
２８．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（５月）～ 

０２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 地道な支援 思い伝わる（佐世保総監部）（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/k-jishin/2016/05/02102838.shtml 

○ 海自機 フィリピン海軍に貸与で合意 初の他国移転（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160503/k00/00m/010/060000c 

○ 豪、原潜導入視野か＝仏選定の一因に－現地紙（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050200220&g=pol 

○ 日米印海上演習、６月開催＝印外相、１９日から初訪日調整（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050200705&g=pol 

０３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 人工島に揚陸艦＝南シナ海、実効支配強化－中国（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050300420&g=int 

０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 台湾の調査船、日本の海保から妨害受ける （フォーカス台湾） 

http://japan.cna.com.tw/search/201605050003.aspx?q=%E6%B5%B7%E6%B4%8

B%E8%AA%BF%E6%9F%BB 

０６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ プーチン大統領「日本は重要なパートナー」（タス通信／ロシア NOW） 

 http://jp.rbth.com/news/2016/05/06/591029 

○ 南シナ海で連携確認＝岸田外相、越首相らと会談（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050500189&g=pol 

○ 裁判所の判断「違法、無効」＝南シナ海仲裁手続き－中国（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050600607&g=int 

０７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「海上民兵」の活動懸念＝中国に問題提起－米海軍高官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050700105&g=int 

０９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本が南中国海で「存在感」をアピール、秘められた良からぬ魂胆（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-05/09/content_38410682.htm 

○ ロシアで戦勝 71 年軍事パレード＝政権浮揚に愛国心利用（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016050900458&g=int 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

１１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「現場踏まえぬ言説」横須賀市長がトランプ氏批判（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/171509 

○ （変わる安全保障）女性登用､自衛隊は 配置緩和「技量に差ない」（朝日デジタル） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160511-00000010-asahik-pol 

１３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜伊勢志摩サミット＞ 警備へ護衛艦展開 防衛省（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160514/k00/00m/010/116000c 

○ 戦争の悲惨さ後世に 横須賀・観音崎公園で殉職船員追悼式（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/171994 

１５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 横須賀に全国御当地カレー集結（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/172443 

１６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米印が６月に沖縄周辺で共同訓練し中国を牽制へ（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160516/plt1605160004-n1.html 

○ 日本の対露関係計画をプーチンが高評価（タス通信／ロシア NOW） 

 http://jp.rbth.com/news/2016/05/16/593465 

○ 豪海軍潜水艦「ランキン」寄港 広島・海自呉基地（産經） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160516-00000502-san-soci 

○ ＜火災＞ 旧海軍ゆかりの老舗料亭（小松）から出火 横須賀（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160517/k00/00m/040/041000c 

１７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「『危ないときは守って』はムシがいい」 

ソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦がピースボートを護衛（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160517/plt1605170038-n1.html 

○ 韓国海軍 次世代潜水艦の起工式開催＝組み立て開始（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201605170011

00882 

１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊東京音楽隊、 

三宅由佳莉のベスト・アルバムが６月１日に発売決定（CD ジャーナル） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160518-00000003-cdj-musi 
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１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自の「迎賓艇」はしだて、京都・舞鶴基地に初入港（京都新聞） 

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160519000033 

○ 川崎重工、空自 C-２量産初号機の初飛行成功（Aviation Wire） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160519-00000004-awire-bus_all 

○ 中国との対決深める米日、東・南シナ海での軍事牽制強化（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/24163.html 

○ 米軍機に 15 メートルまで異常接近＝中国機、南シナ海で「危険飛行」（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051900070&g=int 

○ 眞子さま、最新鋭の海底調査船を視察（TBS 系：JNN） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160519-00000063-jnn-soci 

○ B52 爆撃機が墜落 グアム米軍基地で（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/36328877 

２０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ソウル龍山の米第８軍司令部も平沢基地へ移転開始（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24192.html 

○ 南シナ海に「浮かぶ原発」中国の原子力開発の本気度（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/6810?page=1 

○ 安保法施行後、日本の海上戦略が高圧的に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-05/20/content_38498813.htm 

２１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 反基地感情に危機感 沖縄女性遺棄、防衛相が米に抗議（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H1X_R20C16A5PE8000/ 

○ 日本の「植民地統治」強調した教科書、使用中止へ 政権交代で（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/afav/201605210004.aspx 

○ 北方領土「売り渡さない」＝交渉用意も経済と分離－ロシア大統領（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052100003&g=pol 

○ 次世代ズムウォルト級駆逐艦、一番艦を米海軍に引き渡し（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/usa/35082993.html 

２２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 国会に自衛隊新任務の監視機関 与党、野党に提案（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H15_S6A520C1PE8000/ 
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２３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、対越武器禁輸を全面解除＝完全正常化を宣言－南シナ海で中国牽制（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052300497&g=int 

○ 台湾、巡視船引き揚げへ 沖ノ鳥島、新政権が日本に配慮（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160523/wor1605230021-n1.html 

○ シリアで同時テロ、140 人超死亡 「イスラム国」犯行声明（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM23H7O_T20C16A5FF8000/ 

○ 零戦 鹿児島上空を飛行 ２７日から３日間（Aviation Wire） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160523-00000004-awire-bus_all 

