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歓喜へのフーガ（１6）今回のお相手 赤川次郎さん 作家

人生の楽しさや素晴らしさ 恋愛の奥深さなどを 
作家が伝えきれていない
◉聞き手　崔善愛
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「Dappi｣で浮上した
自民党「ネット工作」の闇
14

編集委員はこう見た
いつの日か、投票へ◉崔善愛
多様性に富むれいわの躍進に期待◉雨宮処凛
魅力的な社会像や政策を打ち出してこその一本化◉想田和弘
二つの懸念――改憲に弾みがつき、国会軽視が進む◉田中優子

「VOICE PROJECT 投票はあなたの声」発起人の思い

政治を語るのはタブーとの 
「呪縛」から解き放つ
◉阪 清和

2021衆院選　

フェイクも辞さぬ野党攻撃 
ツイート発信者はＩＴ企業
◉大村 歩

虚偽情報拡散ツイッターの被害者
小西洋之議員に聞く
歪曲と捏造を放置すれば民主主義が崩壊する／法的整備も必要だ
◉本田雅和

メディア・アクティビスト 津田大介さんに聞く
「Dappi」の闇を解剖する
◉本田雅和
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【本】『すべてはノートからはじまる あなたの人生をひらく記録術』 ◉永田 希
『ボクらは『貧困強制社会』を生きている　不寛容の時代』◉白石 孝
『戦争とバスタオル』◉早川タダノリ
『私たちの真実　アメリカン・ジャーニー』◉上田恵子
『マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か　
　＃MeTooに加われない男たち』◉  高原 到
【映画】『ボストン市庁舎』◉  中村富美子
【音楽】『WINDORGAN』Yogee New Waves◉相田冬二
【映画】『これは君の闘争だ』 ◉田沢竜次
【TVドキュメンタリー】◉ワタナベ＝アキラ

四国電力、伊方原発運転差し止め仮処分
住民側、「議論に勝ったのに許せない」と即時抗告へ
◉伊田浩之

メディアウオッチ
10・31衆院選結果を新聞各紙社説はどう捉えたか
「謙虚」「丁寧」な政権運営を注文◉臺 宏士
たとえば世界でいま
米国、英国／アサンジ氏を巡る米国の陰謀
◉スティーブン・マキンタヤ
◆韓国／大統領選候補が出揃う◉北方農夫人

不謹慎な旅（41）花岡事件　
獅子ケ森から◉写真・文／木村 聡
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件15
オフサイトセンター本部長が認めた
「指示に反して無断で行動」◉Ｔａｎｓａ 中川七海

話の特集　第585集

はまぐりのねごと（107）◉中山千夏
下段倶楽部（107）◉矢崎泰久
なまくらのれん（194）◉小室 等
写日記（194）◉松元ヒロ

自由と創造のためのレッスン（１１２）
長崎浩とは誰か
◉廣瀬 純

き　ん　よ　う　ぶ　ん   か
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【食】
トマトにマダイ、フグに稲など
ゲノム編集食品の最新状況◉天笠啓祐
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く　ら　し　の　泉

3　風速計
　〝のみ　　の結婚観
　 ◉想田和弘

58

それでもそれでもそれでも（468）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉明石昇二郎、薄井崇友、
稲垣美穂子、岩本太郎
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（32）◉内田 樹
政治時評◉阿部岳
経済私考◉佐々木実
ヒラ社長が行く（145）◉植村 隆
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
アンケート結果および第 29 期事業報告◉（株）金曜日
金曜日から
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「表現の不自由展・その後」では
叩かれたが、津田大介氏の印象
は批判にも時間をかけてきちんと
答える人。反骨は、国を相手に
最高裁まで争った母の裁判闘争
から学んだという。金髪がまぶし
かった。（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。

言葉の広場
日本の墨子への思い◉片岡英夫
日本も世界も中村哲さんから学ぶべし◉内 悧
選挙のたび思い出すこと◉森 亮子
「10万円差し上げます」◉三谷 誠
真相が知りたい◉乾 喜美子
「ワクチン格差」の後ろめたさ◉小谷喜典
「スズメバチとも共生できます」◉小林善樹
「こけのむすまで？」をめぐって◉池田幹子
金曜川柳◉三浦博司、大藤総一郎、添野 匡、
柿沼昌芳、さっ茶　10月の最優秀作品◉佐藤仲由
イラストレーション◉隠岐太郎
みんなの写真展◉山田幸彦

論考
政治活動収入に１％課税を！◉紀平 修
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