
２９．５．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（４月）～ 

３０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊 米軍の艦船など守る新たな任務 初めて実施へ（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170430/k10010967161000.html?utm_int=nse

arch_contents_search-items_021 

○ 米艦防護､初の命令 海自艦､あす出港 四国沖へ 安保法制下、新任務（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/DA3S12916911.html 

○ 韓米連合訓練開始、世宋大王艦とカール･ビンソンが参加（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/638/228638.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ ASEAN 首脳 北朝鮮に深刻な懸念表明（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170430/k10010967051000.html?utm_int=nse

arch_contents_search-items_025 

○ 厚木基地で開放イベント 艦載機や哨戒機の展示も（神奈川新聞） 

http://www.kanaloco.jp/article/248006 

２９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 弾道ミサイル発射、失敗か＝数分で爆発、内陸に落下・北朝鮮（時事） 

対艦用準中距離の見方 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042900248&g=prk 

○ 日韓への核攻撃「現実的脅威」＝米長官、北朝鮮との外交凍結要求（時事） 

安保理閣僚級会合 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042900058&g=int 

○ 米空母カールビンソン、対馬海峡航行 朝鮮半島近海へ（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK4Y33L8K4YTIPE003.html 

○ 日本海で共同訓練＝米空母と海自護衛艦（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042900367&g=prk 

○ 海自「いせ」佐世保に配備（長崎新聞） 

http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/04/29092513051170.shtml 

○ 仏軍艦艇が佐世保入港、日米英と共同訓練へ 北朝鮮など牽制（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/france-drill-idJPKBN17V04C?sp=true 

○【日英首脳会談】自由貿易推進で一致 中朝への懸念共有（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170429/plt1704290007-n1.html 

○ アジア大洋州の軍事費、伸び率が世界最大 ４.６％増（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK4X3Q0RK4XUTFK00F.html 

○ 艦これファンも実物をじっくり 聖地・舞鶴の北吸桟橋（京都新聞） 

http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20170429000087 
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２８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 空自も米空母と訓練実施＝沖縄東方、海自と合流（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042800634&g=pol 

○ ＜防衛省＞ グアムで５月、初の日仏英米共同訓練 中国けん制（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170429/k00/00m/010/149000c 

２７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、平和解決へ圧力＝制裁と外交優先－対北朝鮮、軍事力も誇示（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042700985&g=prk 

○ 空母、北朝鮮攻撃圏内に＝THAAD「数日」で運用可能－米司令官（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042700043&g=int 

○ 北朝鮮危機のさなか、米空軍が ICBM 発射実験（Newsweek） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/icbm-2.php 

２６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、重大な挑発なし 軍創建 85 年（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15753770W7A420C1MM8000/?dg=1 

○ ＜空自＞ 米空母と沖縄の東方空域で共同訓練へ（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170427/k00/00m/030/049000c 

○ 九州・山口も有事への備え強化 北のミサイル発射想定し避難訓練（産經） 

福岡県､６月にも実施 

http://www.sankei.com/region/news/170426/rgn1704260010-n1.html 

○「韓国守る必要なし」トランプ氏に喝采送る米有権者（産經 WEST） 

かつて「敵前逃亡」した韓国軍に“根深い”不信 

http://www.sankei.com/west/news/160425/wst1604250006-n1.html 

○ 中国初の国産空母が 26 日午前に進水（人民網） 

http://j.people.com.cn/n3/2017/0426/c94474-9207860.html 

○ 初の国産空母が進水式＝20 年ごろ就役へ－中国（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042600527&g=int 

○「東郷のビーフシチュー」発売 京都･舞鶴限定、逸話にちなみ（京都新聞） 

http://kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20170426000035 

２５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 半島情勢、緊張高まる＝北朝鮮で軍創建 85 年－関係国は核実験など警戒（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042500181&g=prk 

○ 北朝鮮が過去最大規模の砲撃訓練 軍記念日迎え＝韓国政府筋（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/25/0900000000AJP20170425

002800882.HTML 
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○ 米原子力潜水艦が韓国に、北朝鮮に軍事力を誇示（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/world/35100268.html?tag=top;mainStory 