○ にぎやかに国際親善 下田・黒船祭りフィナーレ（伊豆新聞） 

 http://izu-np.co.jp/shimoda/news/20160523iz1000000003000c.html 

２４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海にらむ米越の合意（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXKZO02689700U6A520C1EA1000/ 

○ 中国が南中国海諸島の主権を有する歴史的事実は議論の余地がない（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0524/c94474-9062356.html 

○ 台湾新政権、中国傾斜を修正 学生運動に対する告訴撤回（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02685680T20C16A5FFB000/ 

○ 台湾と日本、海洋協力めぐる対話メカニズム構築へ（フォーカス台湾） 

http://japan.cna.com.tw/search/201605240001.aspx?q=%E6%B5%B7%E6%B4%8

B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%80%80%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8

B%E3%82%BA%E3%83%A0 

○ ＜南海トラフ＞ 海底ひずみの分布状況解明 海保が観測（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160524/k00/00m/040/122000c 

○ 米太平洋軍司令官が謝罪 沖縄女性遺棄、統幕長と電話協議（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H1C_U6A520C1PP8000/ 

○ 駐日韓国大使、李俊揆氏で調整（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO02689360U6A520C1PP8000/ 

○ 防衛相、サミットの警戒準備状況確認 浜松基地視察（日經） 

 http://www.nikkei.com/my/#!/article/DGXLASFS15H16_V10C16A5000000/ 

○「WA･O！」女子トイレに侵入 ３等海曹を懲戒免職 海上自衛隊（千葉日報） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160524-00010000-chibatopi-l12 

○ 空砲訓練、実弾を誤射 陸自演習場２人けが 然別（北海道新聞） 

 http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0273577-s.html 
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２５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 首脳宣言「海洋紛争の平和的解決」盛り込みへ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160524-OYT1T50190.html 

○ 海自護衛艦、テロ警戒へ出港 「いずも」など７艦艇（朝日デジタル） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ5S4QG5J5SOIPE01F.html 

○「一帯一路」が与える中日両国の協力の可能性（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-05/25/content_38534252.htm 

○ 日本の艦艇、中国神盾艦に近接偵察（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-05/25/content_38533327.htm 

○ 日本の艦艇、旭日旗つけて韓国海軍基地に入港（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/089/216089.html?servcode=A00&sectcode=A10&

cloc=jp|main|top_news 

○ 韓国海警、大型警備艦「李清好」を済州島に配備（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/05/25/2016052501132.html 

○ 海自おおすみ衝突で遺族提訴＝国に 5400 万円請求－広島地裁（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052500055&g=soc 

２６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 旭日旗：６カ国演習艦船が済州基地入港見送り、韓国世論に配慮か（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/05/26/2016052600605.html 

○ 安倍首相は元慰安婦に真の謝罪を 来韓中の村山元首相（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201605250036

00882 

２７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊､共同訓練を指揮する強襲揚陸艦「独島」への乗船拒否（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24256.html 

○ 伊勢志摩サミットの首脳宣言 韓国が高く評価（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201605270040

00882 

○ オバマ米大統領､広島で献花 被爆者の手を握り､抱き寄せ（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/36396490 

２８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 旧海軍の戦没者ら追悼 日本海海戦から 111 年 佐世保（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20160527-OYTNT50193.html 
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２８．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 外交部、G7 で南中国海問題を煽る日本に強い不満（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0528/c94474-9064725.html 

○ 安倍首相、中国念頭に巡視船供与を表明 日スリランカ首脳会談（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160528/wor1605280056-n1.html 

○ ＜安倍首相＞ 南シナ海で連携確認 ベトナム・ラオス首脳と（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20160529/k00/00m/010/080000c 

２９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ G7「強調」演出、懸案先送り 伊勢志摩サミット閉幕（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDL27H63_Y6A520C1K14800/ 

○ ロシアならこう主張した（G7）（ロシア NOW） 

 http://jp.rbth.com/politics/2016/05/28/598161 

○ 海自、越要衝２度目の寄港（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052900090&g=pol 

○ 違法操業の中国船拿捕＝南シナ海・ナツナ諸島沖－インドネシア（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052900058&g=int 

３０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海でも崩れた日中均衡 経済に続き警備力も「逆転」（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO02925360Z20C16A5TZJ000/ 

○ 石垣島の陸自配備、２年前倒し 宮古・奄美と同時進行（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160530/plt1605300006-n1.html 

○ 熊本地震の自衛隊派遣終了＝「支援順調にできた」－中谷防衛相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016053000282&g=keq 

○ 地球の CO2 濃度 初めて 400ppm 超え 環境衛星いぶき測定（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/160530/cpd1605300500003-n1.htm 

○ 拾った財布から 10 万円横領した疑い 海自海曹を浦賀署が逮捕（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/175678 

○ 身元不明戦没者を慰霊･･･礼拝式に首相ら 550 人（千鳥ヶ淵戦没者墓苑）（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50111.html 

○ 自衛隊に破壊措置命令 政府、北朝鮮ミサイル兆候 PAC3 展開（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160530/plt1605300040-n1.html 

３１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、弾道ミサイル発射に失敗＝韓国軍が警戒（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016053100096&g=int 

（了） 
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