
２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

～ 海の News（５月）～ 

３１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「北朝鮮へ圧力強化を」＝安倍首相が中国国務委員に（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053100726&g=pol 

○ ＩＣＢＭ、発射いつでも＝最高首脳部命令で－北朝鮮紙（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053100568&g=int 

○ 米軍、ICBM 迎撃実験に初成功 北朝鮮ミサイルの防衛態勢強化（News Week日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/icbm-3.php 

○ ＴＨＡＡＤ発射台４基を隠した国防部の「綱紀の乱れ」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27496.html 

○ 米原子力空母が日本海入り 朝鮮半島周辺に２隻 北朝鮮抑止へ軍事圧力（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170531/wor1705310023-n1.html 

○ 第 4回中日ハイレベル政治対話が開催（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0531/c94474-9222276.html 

○ ミサイル 3連発でも北にすり寄る韓国政府の狙い（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/3-60.php 

○ 悲鳴上げる米特殊部隊、激務で死亡者続出（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50156 

３０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米空母攻撃能力を誇示＝実用化に疑問も－北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053000876&g=int 

○ 北朝鮮の核開発施設「１００カ所前後」、米国と軍事的衝突「十分に可能性ある」 

米国大分析サイト編集長が指摘（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170530/wor1705300006-n1.html 

○ 新型誘導ミサイル「成功」 北朝鮮、誤差７メートル主張 精度向上を誇示、米けん制 

 （産経） http://www.sankei.com/world/news/170530/wor1705300013-n1.html 

○ 中国、南沙に７階建て建物＝クアテロン礁－ベトナム紙（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053001085&g=int 

○ 北朝鮮の核攻撃に備え始めた米ハワイ州（News Week 日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7703.php 

２９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮との戦争「壊滅的」＝米国防長官（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052900121&g=int 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 米中に対抗、発射継続か＝北朝鮮、対話の可能性も－米専門家（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052900898&g=int 

○ 東部から弾道ミサイル＝日本のＥＥＺ内に落下－スカッドか、４００キロ飛行・北朝鮮 

 （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052900148&g=pol 

○ メルケル「米国前面依存の時代は終わった」…大西洋同盟に亀裂（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/international/27482.html 

○ 日本海海戦から１１２年、長崎・対馬で慰霊祭（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/national/20170528-OYT1T50133.html 

○ ソマリアから海自護衛艦、佐世保に帰港（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/national/20170529-OYT1T50019.html 

○ 北朝鮮と戦争か ICBM 保有の黙認かを迫られた米国 この機会を逃せば北による

半島統一に進む危険性も 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50124 

２８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海洋観測網を整備＝東・南シナ海底に－中国（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052800352&g=int 

○ 中国、Ｇ７宣言に「強烈な不満」 「無責任な言論」を発表しないよう求める（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170528/wor1705280034-n1.html 

○ 北朝鮮問題で安倍首相「対話の試みは時間稼ぎに利用された」（News Week日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7686.php 

○ 新型迎撃ミサイルの試射「成功」＝金正恩氏、量産・配備指示－北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052800230&g=int 

○ 米空母ニミッツも朝鮮半島近海に（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27466.html 

○ 中国国防省、「米が主権侵害」と反論  戦闘機接近問題（朝日デジタル）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK5X4RWMK5XUHBI005.html 

○ 新政権誕生でも本質は変わらない韓国という国 屈折した歴史から占う日米韓

関係の行方（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50125 

○ マルタの旧日本海軍戦没者慰霊＝首相「国際貢献に決意」（時事） 

   http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052800130&g=pol 

２７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 初のＩＣＢＭ迎撃実験へ＝３０日、北朝鮮想定か－米（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052700249&g=int 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 米、３隻目の空母ニミッツを西太平洋に 初のＩＣＢＭ迎撃実験も（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170527/wor1705270045-n1.html 

○ 中国軍機、南シナ海で米軍機にまた異常接近（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170527/wor1705270018-n1.html 

○ 南スーダンＰＫＯ終了＝駆け付け警護、実施せず陸自施設隊、全員帰国・青森（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052700137&g=soc 

○ ブレジンスキー元補佐官死去＝米外交の大御所、８９歳（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052700334&g=int 

２６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＴＨＡＡＤ配備反対で一致＝朝鮮半島情勢で中ロ外相（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052601408&g=int 

○ 北朝鮮にらみ防衛能力強化＝日米首脳、対テロで結束（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052600789&g=pol 

