
２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（平成２９年１月）～ 

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

○ 海自ヘリ問題、諸悪の根源は「現場の暴走」だ（東洋経済） 

 訓戒処分を受けたが海幕長の判断は正しい http://toyokeizai.net/articles/-/155943 

○ イランがミサイル発射実験、トランプ政権発足後で初（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35095846.html 

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

○ 入国禁止のトランプ大統領令、全米で抗議の嵐 逮捕者も（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/usa/35095753.html?tag=top;subStory 

○ トランプ米大統領、入国制限に反対した司法長官代行を解任（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/usa-trump-immigration-fired-idJPKBN15F075 

○ トランプ政権、バノン戦略官を安全保障会議常任に 統合参謀本部議長は除外（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38792921 

○ 中国人観光客を乗せた船がマレーシアで行方不明､習近平総書記が重要指示（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0130/c94474-9172582.html 

○ 飲酒運転で車と衝突 海上自衛隊員を逮捕（日テレ NEWS 24） 

 http://www.news24.jp/articles/2017/01/30/07352802.html 

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

○ 防衛通信衛星「きらめき２号」、打ち上げ成功（Harbor Business Online） 

防衛省が初めて衛星を持つに至った経緯と重要性 https://hbol.jp/127228 

○ 米軍、イエメンでトランプ氏就任後初の作戦 民間人含む 57 人死亡（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3115867 

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

○ ＜日米首脳電話協議＞ 来月 10 日会談合意 通商問題議論へ（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170129/k00/00m/010/033000c 

○ 自衛隊戦闘服で談合、ユニチカに２億円課徴金へ 公取委方針（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H0X_Y7A120C1CC0000/ 

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

○ 日米首脳会談 2 月 10 日で最終調整 TPP など意見交換（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170127/mca1701270122012-n1.htm 

○ 日英が物品協定締結＝安保協力強化、欧州と初（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012700008&g=pol 
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○ 対馬仏像：専門家「略奪文化財認定､韓国は国際的な信用を失った」（朝鮮日報） 

 韓国文化庁「略奪文化財という確証ない」 韓日対立懸念 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/01/27/2017012700363.html 

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

○ 防衛費に「トランプ風圧」 GDP 比 1％超え要求の憶測（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO12136760W7A120C1PP8000/ 

○ 在日米軍駐留経費、日本負担は 86% 防衛省試算（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H64_W7A120C1PP8000/ 

○ 米大統領報道官、中国への対抗措置を示唆 南シナ海問題で（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35095622.html 

○ 中国、アジア太平洋経済統合を促進（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0126/c94474-9171875.html 

○ トランプに"誠意"を見せたい防衛省が急ぐ「基地の島」買収の困難（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50809 

○ トルコ軍艦「エルトゥールル号」 串本･大島小の児童が遺品整理体験 和歌山（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/170126/rgn1701260046-n1.html 

２５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ政策に対応急ぐ 政府、通商交渉の新組織（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLNSE2INK01_U7A120C1000000/ 

○ ２月初旬に日韓訪問＝初外遊、同盟関係を重視－米国防長官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012500045&g=use 

○ 北 ICBM 対策に本腰 イージス艦を追加配備＝韓国軍（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/24/0900000000AJP201701240

03100882.HTML 

○ 米国、豪北部に軍用機を追加派遣へ（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/australia-usa-defence-idJPKBN1590Q4 

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

○ トランプ大統領、TPP 離脱の大統領令に署名（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38727771 

○ アスタナのシリア和平交渉が終了、反体制武装勢力は総括合意に署名せず（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201701243270552/ 

○ 宇宙、安保に本格利用 防衛通信衛星打ち上げ（日經） 

 http://www.nikkei.com/my/#!/article/DGXLASFS24H4T_U7A120C1PP8000/ 
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○ 米報道官が中国を牽制「南シナ海を守る」（ANN／朝日） 

 http://webnews.asahi.co.jp/ann_i_000092787.html 

○ 中国「経済規模２位だけど発展途上国」 日本の特恵関税継続を〝懇願〟（産經） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170123/prm1701230005-n1.html 

○ 国防相、国産戦闘機の開発計画明かす／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201701240002.aspx 

２３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イエメン内戦、連合軍による空爆などで 24 時間に 66 人死亡（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3115027 