○ 北朝鮮へ圧力、日米韓が連携協議 中国の首席代表も来日（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK4T2STVK4TUTFK002.html 

○ 稲田防衛相、北朝鮮に対する警戒態勢「万全」（TBS） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3037990.html 

○ 米空母と海上自衛隊の共同訓練 日本海でも実施へ（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170425/k10010960391000.html?utm_int=det

ail_contents_news-related-auto_002 

○ 半島有事 “そのとき“海保は･･･ 前例のない巡視船での邦人保護（産經） 

手薄な尖閣警備懸念 

http://www.sankei.com/world/news/170425/wor1704250007-n1.html 

○ ＜外交青書＞ 核の脅威「新たな段階」 北朝鮮へ非難強める（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170425/k00/00e/010/207000c 

○ 日本外交青書 独島を「固有の領土」＝韓国政府が撤回要求（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/25/0400000000AJP201704250

02000882.HTML 

○ 福岡市、危機管理担当幹部に元自衛官２人を起用へ（産經） 

http://www.sankei.com/region/news/170425/rgn1704250046-n1.html 

○ 辺野古の護岸工事着手 埋め立て始まる（琉球新報） 

http://ryukyushimpo.jp/news/entry-484737.html 

○ IHI：海洋構造物事業から撤退 愛知工場の生産停止（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170426/k00/00m/020/058000c 

２４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 仏大統領選、ル･ペン氏とマクロン氏が決選投票へ（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39689397 

○ 北朝鮮、米国人男性を拘束 平壌空港で出国阻止（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/world/35100212.html?tag=top;subStory 

○ 日米首脳、北朝鮮に自制要求＝安倍首相「米と連携､毅然と対応」（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042400296&g=pol 

○ トランプ大統領：安倍首相､中国国家主席と電話会談－北朝鮮問題（Bloomberg） 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-04-24/OOWG6S6S972E01 

○ 安倍政権｢カール･ビンソン｣と自衛隊の共同訓練で｢一打三被｣狙うのか（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/388/228388.html?servcode=A00&sectcode=A00&

cloc=jp|main|inside_left 
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○ 北朝鮮、米空母カール･ビンソンを「沈める用意がある」（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39689536 

○ ロシアの軍事費、経済制裁下で世界第３位に 前年比 5.9%増（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3126148 

○ 中国海軍創設 68 周年：世界一流の海軍へ征途（人民網） 

http://j.people.com.cn/n3/2017/0424/c94474-9206886.html 

○「旧統一教会」関連団体の上陸と「ヒゲの隊長」佐藤正久参院議員（週刊朝日） 

https://dot.asahi.com/wa/2017042100009.html 

２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米空母と護衛艦が合流 共同訓練始まる 東シナ海北上へ（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170423/k10010958511000.html?utm_int=nse

arch_contents_search-items_001 

○ 与那国駐屯地開設１年で式典＝防衛政務官「領土守り抜く」－沖縄（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042300414&g=soc 

○「日本海」を「東海」に IHO で日本と外交戦へ＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/23/0400000000AJP201704230

00300882.HTML 

○ 紛争下のコンゴ、中央カサイの避難民 100 万人以上に 国連（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3126094?utm_source=yahoo&utm_medium=new

s&cx_from=yahoo&cx_position=r2&cx_rss=afp&cx_id=3126374 

２２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシア機がまたアラスカ沖に飛来 ４日連続（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/usa/35100185.html 

○ 空母カール･ビンソンの艦載機操縦士が緊急脱出、フィリピン沖（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3126023 

２１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の沿岸警備隊、南沙諸島でフィリピン漁船に発砲か（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3125946 

○ 安倍首相、靖国に真榊奉納＝超党派議員が集団参拝－春季例大祭（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042100304&g=pol 

２０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安保理が北朝鮮ミサイル発射を非難する声明、文言巡り米ロ対立も（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-russia-un-idJPKBN17M2ZU 

○ 米空母の位置めぐり波紋＝朝鮮半島派遣のはずがインド洋に（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042000716&g=int 
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○ 日豪の防衛協力深化を＝外相、国防相と会談－安倍首相（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042000154&g=pol 