○ 南シナ海で米艦が「機動演習」、中国の領海主張を否定（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7684.php 

○ ヨーロッパを遠ざけロシアを引き寄せたトランプの NATO 演説（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/nato-14.php 

○ トランプ氏「北朝鮮という問題は世界的な問題だ」 安倍晋三首相と 

「今は対話でなく圧力」で一致（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170526/wor1705260059-n1.html 

○ 中古装備品の無償供与可能に＝改正自衛隊法が成立（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052600187&g=pol 

２５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍、南沙で「航行の自由作戦」＝トランプ政権下初めて－対中協力に影響も（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052500352&g=int 

○ 台湾軍、離島で軍事演習＝中国軍の侵攻想定（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052501015&g=int 

○ 習近平中国国家主席、強力海軍の建設指示 作戦指揮所を視察（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170525/wor1705250002-n1.html 

○ 米の航行の自由作戦再開は誤算？ 中国「勝手に進入、強烈な不満」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170525/wor1705250042-n1.html 

○ 中国は北朝鮮問題で得をしているのか？（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7665.php 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 中国、３隻目の国産空母建造か（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170525/wor1705250039-n1.html 

○ 北朝鮮脅威踏まえ修正検討＝沖縄海兵隊のグアム移転－米軍（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052500235&g=pol 

○ 河野統幕長の定年再延長＝制服組トップで異例－防衛省（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052501237&g=soc 

○ 旧日本軍潜水艦、海底に直立…終戦後ＧＨＱ処分（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/science/20170525-1T50092.html?from=ytop_main5 

２４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 犯人は自爆、死者２２人に＝英マンチェスター爆弾テロ－ＩＳが犯行声明（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052300890&g=int 

○ 米国防予算案、１０％の大幅増＝戦闘へ即時対応強化（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052400439&g=int 

○ 横田のグローバルホーク公開＝対北朝鮮、中国監視－在日米軍（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052400204&g=soc 

２３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米財政赤字、１０年で解消＝国防費増,弱者負担も－トランプ政権初の予算教書（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052300357&g=int 

○ 韓米日制服組トップが緊急テレビ会議 対北朝鮮で連携協議（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/23/0200000000AJP2017052300240

0882.HTML 

○ 朝鮮半島問題で中露が協議（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0523/c94474-9219277.html 

○ 北朝鮮のサイバー攻撃専門「180部隊」 各国の銀行から預金強奪？ 

（News Week日本版） http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/180-2.php 

○ 大統領府安保室長「板門店ホットラインの再開・民間交流を検討」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27419.html 

○ 実戦配備、新たな脅威＝日本全土が射程内－量産着手見方も・北朝鮮ミサイル（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052201147&g=pol 

２２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の尖閣攻撃に米国は反撃しない、その理由（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ）  

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50057 

○ 弾道ミサイル「実戦配備承認」＝「北極星２型」量産指示－発射成功と報道・北朝鮮 

 （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052200212&g=int 
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○ 奇襲性と飛距離のツートラック戦術「米本土と在日米軍基地に照準」と威嚇（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170522/wor1705220043-n1.html 

○ 中東和平推進促す＝米大統領、イスラエル訪問（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052201106&g=int 

○ 「一帯一路」建設の新たなエンジンを造る（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0522/c94474-9218820.html 

○ 対北「敵基地反撃能力」必要 小野寺五典元防衛大臣 (Japan in Depth) 

  http://japan-indepth.jp/?p=34452 

２１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ また弾道ミサイル発射＝北朝鮮中部から５００キロ－準中距離弾か、日本海に落下 

 （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052100384&g=pol 

○ 菅義偉官房長官が緊急会見「断じて容認できず、強く非難」 発射は弾道ミサイル１発 

 記者会見全文（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170521/wor1705210034-n1.html 

○ 「トランプ政権は軍事行動に出ず」米韓を侮る北 韓国・文政権は格好の“防波堤” 

 （産経） http://www.sankei.com/world/news/170521/wor1705210046-n1.html 

○ 日米艦船、越カムラン湾に初の同時寄港 中国を牽制…災害救助など共同訓練（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170521/wor1705210004-n1.html 

○ 韓米海軍の情報・作戦統合組織が発足 対北朝鮮で連携強化（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/19/0200000000AJP2017051900080

0882.HTML 

○ 中国、ＣＩＡ諜報活動を破壊＝情報提供者を殺害・収監－米紙（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052100188&g=int 

○ 韓米海軍の情報・作戦統合組織が発足 対北朝鮮で連携強化（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/19/0200000000AJP2017051900080

