
２９．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海の News（３月）～ 

０１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜日米安保担当会談＞日米同盟の強化へ連携深化を確認（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170301/k00/00e/030/225000c 

○ 日本人が知らない中国の宇宙開発の脅威（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9010 

○ 【防衛最前線（１１１）】 

対潜戦を人知れず支援 海自関係者も考え込む敷設艦「むろと」の仕事とは（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170301/prm1703010004-n1.html 

０２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「千島列島を手放さない」ロシア軍が示し始めた覚悟（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49299 

○ 中国が南シナ海での漁獲禁止を発表、ベトナム外務省が抗議（VIET JO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/170301051126.html 

○ 直売所増「日本一」の危機感 大村の「夢ファーム シュシュ」 [長崎県]（西日本） 

 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/311590 

０３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、南シナ海で新たなクルーズ船ツアーを開始（ロイター） 

http://jp.reuters.com/news/world/china 

○ 米海軍、空母１２隻に増強へ…中国の海洋進出で（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20170303-OYT1T50034.html?from=ytop_main1 

○ 自衛隊員や物資輸送の民間船を公開 横浜港で性能披露（産経） 

 http://www.sankei.com/life/photos/170303/lif1703030019-p1.html 

０４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の「海上保安法改訂」で南シナ海情勢はどうなる？（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/03/26860.html 

０５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海、領有権争いが助長する「最悪級の漁場崩壊」（ナショジオ） 

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO13424010X20C17A2000000?channel=DF

260120166531 

○（変わる安全保障）  

巡視船外交､政権が本腰 南シナ海沿岸国へ次々供与（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/DA3S12826383.html 
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○ 中国、国防費７％増 大国、軍拡競争再び 米国、南シナ海強化へ（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170305/ddm/002/030/132000c 

○ 中国全人代、「領海管理」の表現強め、海洋支配の姿勢打ち出す 米に対抗、 

国内法改正も着々（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170305/wor1703050037-n1.html 

○ 砕氷船「しらせ」で出港！いざ雪と氷の南極大陸へ 

【南極観測隊シェフ青堀力の南極紀行１】（サライ） http://serai.jp/tour/131595 

０６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ政権が南シナ海ですべき 5 つのこと（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9020 

○ 北朝鮮、弾道ミサイル 4 発発射＝日本の EEZに 3 発落下―米韓演習に対抗（時事） 

http://sp.m.jiji.com/generalnews/article/genre/intl/id/1787023 

○ 北ミサイル、迎撃せず…「到達の可能性なし」（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170306-OYT1T50077.html 

０７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「航行の自由作戦」で年次報告＝２２カ国・地域に実施－米国防総省（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030700352&g=int 

０８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊よ、武士道に入れあげていると破滅するぞ（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49356 

○ 海自隊員８人をソマリア派遣 第２３航空隊で見送り行事 京都・舞鶴（産経） 

 http://www.sankei.com/west/news/170308/wst1703080032-n1.html 

○ 中国は太平洋貿易の旗手にはなれない（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9021 

○ 現代版シルクロード構想 中国の思惑は… 

「世界席巻」自賛 海上戦略拠点テコ入れ（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170308/wor1703080055-n1.html 

○ 「重機も作業員もすべて中国から…」南シナ海に戦略拠点続々 

 マレーシアで陸路も開発 スリランカ港湾整備は調印めど立たず（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170308/wor1703080057-n4.html 

０９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮ミサイル 日本最接近？ 能登沖２００キロ落下か（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170309/k00/00e/010/252000c 
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○ 南シナ海でスタートした中国のクルーズツアー（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49363 

○ 本土接近で高まる脅威 迫られる防衛費ＧＤＰ比１％超え（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170309/plt1703090027-n1.html 

○ 南シナ海進出に態度を硬化 マレーシアは親中国、返上か（NEWS WEEK） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/03/post-7139.php 

１０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自と米空母打撃群が本格的な共同訓練 東シナ海で中朝を牽制（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170310/plt1703100004-n1.html 

○ 被災港湾、安全新たに １０港の海図６年かけ更新（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/236709 

○ ＡＳＥＡＮ議長国フィリピンの外相辞任、南シナ海や北朝鮮問題に影 

 ドゥテルテ大統領の「女房役」（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170309/wor1703090042-n1.html 

○ トランプには真似できない大英帝国の支配術（文春オンライン） 

 http://bunshun.jp/articles/-/1586 

○ 中国、フィリピン東沖調査か 潜水艦通過の可否、確認？  

 比国防相（朝日デジタル）

http://www.asahi.com/articles/DA3S12834147.html  

○ 中国初のステルス戦闘機「殲 20」、実戦配備へ（ＡＦＰ） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3120951 