○ 海保、海上保安政策課程の募集を７カ国に拡大（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170123/plt1701230004-n1.html 

○ ＜中国＞ 海軍トップ交代 沈氏を異例の抜擢（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170121/k00/00m/030/124000c 

○「宮古島への自衛隊配備を着実に進める」 市長選受け菅長官（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/81000 

○ 米政府文書「韓国光州事件の際､日本自衛隊が情報収集活動をしていた」（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/953/224953.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○［ルポ］極東最大の米軍基地に変貌する岩国（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/26333.html 

○ 潜水艦「せとしお」 ３等海曹が整備中に事故死 神戸（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170124/k00/00m/040/097000c 

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

○ 米国や世界各地で数百万人が抗議 トランプ新米大統領に（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38709587 

○ 中米関係の新たな出発点に期待（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0122/c94474-9170200.html 

○ パキスタンの市場で爆発、20 人死亡 タリバン系組織が犯行認める（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3114959 

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

○【米政権交代】「アメリカ第一」トランプ新大統領の就任演説 全文と和訳（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-38702737 

○ 安倍首相 トランプ新大統領に祝辞 早期の会談に意欲（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170121/k10010847391000.html?utm_int=nsea

rch_contents_search-items_001 
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○ 舞鶴市民 ロシアの駆逐艦「アドミラル・トリブツ」一般公開に興奮（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201701213260640/ 

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

○ 日米基軸「不変の原則」 首相が施政方針演説 働き方改革「最大の挑戦」（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO11919070Q7A120C1MM0000/?dg=1&nf=1 

○ 防衛装備品を無償で他国に 通常国会で法案提出へ（ANN／TV 朝日） 

 http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000092523.html 

○ 韓米日 きょうから北ミサイル想定した探知・追跡訓練（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/01/20/0400000000AJP2017012000

1300882.HTML 

○ ロシア駆逐艦など２隻、京都・舞鶴入港 海自と救難共同訓練（京都新聞） 

 http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20170120000154 

○ 平成 28 年度３四半期までの緊急発進実施状況について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2017/press_pdf/p20170120_02.pdf 

○ ロシア製潜水艦の引き渡し完了＝越（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012000716&g=int 

○ 米ステルス爆撃機、リビアで IS 戦闘員 80 人超殺害 異例の空爆作戦（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3114787 

○ 北極圏の海底から謎の音、動物も消えた？ カナダ軍が調査へ（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3114817 

○ NATO 軍のポーランド進駐が､新たな大戦を招く可能性（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

戦争はもう､フィクションではない http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50763 

１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平主席がジュネーブの国連欧州本部で基調演説（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0120/c94474-9169509.html 

○ 独島への少女像設置計画 事実上反対を表明＝韓国外交部（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/01/19/0400000000AJP2017011900

4500882.HTML 

○ 集団的自衛権審議の想定問答、内閣法制局が一転開示（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK1L7J74K1LUTFK017.html 

○ アパホテルに南京大虐殺否定の本、中国で批判の声（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38674988 

○ 2016 年は観測史上最高の暑さ、３年連続で記録更新（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/fringe/35095239.html 
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１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ メイ英首相、EU 単一市場からの脱退表明 ハードブレクジットへ（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/britain-may-brexit-speech-idJPKBN15126Y 

○ 避難民キャンプ誤爆で「52 人死亡」 ナイジェリア（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3114423 

○ 横浜初入港を歓迎 印の沿岸警備隊巡視船（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/225449 

○ 海上自衛隊エリート指揮官の「官舎お泊り」と「不適切なキス」（週刊文春） 

 http://shukan.bunshun.jp/articles/-/6989 

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

○ 海自「即応体制構築を」＝新海幕長が会見（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011700712&g=soc 

○ 日米地位協定運用改善：軍属の範囲、効果は不明（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/80121 

○ 島サミット、来年も福島で＝海洋秩序維持で協力（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011700746&g=eqa 

○ 1 月 22 日から京都で日露救難訓練を開催 ２年３か月ぶりに再開（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170117/plt1701170038-n1.html 

○ 震災から 22 年、大規模災害時の連携確認 京都・舞鶴で合同訓練（京都新聞） 

 http://kyoto-np.co.jp/top/article/20170117000127 

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

○ 日ベトナム首脳会談 南シナ海問題「平和的解決が重要」で一致（FNN） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00347158.html 

