
5

週刊金曜日　2021.11.5（1352号）5 週刊金曜日　2021.11.5（1352号）

立憲民主党は他党との連携を深める必要がある
野党共闘が徹底できなかったことが問題
◉中島岳志

「安倍一強」後の緒戦で問われたもの
野党側敗北の理由は「地力」の差
◉木下ちがや

野党4党首かく闘えり
立憲・共産・社民・れいわ
◉編集部、薄井崇友

改正候補者男女均等法で初めての国政大型選挙
二つの試練に立ち向かった 東京15区 井戸まさえさんの闘い
◉尾中香尚里

選択的夫婦別姓に反対する自民党31氏の当落は
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アフガニスタン女性を突然注視し出した国際社会
ターリバーン批判に利用される女性の人権
◉清末愛砂

観る人に「幸福感」を与える劇場版のカギはどこに？
劇場版『きのう何食べた？』中江和仁監督に聞く
◉阪 清和

山頭火「日記」への贋作混入を研究者が証明

春陽堂、没後80年で刊行中の新編全集から贋作部分を削除
◉粟野仁雄

釜山映画祭、コロナ禍でも盛況

女性映画、動画サービス 変わる韓国映画界
◉成川 彩

112021衆院選
野党共闘は失敗したか
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【本】『沖縄と色川大吉』◉伊高浩昭
『心はどこへ消えた？』◉長瀬 海
『家族不適応殺　新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』◉武田砂鉄
【映画】『アンテベラム』◉さこうますみ
【音楽】『ハララルデ～与那国のわらべうた～』◉松村 洋
【映画】『リスペクト』◉  藤田 正
【TVドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

西東京市長選めぐる行政訴訟、11月11日に判決
ネガティブ「法定ビラ」は違法か◉片岡伸行
石井健教授が語る  近未来のワクチン設計
新型コロナワクチンの
３回目接種は必要なし◉秋山晴康

「性交同意年齢13歳」維持の背景
◉李美淑

日本の民俗信仰
祀りをたずねて（18）月待ち信仰
◉写真・文／山田しん

『金曜日』で逢いましょう
大橋史信さん、岡本二美代さん◉秋山晴康

たとえば世界でいま
　米国／「台湾有事」に隠されたワナ◉岡田 充
　◆米国でゆらぐ中絶の権利の保障◉片瀬ケイ
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件14
オフサイトセンターのトップ３人は
住民救助より原発を優先した
◉Ｔａｎｓａ 中川七海

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か
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32

【食】
世界的な代替肉ブームで心配な
日本の大豆自給への影響 ◉垣田達哉
新･買ってはいけない（326）
「薬味系チューブ調味料」
便利ですが、中身が心配◉沢木みずほ

38

40

く　ら　し　の　泉

58

3　風速計
民主主義の足腰強化が課題
◉宇都宮健児

それでもそれでもそれでも（467）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉添田孝史、平野次郎
政治時評◉長谷川綾
さらん日記 
半田滋の新・安全保障論（27）
経済私考◉鷲尾香一
犬が王様を見て、何が悪い？（90）◉四方田犬彦
雨宮処凛のらんきりゅう（80）
ヒラ社長が行く（144）◉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
猫様（37）◉想田和弘

言葉の広場
そうだ中村哲さんこそ「ノーベル平和賞」だ◉石垣敏夫
中村哲医師の「信頼」と「絆」◉内田 務
銀春ものがたり◉安孫子発代
エスカレーター条例について◉小川信之
野党の新自由主義批判は的外れ◉山形誠司
入院で残念だった「事なかれ主義」◉一人静
映画『ＤＡＵ．退行』と７３１部隊◉丸井健太郎
虫の声にさそわれて◉長澤弘明
金曜川柳◉芦沢 潤、金子雄一、良風子、好村光樹、
加瀬谷久仁子
イラストレーション◉山本光範
みんなの写真展◉宮尾博夫

論考
大人も子どもも歴史を正しく見つめたい◉山下暁子

衆院選期間中唯一の日曜
日の10月24日、投票を
呼び掛けるプラカードを手
に歩く市民ら。小選挙区
投票率は 55.93％で、前
回を上回ったが、戦後３番
目の低い水準にとどまった。
（東京都中野区。提供／共同）
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