１２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 迫りくる第三次世界大戦の危機（Japan In-depth）  

 http://japan-indepth.jp/?p=33429 

１３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東芝だけじゃない！海外大型案件で赤字続出（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/162338 

○ 稲田防衛相が佐世保市を訪問（長崎） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/13092644050706.shtml 

○ 広島・呉の「呉海自カレー」とオタフクソースがコラボ 「呉海自カレーソース」

発売へ（広島経済） 

 http://hiroshima.keizai.biz/headline/2536/ 

○ 中国のアジア太平洋での覇権を黙認する豪州（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9088 

 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49363
http://www.sankei.com/politics/news/170309/plt1703090027-n1.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/03/post-7139.php
http://www.sankei.com/politics/news/170310/plt1703100004-n1.html
http://www.kanaloco.jp/article/236709
http://www.sankei.com/world/news/170309/wor1703090042-n1.html
http://bunshun.jp/articles/-/1586
http://www.asahi.com/articles/DA3S12834147.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3120951
http://japan-indepth.jp/?p=33429
http://japan-indepth.jp/?p=33429
http://toyokeizai.net/articles/-/162338
http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/13092644050706.shtml
http://hiroshima.keizai.biz/headline/2536/
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9088


２９．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

１４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 事態はここまで悪化した 尖閣周辺で我が物顔の中国（JBpress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49410 

○ 韓米日がミサイル探知訓練開始 北朝鮮の挑発警戒（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/03/14/0400000000AJP201703140

01100882.HTML 

○ 大湊海自カレー、店舗への伝授始まる（デーリー東北） 

 http://www.daily-tohoku.co.jp/kiji/201703130P167464.html 

○ 最大艦「いずも」５月から南シナ海とインド洋に派遣（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170315/k00/00m/010/163000c 

１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊はどうやってアジア太平洋の安全を確保するのか？（Book Bang） 

 http://www.bookbang.jp/article/527684 

○ 海軍力を誇示する日本、ヘリ空母「いずも」を南シナ海へ（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/03/15/2017031501136.html 

○ あぐー豚とアグー豚は別もの！限定“自衛隊カレー”が絶品！沖縄みやげ 5選 

（J・SPA） https://joshi-spa.jp/671831 

○ 海洋安保で協力＝日モザンビーク首脳会談（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017031501185&g=pol 

○ ティラーソン国務長官がアジア歴訪を開始（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170315/wor1703150037-n1.html 

○ 中国、パラセルで新工事、港湾の可能性（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170315/wor1703150022-n1.html 

○ 徹底解説：自衛隊は今まで何をしてきたか（JBpress）  

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49407 

○ 【防衛最前線（１１３）】探知能力向上で中国軍機を見逃さない 自衛隊が導入

を決めた早期警戒機「Ｅ２Ｄ」（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170315/prm1703150005-n1.html 

１６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「金曜日はカレーの日」舞鶴でまちおこしフェス、１９日 ／京都（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170316/ddl/k26/040/456000c 

○ 中国の人工島建設、関与の個人・企業に制裁 米議員が東・南シナ海の不法行為

に法案提出（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170316/wor1703160020-n1.html 
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１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「気象情報に尖閣諸島も含めて」石垣市議会が意見書 中国は 2012年から先行（沖縄

タイムス＋プラス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/89051 

１８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国公船４隻、１隻は機関砲装備か 尖閣周辺に２日連続（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170318/wor1703180023-n1.html 

１９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の習近平氏、台湾や南シナ海で米国牽制 米国務長官と会談「互いの核心的

利益を尊重」（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170319/wor1703190030-n1.html 

○ 首相、防衛力強化の必要性強調…防大卒業式訓示（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170319-OYT1T50082.html 

〇 海上自衛隊、練習艦かしま、やまゆき、護衛艦はるさめで近海練習航海（Fly Team） 

 http://flyteam.jp/news/article/76956 

２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 氷海域へ到達！波濤を進む砕氷船「しらせ」での艦内生活【南極観測隊シェフ青

堀力の南極紀行 2】（サライ） 

 http://serai.jp/tour/141947 

○ 「水陸機動団」創設準備は最終段階 米海兵隊との訓練で練度向上 今後は装備

品の充実も焦点（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170320/plt1703200003-n3.html 

○ 新人「海猿」、制服姿りりしく 京都・舞鶴、海保学校で卒業式（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170320000037 

○ 【あの時・「末代までの恥」野々村監督】（３）野球技術より「心」を鍛える（スポ

ーツ報知） 

 http://www.hochi.co.jp/baseball/hs/20170319-OHT1T50204.html 

２１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日仏、海洋安保で連携深化 共同訓練でも合意（日経） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK21H02_R20C17A3000000/ 