○ 首相 ベトナム首相と会談 新造巡視船を供与（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170116/k10010841441000.html 

○ 安倍首相は東南アジア再訪問で３枚のカードを出し、丸め込みを続ける（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-01/16/c_135985427.htm 

○ 最小ロケット 失敗 打ち上げ後､通信に異常 JAXA（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170116/ddm/001/040/166000c 

○「中国アジア太平洋安全協力政策」白書 専門家の解説（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0116/c94474-9167418.html 

○ 2016 年の中国海軍の戦艦就役まとめ 総トン数 15 万トン（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-01/16/content_40109994.htm 
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２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

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

○「マルコム」「シンゾウ」緊密化に手応え（産經） 

安倍晋三首相、対中傾斜懸念の豪つなぎ止めへ腐心 安保利害共通で 

http://www.sankei.com/politics/news/170114/plt1701140021-n1.html 

○ 日インドネシア、南シナ海で連携強化＝沿岸警備や離島開発を支援（時事） 

－740 億円供与 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170115-00000076-jij-pol 

○ 49 歳自衛官､スカート内盗撮 「若い女性見たかった」 容疑で逮捕／千葉（千葉日報） 

 https://this.kiji.is/193171622674793972?c=75768590128873475 

１４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日豪首脳、米新政権と強固に連携＝弾薬融通へ署名－TPP 発行目指し努力（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011400041&g=pol 

○ 中国海軍、新型の電子偵察船を配備 異例の公表（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35094980.html 

○ 海自海佐が酒気帯び運転 容疑で逮捕 神奈川（産經） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170114/afr1701140024-n1.html 

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

○ 首相、南シナ海連携に腐心 比へ１兆円支援表明（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H4C_S7A110C1EA1000/ 

○ マティス次期米国防長官、ロシアに対抗できるよう備え必要と指摘（AFP） 

 http://jp.reuters.com/article/mattis-russia-idJPKBN14W35P 

○ 韓国民団が慰安婦像撤去求める 「在日同胞は息を殺して生活」（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170113/mca1701130723006-n1.htm 

○ ソマリア派遣の護衛艦「いなづま」海賊対処任務終え海自呉基地に帰港（産經） 

 http://www.sankei.com/west/news/170113/wst1701130015-n1.html 

○ ソマリア派遣の海自護衛艦帰港 佐世保（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20170112-OYTNT50061.html 

○ 首都直下型地震の即応体制維持 海自横須賀総監が抱負（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/224632 

○ 米軍利用には反対､慎重 「不必要」最多、安全懸念も（佐賀新聞） 

佐賀商工会議所アンケート http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/394802 

１２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ次期大統領が当選後初会見：識者はこうみる（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/trumpmediainterview-idJPKBN14W06K 
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２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 首相 フィリピンでドゥテルテ大統領と会談（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170112/k10010837131000.html 

○ 外交部､８年間の抗日戦争を 14 年間に変えるのは恨みを長引かせるものではない 

（人民網） http://j.people.com.cn/n3/2017/0112/c94474-9165998.html 

○ 中国政府、アジア太平洋安全協力政策に関する初の白書を発表（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0112/c94474-9165852.html 

○ 対日「改善プロセス」維持を＝中国がアジア安保協力白書（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011100830&g=pol 

○ 中国の初の安保白書「THAAD 反対」･･･北核に次いで重視（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/619/224619.html?servcode=A00&sectcode=A30&c

loc=jp|main|inside_right 

○ 中越が海洋協力拡大を確認＝首脳会談、日米牽制（時事） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170112-00000149-jij-cn 

○ 中国潜水艦マレーシアに初寄港－対米戦略に楔、日本にも影響（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/01/post-6708_1.php 

○ 日本軍用機 韓国防空識別圏への侵入は昨年 444 回＝韓国軍（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/01/12/0400000000AJP2017011200

3800882.HTML 

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

○ 米海兵隊の F35、岩国基地へ出発 国外で初配備（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3113677 

○ 中国空母「遼寧」､台湾海峡を通過 台湾側は警戒（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK1C2VX3K1CUHBI00G.html 

