知らせ】
｢政治時評｣は休載します。
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