○ 日豪２＋２ 北朝鮮へ圧力強化の方針で一致（日テレ） 

http://www.news24.jp/articles/2017/04/20/04359525.html 

○ パリで銃撃、警官１人と容疑者死亡 オランド大統領「テロと確信」（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/france-shooting-idJPKBN17M2TM 

○ 独島周辺での海洋調査 日本の抗議を「一蹴」＝韓国外交部（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/20/0400000000AJP201704200

03300882.HTML 

○「一帯一路」､南太平洋諸国との共同建設も重要な課題に（中国網） 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-04/20/content_40659731.htm 

○ 台南市長「台湾と日本の友情は壊れない」（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

八田氏の慰霊祭予定通り実施へ 

http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201704180002.aspx 

１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米副大統領が空母で演説､「力の道選んだ」と北朝鮮をけん制（TBS） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3032380.html 

○ 日豪、初の戦闘機共同訓練を実施へ 防衛相会談で合意（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H4A_Z10C17A4PP8000/ 

○ 韓国が竹島周辺の日本の EEZ で海洋調査 外務省が抗議（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170419/plt1704190046-n1.html 

○ THAAD は北朝鮮核への防御措置 中国は報復中止を＝韓米日（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/04/19/0200000000AJP20170419

004300882.HTML 

１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米国からの「いかなる形の戦争にも応酬」 北朝鮮が宣言（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3125424?cx_part=topstory 

○ ミサイル実験は辞めない BBC に北朝鮮高官（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39626211 

○ 南スーダン PKO 自衛隊が撤収開始（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170418/k10010952081000.html 

○ 稲田防衛相「女性活躍を推進」 自衛官の配置制限撤廃（朝日） 

http://www.asahi.com/amp/articles/ASK4L54VJK4LUTFK00L.html 

○ 肩すかしに終わった米中「巨頭」会談（Newsweek） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/post-7445_1.php 
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１７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ペンス副大統領「戦略的忍耐の時代終わった」 韓国で北に警告（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/17/0900000000AJP20170417

003500882.HTML 

○ 米空母 25 日ごろ朝鮮半島東の海上に＝対北抑止へ武力誇示（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/17/0900000000AJP20170417

000900882.HTML 

○ 安倍首相 北朝鮮への圧力行使にロシアとも連携（Sputnik） 

https://jp.sputniknews.com/politics/201704173544583/ 

○ トルコ国民投票、大統領権限強化に「賛成」51.5% 野党は非難（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/turkey-idJPKBN17I0WD 

○ 海自練習艦隊が京都・舞鶴寄港 幹部候補生らを歓迎（京都新聞） 

http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20170417000123 

○ 開国の地で日米交流／横須賀市 浦賀（神奈川新聞） 

http://www.kanaloco.jp/article/245010 

１６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮､弾道ミサイル発射に失敗=「4～5 秒」で爆発か-米副大統領訪韓直前（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041600198&g=prk 

○ 北朝鮮ミサイル、発射直後に爆発か パレードでは新型公開も（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/special/kr_peninsula/35099837.html?tag=top;topSp 

○ 北朝鮮、新型 ICBM などを大量公開（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27087.html 

○ 北朝鮮 発射は中距離弾道ミサイルか 米韓が対応協議へ（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170416/k10010950541000.html 

１５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ シリア避難民乗せたバスへの車爆弾 死者 126 人のうち 68 人が子供（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39619078 

１４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍、最強の非核爆弾を初使用 アフガンの IS 空爆で（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3125067 

○ ＜米軍＞「先制攻撃の準備」北朝鮮核実験強行なら 米報道（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00e/030/265000c 

○ 北朝鮮へ警戒強める＝金主席生誕日前に－政府（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041401017&g=pol 
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http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041401017&g=pol
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○ 元自衛艦隊司令官「限りなく本気に近づいている」北朝鮮が緊迫化（Abema TIMES） 

https://abematimes.com/posts/2259265 

○ 米英豪との物品協定承認＝弾薬提供可能に（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041400134&g=pol 

○ ドゥテルテの南シナ海「占領」計画は中国の一声で中止（Newsweek） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/post-7412.php 