○ 台湾、潜水艦の自主建造に着手へ 中国の海軍力に警戒感（朝日）  

 http://www.asahi.com/articles/ASK3P2GXCK3PUHBI009.html  

○ 日仏首脳が会談、海の安全保障協力で一致 原子力分野も（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK3P2C8VK3PULFA001.html 
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○ 海保の巡視船、マレーシアに引き渡し（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170321/wor1703210025-n1.html 

２２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 徹底解説自衛隊：ソ連・中国の進出を阻止した実力（JBpress）  

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49486 

○ 日米仏英、４月に史上初の共同訓練…中国の海洋進出をけん制（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/134/227134.html?servcode=A00&sectcode=

A00&cloc=jp|main|top_news 

○ 中国よ、これが日本の実力だ 海自最大の空母型護衛艦「かが」就役 南西諸島

などの防衛に対応（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170322/plt1703220014-n1.html 

○ 米国務長官はなぜ南シナ海に言及しなかったのか（JBpress）  

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49482 

○ 海自ヘリ空母「かが」就役 F-35Bは結局のところ搭載できるのか？ その運用

は？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/66780/ 

２３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国が竹島周辺で海洋調査、海底名の申請準備か（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170322-OYT1T50175.html?from=y10 

○ 竹島周辺で韓国が海洋調査２回 昨年、海保の中止要請に応じず（産経 WEST） 

 http://www.sankei.com/west/news/170323/wst1703230021-n1.html 

○ 対中対潜戦に威力 ヘリ護衛艦「かが」就役でＤＤＨ４隻態勢が完成 取材現場

には複数の香港メディアの姿も…（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170322/plt1703220027-n1.html 

○ ありがとう護衛艦「くらま」 日本の海を護り続けた３６年（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170323/prm1703230007-n1.html 

○ 尖閣諸島周辺海域で中国公船と渡り合う海上保安庁の巡視船 海保が業務紹介の

動画（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170322/plt1703220028-n1.html 

○ またまたやりました 「加賀カレー」が横須賀海軍カレー本舗で限定再販、「か

が」就役を記念して（ねとらぼ） 

 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1703/23/news129.html 

○ 中国報道官「空母加賀は大戦中に撃沈された」 護衛艦「かが」就役で“軍国主

義復活”持ち出す（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170323/wor1703230034-n1.html 
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http://www.yomiuri.co.jp/national/20170322-OYT1T50175.html?from=y10
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２９．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

２４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国海軍が大規模海上訓練 北挑発へ報復の決意示す（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/03/24/0900000000AJP2017032400

1500882.HTML 

２６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 重工３社、造船改革どこまで 各社大きな赤字計上（朝日）  

 http://www.asahi.com/articles/ASK3S4SBBK3SULFA010.html 

２７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 陸自、離島奪還拠点に新部隊 水陸機動団員を教育（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170327/plt1703270010-n1.html 

○ 海自の練習艦隊佐世保寄港（長崎） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/27091014050830.shtml 

○ 海自機、フィリピンへ引き渡し 南シナ海めぐる中国への牽制強化（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170327/wor1703270030-n1.html 

２８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国のスプラトリー人工島軍事施設の完成間近か（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20170328-OYT1T50101.html 

２９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 徹底解説自衛隊：災害大国に圧倒的存在価値（JBpress）  

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49558 

○ 初の「米艦防護」実施へ、夏までに日米訓練で（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170328-OYT1T50163.html 

○ 「国の安全保障に貢献」 海自呉基地に最新鋭潜水艦が初入港 広島（産経） 

 http://www.sankei.com/region/news/170329/rgn1703290034-n1.html 

○ 沖縄に「大東亜戦争」を評価する記念碑を建てた台湾。台湾政策が劇的に変わる

【評論家・江崎道朗】（SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1308901 

○ ＜チャイナインサイト＞「海の平和」なくして韓中の真の平和もない（１）（中

央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/429/227429.html?servcode=100&sectcode=120 

○ ＜チャイナインサイト＞「海の平和」なくして韓中の真の平和もない（２）（中

央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/430/227430.html?servcode=100&sectcode=120 
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２９．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ ＜チャイナインサイト＞「海の平和」なくして韓中の真の平和もない（３）（中

央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/431/227431.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 艦これじゃねーか！ 海自のレシピサイト「艦めし」のロゴに熱い既視感（ねと

らぼ） 

 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1703/29/news143.html 

３０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 旧海軍施設の観光ツアー（長崎） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/30091143050870.shtml 

○ 不審船の監視に人工衛星活用…広範囲で迅速対応（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170330-OYT1T50067.html 

３１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日中間激しい軽空母競争…熱くなる西太平洋（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/524/227524.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 「大村 海軍カレー」完成（長崎） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/03/31090928050877.shtml 

（了） 
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