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中島岳志責任編集

もう一隻の船を出すために
第二回　野党共闘を探る
安倍傀儡の岸田新内閣から
政権交代を実現するには◉中島岳志

【インタビュー】 小池晃・日本共産党書記局長に聞く

野党による連合政権
◆テレビで流布した「暴力革命」デマについて

岸田新首相の真贋
Colabo代表 仁藤夢乃さんに聞く

暮らしや命を守るのが政治の責任
法学者・谷口真由美さんに聞く

核兵器に反対なら原発についても語れ
変わらない自民党、「退化」の懸念も
「分配」に期待するより「政権交代」を◉雨宮処凛

国交正常化交渉の過程で拉致を話し合い解決目指すべき
「米国の圧力がかかっても首脳会談できますか？」
◉蓮池 透

反レイシズム掲げた国連ダーバン会議から20年
問われる国民国家、 
通底する入管体制と植民地主義◉藤岡美恵子

試練のなかで立ち上がり行動する人たち
大規模な森林火災とコロナ禍に見舞われた
豪・ブルーマウンテンズ◉早川春美

不謹慎な旅（40）「鞆の浦」の地域介護

鞆で死にたい◉写真・文／木村 聡
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3　風速計
こけのむすまで？
◉崔 善 愛
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【本】
『ルポ　コロナ禍で追いつめられる女性たち　
深まる孤立と貧困』◉武田砂鉄
『死の国からも、なお、語られ得る「希望」はある
か？』◉井竿富雄
『テレビ・ドキュメンタリーの真髄　制作者16人
の証言』◉吉岡 忍
『ある無名兵士の変遷　ゲリラ兵、軍人、修道
士、そして人類学者へ』◉伊高浩昭
『地上で僕らはつかの間きらめく』◉長瀬 海
【映画】『夢のアンデス』◉伊藤千尋
【音楽】『サムタイムズ・アイ・マイト・ビー・イン
トロヴァート』◉長利清之
【映画】『ONODA  一万夜を越えて』
◉中村富美子
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

【提携連載企画】双葉病院置き去り事件10
自衛隊の決定的なミス◉Ｔａｎｓａ 中川七海
是正命令に懲りず、またも不当労働行為?
近畿大学、労使紛争いつまで続く
◉村上恭介
キアロスタミ監督はじめ
数々のイラン映画を伝えてきた
ショーレ・ゴルパリアンさんに聞く
◉中村富美子
メディアウオッチ
性的部位を強調したキャラを採用した
千葉県警への批判は表現の自由を侵害しない
◉太田啓子

それでもそれでもそれでも（463）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉丸山重威、平野次郎
畠山理仁、西村仁美
さらん日記
半田滋の新・安全保障論（24）
政治時評◉望月衣塑子
経済私考◉鷲尾香一
ヒラ社長が行く（140）◉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（35）◉想田和弘
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言葉の広場　
「親ガチャ」と選挙◉大塚俊明
推定獲得議席数の報道を見直しては◉横林政美
米軍のカブール誤爆　怒りとむなしさ◉横山順一
帰ってこいよ、日本社会党◉山寺 亮
秀逸！　気骨の似顔絵◉宗岡俊二
パラリンピックで再びスタンディング◉胡口靖夫
金曜川柳◉金子雄一、佐藤仲由、内 悧
だんこ虫、横田里香　９月の最優秀作品 さっ茶
イラストレーション◉稲垣勝己
みんなの写真展◉大塚 直

論考
教科書の記述が政府見解で変えられる恐ろしさ
◉佐々木健悦

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か

今週の表紙
共産党との協力関係は、ほか
の野党勢力にとって「障害」
にはならない、むしろメリットが
ある。日本共産党の小池晃・
書記局長と中島岳志・本誌
編集委員が、とことん話をした。
（撮影／渡部睦美）
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【食】
相変わらず低い自給率 
米国頼みの状況は本当に危険
◉垣田達哉
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はまぐりのねごと（105）◉中山千夏
下段俱楽部（105）◉矢崎泰久
なまくらのれん（192）◉小室 等
写日記（192）◉松元ヒロ

話 の 特 集 第 583 集

【お知らせ】
｢本多勝一の俺と写真｣
は休載します。
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