○ 違法中国船を次々と爆破するインドネシアの“女傑”が稲田朋美氏を表敬訪問(産經） 

「あなたは防衛省として非常に勇敢」 

http://www.sankei.com/world/news/170414/wor1704140037-n1.html 

○ 北朝鮮「独裁化と粛清を通じた恐怖政治が続いている」 

中国「尖閣支配の取組は実行段階｣ 防衛研究所が「東アジア戦略概観｣で警鐘（産經） 

http://www.sankei.com/politics/amp/170414/plt1704140026-a.html 

○ 全国初の「日米姉妹部隊」に 厚木基地の海自整備部門と米海軍（神奈川新聞） 

http://www.kanaloco.jp/article/244725 

１３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米の北攻撃で事前協議、在日米軍以外も対象に（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15242860S7A410C1PP8000/ 

○ ロシア、シリア決議案に拒否権 化学兵器疑惑、米との溝埋まらず（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124947 

○ トランプ氏、中国は「為替操作国ではない」（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39585787 

○ 平成 28 年度の緊急発進実施状況について（統幕） 

http://www.mod.go.jp/js/Press/press2017/press_pdf/p20170413_01.pdf 

○ 韓国人の 26％ 日本による独島侵略を警戒＝政府系機関調査（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/13/0400000000AJP201704130

04900882.HTML 

○ 14 日まで 海自艦が松山入港、一般公開（愛媛新聞） 

https://www.ehime-np.co.jp/article/news201704135093 

１２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日・スリランカ、海洋協力拡大へ 中国の進出を牽制（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK4D56TBK4DUTFK00C.html 

○ 潮流情報 169 カ所誤る＝計算間違い、過小値掲載－海保（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041201102&g=soc 

○ 習近平主席、米国トランプ大統領と通話（新華網） 

http://jp.xinhuanet.com/2017-04/12/c_136202858.htm 
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○ 習近平国家主席、香港の林鄭月娥行政長官と会見（新華網） 

http://jp.xinhuanet.com/2017-04/12/c_136201805.htm 

○ 日本の二つの顔･･･朝鮮半島危機論に火つけ、武装強化名分づくり（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://japan.hani.co.kr/arti/international/27047.html 

○ 大湊海自カレー認定開始 味の再現度を隊員が審査（東北新聞） 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170412-00010002-dtohoku-l02 

１１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上自衛隊、朝鮮半島へ向かう米空母と共同訓練へ＝関係者（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/sdf-korea-us-air-career-idJPKBN17D1VX 

○ 米空母派遣、狙いは北朝鮮けん制だけにあらず（日經） 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO15156380R10C17A4000000/ 

○ ＜G7 外相会合＞ シリア問題、露に解決促す 声明採択し閉幕（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170412/k00/00m/030/098000c 

○ イタリア G7 外相会合､北朝鮮を最も強い表現で非難（Sankei Biz） 

岸田外相「北朝鮮の挑発行為､新たな段階」 

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170411/mca1704112235019-n1.htm 

○ 南スーダン第２の都市で戦闘、民間人 16 人死亡 国連（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124732 

○ 中国がサイバーセキュリティ法案、企業の海外データ送信審査へ（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/china-cyber-idJPKBN17D0HH 

○ 第７管区海保本部長が着任「国境の守りしっかり」 福岡（産經） 

http://www.sankei.com/region/news/170411/rgn1704110008-n1.html 

○ 国産技術で海底資源開発 月内にも官民共同事業体（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170411/plt1704110005-n1.html 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米国務長官 シリア攻撃引合いに 北朝鮮を強く牽制（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170410/k10010942741000.html?utm_int=ne

ws_contents_news-main_003 

○ 米中首脳会談：合意なし、シリア問題に埋もれた北の核問題（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/04/10/2017041000651.html 

○ コプト教会爆破で非常事態宣言 エジプト（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39550483 

○ 中国公船が領海侵入＝今年９回目－沖縄・尖閣沖（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041000541&g=soc 
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○ 台湾と日本､「沖ノ鳥」巡り意見交換＝漁業協力 ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ開催（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201704100003.aspx 