0882.HTML 

２０（土）――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中比が初の２国間協議 日米排除図る中国、実利狙うフィリピン（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170520/wor1705200009-n1.html 

○ 「空母大国」に突き進む中国の戦略に「財政の大惨事」招く…米専門家指摘に反論 

「浪費ではなく投資だ」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170520/wor1705200005-n1.html 

○ 北朝鮮、弾頭再突入成功か＝１４日のミサイル発射－米報道（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052000214&g=int 

○ 日本は「領土問題で妥協するな」＝プーチン氏に警戒を－ウクライナ国会委員長 

 （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017052000409&g=pol 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 「9 条は危険」米国大手紙が日本に憲法改正を促す （ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50063 

○ 米国防長官、北朝鮮攻撃は「悲惨な事態に」 外交解決を強調（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170520/wor1705200025-n1.html 

○ 北朝鮮が化学兵器原料の特許申請  米国が懸念表明（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK5N45D2K5NUHBI00M.html 

１９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＣＩＡ長官、脱北元駐英公使と接触 反乱扇動、金正恩体制転覆の可能性など協議 

(産経)  http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190017-n1.html 

○ 中国と ASEAN が南中国海「行動規範」で枠組合意（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0519/c94474-9217865.html 

○ 日本は「即応反撃力」を整備しなければ、北朝鮮のミサイル発射は止まらない(産経) 

  http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190002-n1.html 

○ 中国ドローンに初の緊急発進＝稲田防衛相「深刻な主権侵害」(時事) 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900561&g=pol 

○ 尖閣にドローン？「新手の領空侵犯」 政府は対策急ぐ（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK5M5RSRK5MUTFK01W.html 

○ 南シナ海「石油採掘なら戦争」＝中国主席が警告－比大統領(時事) 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051901447&g=int 

○ 中比、南シナ海協議を再開＝ドゥテルテ政権で初(時事) 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051901114&g=int 

○ 米空母レーガンが朝鮮半島周辺へ＝異例の２隻態勢、合同演習か－北朝鮮けん制強化 

 (時事) http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900721&g=int 

○ ミサイル基地で建設活動＝北朝鮮(時事) 

   http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900321&g=int 

１８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海行動規範「枠組み」合意 詳細は非公表、中国外務次官「外部の妨害 

望まぬ」（産経） 
   http://www.sankei.com/world/news/170518/wor1705180047-n1.html 

○ 中国「ドローン」に空自機スクランブル 尖閣諸島周辺の領空を侵犯 外務省は 

中国側に厳重抗議（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190005-n1.html 

○ 北朝鮮が万景峰号でロシアへ定期航路 経済協力などで関係強化へ 

（News Week Japan） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7621.php 

 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50063
http://www.sankei.com/world/news/170520/wor1705200025-n1.html
http://www.asahi.com/articles/ASK5N45D2K5NUHBI00M.html
http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190017-n1.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/0519/c94474-9217865.html
http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190002-n1.html
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900561&g=pol
http://www.asahi.com/articles/ASK5M5RSRK5MUTFK01W.html
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051901447&g=int
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051901114&g=int
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900721&g=int
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051900321&g=int
http://www.sankei.com/world/news/170518/wor1705180047-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/170519/wor1705190005-n1.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7621.php


２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 中東版ＮＡＴＯ創設へ…米大統領提唱、５４か国(讀賣) 

  http://www.yomiuri.co.jp/world/20170518-OYT1T50113.html?from=ycont_top_txt 

１７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 前補佐官の捜査終結要請か＝ＦＢＩ長官に大統領－米紙（時事） 

   http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051700212&g=int 

○ 「一帯一路」会議 覇権主義の危うさ拭えぬ（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170517/wor1705170002-n1.html 

○ 中国、ファイアリークロス礁にロケットランチャー配備 「ベトナム潜水部隊に対抗 

（産経） http://www.sankei.com/world/news/170517/wor1705170061-n1.html 

○ 大気圏再突入に成功と報道、韓国紙（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170517/wor1705170013-n1.html 

○ 「米艦防護」で注目の護衛艦「さざなみ」２回の「戦後初」で歴史に名を刻む（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170517/plt1705170002-n1.html 

○ ハリス米太平洋軍司令官、「日本最西端」の自衛隊駐屯地を訪問 河野克俊統幕長が 

招待、中国を牽制 

  http://www.sankei.com/politics/news/170517/plt1705170034-n1.html 

○ 中比南中国海問題二国間協議制度の初会合を貴陽で開催（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0517/c94474-9216742.html 