○ 中国海軍航空兵、日本海で艦艇・航空機の共同訓練を実施（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-01/11/c_135973295.htm 

○ 日本との軍事協定締結を記載 批判世論は言及せず＝韓国国防白書（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/10/0900000000AJP201701100

03200882.HTML 

１０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相、駐韓大使から報告聴取＝釜山の少女像設置で協議（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011000254&g=pol 

○ 慰安婦問題「状況悪化招く言動自制を」＝韓国大統領代行（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/01/10/0400000000AJP2017011000

1200882.HTML 
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２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 日米との演習、韓国反対で頓挫 朴政権への批判影響か（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK195J3ZK19UHBI01B.html 

○ 元米海軍将校のリッパート大使、韓国の「名誉海軍」に（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/479/224479.html?servcode=A00&sectcode=A20&c

loc=jp|main|top_photo 

○ 中国海軍が対馬海峡通過＝爆撃機に続き、領海侵入なし－防衛省（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011000887&g=soc 

○ 中国軍用機約 10 機 韓国南の防空識別圏内に進入（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/10/0900000000AJP201701100

00400882.HTML 

○ 外交部、台湾問題の慎重で適切な処理を米側に促す（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0110/c94474-9164943.html 

○ 海上拉致事件の発生数、2016 年は過去 10 年で最高－マレーシア（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3113631 

○ 海洋巡航ミサイル実験に成功＝「印に対応」－パキスタン（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011000083&g=int 

○ 米駆逐艦がイラン艦艇に警告射撃、ホルムズ海峡で異常接近（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3113568 

○ まるでイナゴの群れ？超小型ドローン103機の編隊飛行に成功 米国防総省（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3113589 

０９（月）成人の日―――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 蔡総統、米との FTA 推進する意向＝クルーズ議員との会談で／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201701090002.aspx 

○ 台湾総統、クルーズ議員と会談＝中国領事館が面会拒否要請－米（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010900024&g=int 

○ 安倍氏が慰安婦問題で激怒 日韓関係はなおも難航（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-01/09/c_135966995.htm 

○ 岸田氏、チェコ外相と会談 中国念頭に「法の支配」確認（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK194S6BK19UTFK003.html 

○ イラク首都２カ所で自爆テロ、16 人死亡 ISIS 犯行声明（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35094705.html 

○「暴徒」３人を射殺＝テロ事件関与の疑い－中国新疆（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010900073&g=int 
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２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

０８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 防衛施設周辺で外国資本の土地取得規制に向け調査可能に（産經） 

自民が通常国会に法案提出へ 

 http://www.sankei.com/politics/news/170108/plt1701080007-n1.html 

○ 中国公船が領海侵入＝今年２回目－沖縄・尖閣沖（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010800049&g=soc 

○ 中国が深海データを軍事利用 西太平洋に即時観測網を整備へ（産經） 

技術革新と原潜で米に対抗か？ 

http://www.sankei.com/world/news/170107/wor1701070024-n1.html 

○ 小松島海自航空隊、今年初の飛行訓練 空の安全・技量向上誓う（徳島新聞） 

 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2016/01/2016_14522133404745.html 

○ シリア北部で車が爆発、約 50 人死亡 反体制派の支配地域（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35094695.html 

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

○ 中国にらみ安保協力強化＝ACSA 交渉開始で合意－日仏（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010700162&g=pol 

○ 平成 29 年 1 月 5 日～7 日 稲田大臣のベルギー・フランス訪問（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2017/01/05.html 

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

○ 尖閣防衛戦略を政府策定へ、中国との有事想定（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20170106-OYS1T50015.html 

○ 機雷探知共同研究で合意＝日仏防衛相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010600119&g=pol 

○ 韓米日が外務次官協議 北の非核化へ圧力強化で一致（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/06/0900000000AJP201701060

00400882.HTML 

○ 釜山少女像、即時撤去を＝外務次官が韓国に要求（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010600072&g=pol 

○ 駐韓大使に一時帰国指示 釜山の少女像に対抗（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H1Y_W7A100C1MM0000/?dg=1&nf=1 

○ 海自八戸 P3C が初訓練（Web 東奥） 

 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2017/20170106021298.asp 
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０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 稲田防衛相：NATO 事務総長と会談 海洋安保強化で一致（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170106/k00/00m/010/106000c 