○「しらせ」が南極から帰港＝観測隊活動の支援終え－東京･晴海（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041000160&g=soc 

○ 自衛隊､「米海兵式上陸部隊」育成へ（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/865/227865.html 

○ 公開で違法操業の中国漁船３隻拿捕＝韓国警備団（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2017/04/10/0800000000AJP2017041000

3400882.HTML 

○ 誰かに相談できなかった？ 53 歳自衛官 北海道転々4 か月（北海道ﾆｭｰｽ） 

無断欠勤で懲戒免職「発作的に」http://uhb.jp/news/?id=1549 

０９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米空母打撃群、朝鮮半島へ 米軍が確認 空母カール･ビンソンなど（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124490 

○ ロシアとイランの軍トップが電話会談、米のミサイル攻撃を非難（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124483 

○ 地域の安定に寄与するいかなる対話も歓迎＝外交部 トランプ･習会談／台湾 

（ﾌｫｰｶｽ台湾）http://japan.cna.com.tw/news/apol/201704090001.aspx 

○ ストックホルム・テロ、ウズベキスタン人の男を逮捕 車内に爆発物か（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/world/35099481.html?tag=top;topStories 

０８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＜米国､シリア攻撃＞ 苦肉の「支持」「理解」 日本政府､露にも配慮（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170408/ddm/002/030/125000c 

○ 米中首脳会談 朝鮮半島の非核化に向けた努力を確認（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170408/k10010941271000.html?utm_int=nse

arch_contents_search-items_010 

○ 中米首脳会談 積極的シグナルを発信（人民網） 

http://j.people.com.cn/n3/2017/0408/c94474-9200486.html 

○ 20 代の幹部自衛官、護衛艦内で拳銃自殺未遂か（TBS） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3024193.html 

○ 女性の入隊が過去最多 海自横須賀教育隊で入隊式（神奈川新聞） 

http://www.kanaloco.jp/article/243188 

０７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、シリア政府軍をミサイル攻撃 「弱者の息の根止めた」トランプ氏（CNN） 

http://www.cnn.co.jp/world/35099438.html?tag=top;mainStory 
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○ 米、シリアに巡航ミサイル アサド政権施設に 米報道､50 発以上（日經）

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM07H2K_X00C17A4MM0000/?dg=1&nf=1 

○ ロシアは米国がシリアの空軍基地に攻撃をしたことを受け、国連安保理の緊急招集

を要求（Sputnik）https://jp.sputniknews.com/politics/201704073512267/ 

○「友情生まれた」 米中首脳会談でトランプ氏（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/39524244 

○ 次期有人離島に関する基本方針策定へ 政府の総合海洋政策本部（産經） 

http://www.sankei.com/politics/amp/170407/plt1704070019-a.html 

○ 総合海洋政策本部 開催状況（首相官邸） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kaisai.html 

○ 新入隊員 262 人、海上防衛へ決意 海自・舞鶴教育隊で入隊式（京都新聞） 

https://this.kiji.is/223083219809994229 

○ 初の宇宙「今から楽しみ」＝11 月から長期滞在－医師出身､金井さん（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017040700217&g=soc 

○ 中国人民解放軍の大改革に警戒せよ！（JB press） 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49642 

０６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米大統領、アサド政権は「多くの線越えた」 攻撃死者 86 人に（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124076 

○ 自衛隊と調整「容易」＝日本の適地攻撃能力－米軍高官（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017040601001&g=pol 

○ 政府が 273 の無人離島で国有化 手続き完了が判明 領海の「基点」は 257 島（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170406/plt1704060002-n1.html 

○ 長嶺駐韓大使 韓国大統領府高官と面会＝少女像移転要求（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/06/0400000000AJP201704060

04800882.HTML 

○ 韓国軍 射程 800 キロミサイルの実験に成功＝北全域が射程（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/06/0900000000AJP20170406

000200882.HTML 

○ パラセル諸島に中国の戦闘機、1 年ぶりに確認＝米シンクタンク（ﾛｲﾀｰ） 

http://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN17905S 

○ 川重、造船事業を縮小－神戸は潜水艦シフト、坂出に国内商船集約（日刊工業新聞） 

http://www.nikkan.co.jp/articles/view/00423155 

 