○ 米空母カールビンソン、６月まで日本海に 北朝鮮警戒か（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK5K55GDK5KUHBI01H.html 

○ 北は中国にとっても「お荷物」…ハリス司令官（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/world/20170517-1T50079.html?from=ycont_top_txt 

１６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシアに機密情報提供か＝対ＩＳ掃討戦でトランプ氏－米紙（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051600258&g=int 

○ トランプ、最高機密をロシア外相らに話して自慢（News Week Japan） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7607.php 

○ 地上型イージス導入へ調整＝政府、ミサイル防衛強化－対北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051601077&g=pol 

○ 在韓米軍のＴＨＡＡＤ 北朝鮮ミサイルを探知＝韓国国防相（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/16/0200000000AJP2017051600550

0882.HTML 

○ 対北朝鮮で日米同盟強化＝安倍首相、ハリス司令官と一致（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051600859&g=pol 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 米空母レーガン、出港＝警戒任務、北朝鮮けん制か－海自と共同訓練も横須賀（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051600662&g=soc 

○ 中越首脳、南シナ海で「争い拡大させず」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170516/wor1705160008-n1.html 

○ 中国の国防動員法 「戦争法」は有事にヒト・モノ・カネすべて強制接収（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170516/wor1705160001-n1.html 

○ 日本にミサイル攻撃能力の強化は必要か（News Week Japan） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7596.php 

○ 目前に迫った北朝鮮有事に不可欠な対応策 専守防衛と抑止力の矛盾を解消 

するための法整備を急げ（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ）

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49958 

１５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米韓、緊急会合を要請＝北朝鮮ミサイル発射－安保理（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051500166&g=int 

○ 「新型ミサイル試射成功」＝２１１１キロまで上昇－大型核弾頭運べると主張・北朝鮮 

  （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051500176&g=int 

○ 北朝鮮の弾道ミサイル、最大５０００キロ飛行可能＝韓国（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051601079&g=int 

○ 金正恩氏の思惑通り？ それでも「対話」を口にする文在寅大統領…米中韓 

「圧力」にくさびの一打（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170515/wor1705150036-n1.html 

○ サイバー攻撃、政府が対策強化を＝ランサムウエアは「警鐘」－ＭＳ幹部（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051500873&g=int 

○ シンガポールで国際観艦式 海自護衛艦「いずも」も参加（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170515/wor1705150048-n1.html 

○ ドゥテルテ比大統領、対中で「面従腹背」？ 南シナ海で実効支配強化（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170515/wor1705150053-n1.html 

○ 中国海軍が WPNS合同演習に参加（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0515/c94474-9215696.html 

１４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ “晴れ舞台”「一帯一路」会議の初日に強行 面目丸つぶれ、習近平国家主席、苦虫をか

みつぶし演説（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170514/wor1705140078-n1.html 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 菅義偉官房長官 ２回目の記者会見詳報 「首相から『毅然と対応を』と指示あった」 

  （産経） http://www.sankei.com/world/news/170514/wor1705140028-n1.html 

○ ミサイル発射は「決議違反」＝北朝鮮に自制要求－中国（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400340&g=int 

○ 北朝鮮、弾道ミサイル発射＝新型か、射程４０００キロ超も－「態度変化」必要・韓国 

  （時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400152&g=pol 

○ 北朝鮮との対話に含み＝首脳会談模索へ－韓国大統領（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400450&g=int 

○ 「新型」、米グアム攻撃も＝ミサイル技術大幅向上か－北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400536&g=int 

１３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米「航行の自由」作戦、昨年１０月から途絶 南シナ海、にじむ対中配慮（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170513/wor1705130037-n1.html 

○ 南シナ海、供与巡視船で共同訓練…中国をけん制（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170513-OYT1T50072.html 

○ 陸上型イージスが THAAD より優勢 日本のミサイル防衛強化策（News Week日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/thaad-17.php 

○ 北朝鮮情勢「大量の難民来る可能性も」 麻生財務相（朝日） 

  http://www.asahi.com/articles/ASK5F3PTHK5FUTFK001.html 

１２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 共同訓練「威嚇」に当たらず＝政府答弁書（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051200854&g=pol 

○ 北朝鮮は年内にＩＣＢＭ発射と分析 「金正恩氏に核放棄の意思なし」と 

米国家情報長官（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170512/wor1705120018-n1.html 

○ 海賊行為活発化で支援強化 ロンドンでソマリア国際会議（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170512/wor1705120040-n1.html 

