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歓喜へのフーガ（１５）今回のお相手 粟津美穂さん ＩＦＣＡエグゼクティブ・ディレクター
「日本では声をあげないのはなぜ？」 
当事者参加で社会的養護の改革目指す
◉聞き手　崔善愛

最高裁を裁く
衆議院選挙で実施される国民審査

「個人の尊厳」の軽重が根底に

強制的夫婦同姓制度は合憲か違憲か
◉佐藤和雄

国民審査の前に知っておきたい裁判官人事

50年変わらない６：４：５の比率
◉西川伸一

最高裁の違憲立法審査権行使　

何でそんなにヤル気がないの？
"Why is the Japanese Supreme Court so reluctant to exercise the 
power of judicial review?"　◉デイビッド・ロー（翻訳＝本田雅和）

総選挙の争点は選択的夫婦別姓
「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」
井田奈穂事務局長インタビュー

多様な家族に対応できる国会に
意図的にミスリードをさそっているのか

反対派の主張を家族法研究者が論破
◉二宮周平
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【本】『彼岸花が咲く島』◉長瀬 海
『「非モテ」からはじめる男性学』◉澁谷知美
『コロナ時代の選挙漫遊記』◉武田砂鉄
『やさしい猫』◉織田朝日
『増補新版 風よ鳳仙花の歌をはこべ』◉太田明日香
『ヒロシマを暴いた男 米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦』◉藤澤志穂子
【映画】『モーリタニアン 黒塗りの記録』◉さこうますみ
【音楽】『paso a paso』DIAMANTES◉藤田 正
【映画】『グレタ　ひとりぼっちの挑戦』◉中村富美子
【TVドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

決定迫る伊方原発運転差し止め新規仮処分
誰でも理解できるよう難解な技術論争を回避◉伊田浩之

たとえば世界でいま
　ドイツ／政権交代へ、焦点は連立交渉◉神野直子
　エルサルバドル／なぜビットコインを
　自国通貨化したのか◉石井陽一

【提携連載企画】双葉病院置き去り事件12

６日間で25人、約３カ月で45人が死亡
◉Ｔａｎｓａ 中川七海

メディアウオッチ
「子どもの安全より利益に走った」と
フェイスブック批判がマスメディアで続出◉小池モナ

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か
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【健康】
えっ!?　化粧品にも有機フッ素化合物！　
あなたのファンデーションは大丈夫？◉植田武智

40

く　ら　し　の　泉

58

3　風速計
　判断基準はベーシックサービス
　 ◉田中優子

それでもそれでもそれでも（465）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉平野次郎、樫田秀樹、
岩本太郎
ジェンダー情報◉宮本有紀、小川たまか
さらん日記 
半田滋の新・安全保障論（25）
政治時評◉榎本順一
経済私考◉浜 矩子
STOP！9 条改憲（86）◉高田 健
ヒラ社長が行く（142）◉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（36）◉想田和弘
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言葉の広場
子どもや孫のため未来を見据えた投票を！◉片岡英夫
おかしくないか衆議院解散総選挙◉山中茂明
安倍元首相や菅前首相が歯医者さんだったら◉山岡 彰
病がくれた贈り物◉水村芳子
超高齢社会と老後◉内 悧
呉で書き続けた藤本仁◉好村光樹
明日への願い◉高柳俊彦
金曜川柳◉添野 匡、服部 徳、さっ茶、アヤメ、
高木正明
イラストレーション◉ムーさん
みんなの写真展◉ウルママ

論考
労働組合は社会的力量を示せ！　
横断的労組への脱皮を◉川島仟太郎

選挙のたびに思う。参政権を奪
われている人々の声はどうなん
だろう？と。夜の新宿でのある
立候補予定者の演説会。聴衆
の中で外国人労働者と出遭っ
た。「僕は本国でも選挙権があ
りません。」（撮影 /本田雅和）
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【お知らせ】
「本多勝一の俺と写真」は休載します。

話の特集　第584集

48　はまぐりのねごと（106）◉中山千夏
48　下段倶楽部（106）◉矢崎泰久
50　なまくらのれん（193）◉小室 等
51　写日記（193）◉松元ヒロ
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