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◉永田政徳

〈一橋大生が迫る　渋沢栄一と朝鮮侵略〉
(1)金融支配　朝鮮人搾取の中軸として機能した第一銀行
渋沢が顔となった紙幣、
約100年前に朝鮮半島で流通
◉牛木未来
メディアがほめまくる渋沢栄一、はたしてその実像は？◉木下寿国

コロナ禍で考える精神科医療２

精神障害者が生きる場所　
20年で250の精神科病棟を訪ねた写真家
大西暢夫さんに聞く
◉中村富美子

障害者や街の人たちがごちゃごちゃっと集まれる大阪・堺市香ヶ丘町
◉ＮＰＯ法人kokoima代表 小川貞子

◉対談　山口二郎×中島岳志
新しい市民参加型の野党共闘を
佐々木寛・新潟国際情報大学教授に聞く
地方からこそ見える「政治変える市民の力」
◉聞き手 本田雅和

立憲民主党を率いた枝野幸男氏の辞任
野党第１党の最低限の役割は果たした
「草の根」とのつながり構築を
◉尾中香尚里
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ヒラ社長が行く（146）◉植村 隆
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「本多勝一の俺と写真」は休載します。

言葉の広場
中村哲　賛歌◉新井竹子
息子に投票を依頼したが◉伊佐治 浩
「桜を見る会」政治責任の追及は市民の役割◉秋山信孝
審査公報に見る最高裁裁判官◉橋川篤子
私の最高裁「国民審査」◉柿沼昌芳
ダブルスタンダードに怒りを感じる◉李 淳 明
地震による「帰宅難民」「帰宅困難者」を防ぐ◉貫井 正
教員免許更新制度の廃止に思う◉米村海里
金曜川柳◉横田里香、だんこ虫、小坂武弘、
江藤和夫、ワサビニコフ
みんなの写真展◉作美幸宏

論考
医療事故、ワクチン接種被害者の救済を◉横林政美
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