 

 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM07H2K_X00C17A4MM0000/?dg=1&nf=1
https://jp.sputniknews.com/politics/201704073512267/
http://www.bbc.com/japanese/39524244
http://www.sankei.com/politics/amp/170407/plt1704070019-a.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kaisai.html
https://this.kiji.is/223083219809994229
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017040700217&g=soc
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49642
http://www.afpbb.com/articles/-/3124076
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017040601001&g=pol
http://www.sankei.com/politics/news/170406/plt1704060002-n1.html
http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/06/0400000000AJP20170406004800882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/06/0400000000AJP20170406004800882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/06/0900000000AJP20170406000200882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/04/06/0900000000AJP20170406000200882.HTML
http://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN17905S
http://www.nikkan.co.jp/articles/view/00423155


２９．５．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

０５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮が弾道ミサイル発射 排他的経済水域に落下か（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK452PSQK45UTFK001.html 

○ 北の弾道ミサイル発射を強く非難 「自滅早める」＝韓国外交部（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/04/05/0300000000AJP201704

05001800882.HTML 

○ 長嶺大使が大統領代行との面会要請 韓国政府は当面応じず（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/05/0400000000AJP201704050

05300882.HTML 

○ シリア「化学兵器」攻撃、被害者は「神経ガス」に晒された兆候 WHO（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3124065 

０４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自鹿屋基地 中村敏弘･新群司令が着任（南日本放送） 

http://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2017040400022448 

○中国とアフガン軍が狙うウイグル人掃討作戦の脅威（Newsweek） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/post-7305_1.php 

０３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本政府、政権移行期の機会を利用し駐韓大使の帰任を電撃決定（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://japan.hani.co.kr/arti/international/26957.html 

○ 韓米日 北朝鮮の SLBM に備え初の潜水艦訓練（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP201704030014

00882 

○ 日米韓、北の潜水艦を念頭に海軍合同軍事演習（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3123717 

○ ＜海自護衛艦＞ 空母型「かが」､呉基地に初入港（毎日） 

https://mainichi.jp/articles/20170403/k00/00e/040/190000c 

○ 松本純海洋政策担当相が「総合海洋政策推進事務局」の看板掛け（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/170403/plt1704030043-n1.html 

○ 重大事対応へ備え万全 海保機動防除隊（神奈川新聞） 

http://www.kanaloco.jp/article/242038 

０２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 台湾、同意得ず日本の EEZ 内調査 昨年最多の８件（産經） 

http://www.sankei.com/world/news/170402/wor1704020006-n1.html 

○ 台湾「海洋調査権ある」EEZ の重複指摘、日本との協力も示唆（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201704020004.aspx 

http://www.asahi.com/articles/ASK452PSQK45UTFK001.html
http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/04/05/0300000000AJP20170405001800882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/04/05/0300000000AJP20170405001800882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/05/0400000000AJP20170405005300882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/04/05/0400000000AJP20170405005300882.HTML
http://www.afpbb.com/articles/-/3124065
http://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2017040400022448
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/post-7305_1.php
http://japan.hani.co.kr/arti/international/26957.html
http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP20170403001400882
http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP20170403001400882
http://www.afpbb.com/articles/-/3123717
https://mainichi.jp/articles/20170403/k00/00e/040/190000c
http://www.sankei.com/politics/news/170403/plt1704030043-n1.html
http://www.kanaloco.jp/article/242038
http://www.sankei.com/world/news/170402/wor1704020006-n1.html
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201704020004.aspx


２９．５．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自と米海軍、フィリピン海で共同巡航訓練（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3123585 

○ 外交部「太平島は固有の領土」＝ベトナムの抗議受け／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201704010002.aspx 

○ 海自艦などポストカードに 京都･舞鶴 PR へ（京都新聞） 

http://kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20170401000076 

○ 阿波丸事件とは～太平洋戦争末期､死者 2,000 人以上（PHP 衆知） 

今日は何の日 昭和 20 年 4 月 1 日 

http://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/3743 

 

（了） 
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