○ オスプレイ空中給油再開を発表＝在日米軍の対策評価－防衛省（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010500215&g=pol 

○ 中国軍艦３隻が津軽海峡通過＝昨年 10 月は大隅海峡－防衛省（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010500807&g=soc 

○ ＜中国＞ 公船領海侵入 121 隻 昨年・尖閣周辺過去２番目（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170105/k00/00m/010/121000c 

○ 中国の THAAD 対応当局者、韓国企業に「断行に匹敵する措置覚悟すべき」 

（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞）http://japan.hani.co.kr/arti/politics/26141.html 

○ 沈没潜水艦の慰霊碑、豪に設置へ 旧日本軍、75 年後に（共同） 

 https://this.kiji.is/189721129707110407?c=39546741839462401 

０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 平成 29 年 稲田防衛大臣 年頭の辞（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/publication/douga/2017_nentou.html 

○ ロシア空軍の支援のもと、シリアで 3 万 5 千の戦闘員殲滅（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/middle_east/201701043210762/ 

○ 外交部報道官の語る 2017 年の中国外交の４つの「重大事」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0104/c94474-9162636.html 

○ 中国の南中国海上空を「殲-15」が初飛行（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0104/c94474-9162663.html 

○ 米軍空母、西太平洋で訓練へ･･･中国をけん制（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20170104-OYT1T50052.html 

○ 在韓米軍、沖縄へ家族脱出の避難訓練 北朝鮮の侵攻に備え（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35094531.html 

○ 軍が特殊任務旅団新設へ 有事に金正恩氏を攻撃＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/04/0900000000AJP201701040

01300882.HTML 

○ 慰安婦問題解決求める集会が 25 周年 被害者の銅像公開＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/01/04/0200000000AJP201701040

03000882.HTML 

○ 原宿「東郷記念館」でﾁｬﾘﾃｨｰ肉じゃが 東郷平八郎考案レシピで（ｼﾌﾞﾔ経済新聞） 

 http://www.shibukei.com/headline/12048/ 

http://mainichi.jp/articles/20170106/k00/00m/010/106000c
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010500215&g=pol
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010500807&g=soc
http://mainichi.jp/articles/20170105/k00/00m/010/121000c
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/26141.html
https://this.kiji.is/189721129707110407?c=39546741839462401
http://www.mod.go.jp/j/publication/douga/2017_nentou.html
https://jp.sputniknews.com/middle_east/201701043210762/
http://j.people.com.cn/n3/2017/0104/c94474-9162636.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/0104/c94474-9162663.html
http://www.yomiuri.co.jp/world/20170104-OYT1T50052.html
http://www.cnn.co.jp/world/35094531.html
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/04/0900000000AJP20170104001300882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/01/04/0900000000AJP20170104001300882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/01/04/0200000000AJP20170104003000882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/01/04/0200000000AJP20170104003000882.HTML
http://www.shibukei.com/headline/12048/


２９．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

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

○ 安倍首相の 2017 年日程：日米同盟を強化､露日共同経済活動を発展､日中関係改善を

進む（Sputnik）https://jp.sputniknews.com/japan/201701033207271/ 

○ 自衛隊機輸出へ NZ と交渉 政府、哨戒機・輸送機（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS02H1F_S7A100C1MM8000/ 

○ ロシアのハッキング関与、米政権は「100％確信」（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/usa/35094533.html?tag=cbox;usa 

○ 比と合同演習計画＝南シナ海で中国とも構想－ロシア（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017010300277&g=int 

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

○ 習近平「真の戦場」は軍の「大手術」（Foresight） 

 http://www.fsight.jp/articles/-/41873 

０１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 新年祝うパーティーで銃乱射、39 人死亡 トルコ（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3112895 

○ 在ハバロフスク日本総領事館が元旦からビザ交付の緩和を開始（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201701013204059/ 

○ 安倍内閣総理大臣 平成 29 年 年頭所感（官邸） 

 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2017/0101nentou.html 

○ 習近平中国国家主席、2017 年祝辞を発表（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-01/01/c_135946965.htm 

○ 習近平氏「領土主権や海洋権益は守る」 新年に向け祝辞（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJD06VHTJD0UHBI00V.html 

 

（了） 
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