○ 専門家「中国の将来の空母は大型化、原子力の方向へと発展」（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0512/c94474-9214368.html 

○ 「自衛隊は軍隊」は国際社会の常識（News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7584.php 

○ 横田のグローバルホーク初飛行＝５日夜間離陸、北朝鮮監視か－在日米軍（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051200169&g=soc 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 反日政権の衝撃（下）利害異なる日米中、厳しい現実 対北戦略、 

米中が韓国争奪戦（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170512/wor1705120005-n5.html 

１１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国国産空母 海洋覇権の拡大警戒せよ（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170511/wor1705110006-n1.html 

○ 米韓首脳、北朝鮮核解決へ緊密協力＝トランプ氏、文氏を招請（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051001402&g=int 

○ ＣＩＡに北朝鮮専門組織＝核・ミサイル問題に対応－米（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051100753&g=int 

○ 米国に太平洋軍司令官の更迭を要求した中国 北朝鮮問題を利用して南シナ海

でますます優位に（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49960 

○ サイバー防衛に自衛隊本腰 反撃なら…９条との関係課題（朝日デジタル）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK4H6X9CK4HUTFK00B.html 

○ なんと、北朝鮮が「一帯一路」サミットに ?!--文在寅効果か？（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/---.php 

○ 反日政権の衝撃（中）日本側は苦笑「不安しかない」 慰安婦問題の次の標的は 

徴用工問題（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170511/wor1705110020-n1.html 

○ 戦艦「大和」、マンホールに フタ協会が寄贈 広島（朝日デジタル）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK4W3VPJK4WPITB007.html 

１０（水）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 憲法改正 「９条」論議の好機生かせ（産経） 

  http://www.sankei.com/column/news/170510/clm1705100002-n1.html 

○ 徹底解説自衛隊：憲法改正が喫緊の課題である理由 自衛隊の歴史を読み直す（8）

～日本周辺の差し迫った危機（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49943?page=5 

○ 在韓米軍 北朝鮮に関する人的情報専門部隊創設へ（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/07/0200000000AJP2017050700010

0882.HTML 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 米の関心低下で中国台頭、「正しい行動」１位は日本 東南アジア意識調査（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170510/wor1705100057-n1.html 

○ トランプのロシア疑惑隠し？FBI長官の解任で揺らぐ捜査の独立（News Week 日本語版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/fbi-8.php 

○ 9日昼 12時 10分頃、訓練中のレイク・シャンプレイン艦と漁船が事故 韓国軍当局「人

命被害はない…海洋警察と米軍が事故の経緯など調査」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27302.html 

○ 反日政権の衝撃（上）「親日派を清算する」 慰安婦問題蒸し返す構え（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170510/wor1705100009-n1.html 

０９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 緊迫の朝鮮半島情勢最新分析（Japan in depth）  

  http://japan-indepth.jp/?p=34294 

○ 米海軍「航行の自由」作戦、スウィフト米太平洋艦隊司令官「変更ない」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170509/wor1705090020-n1.html 

○ 中国海軍「黄山」が WPNS合同演習に参加（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0509/c94474-9212812.html 

○ 北朝鮮をかばい続けてきた中国が今、態度を急変させた理由（News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7557.php 

○ 中国になびくアジア各国 トランプ政権誕生がもたらす危機（News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7551.php 

○ ロシア、初の北極仕様ミサイル  戦勝パレードで初披露（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK593RH4K59UHBI00K.html 

○ 中国の宇宙開発 遅れる日本に戦略あるか（産経） 

  http://www.sankei.com/column/news/170509/clm1705090001-n1.html 

０８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米印、７月１０日から海上演習＝海自最大護衛艦も参加（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050801257&g=pol 

○ 日本政府、トマホーク導入検討 海上自衛隊のイージス艦搭載有力（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170508/plt1705080005-n1.html 

○ 首相発言 与野党に波紋 民進、９条への党見解策定へ 自民役員会で異論なしも… 

 （産経） http://www.sankei.com/politics/news/170508/plt1705080031-n1.html 

○ 中国頼みに日本側は警戒感 トランプ大統領が尖閣問題で目をつぶる？（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170508/wor1705080041-n1.html 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 金正恩氏斬首後の「不統一国家」 度を超す自己主張＋激高しやすい民族性＋偏狭な 

民族＆共産主義者が入り乱れ…（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170508/prm1705080007-n1.html 

○ 米比軍事演習始まる＝昨年の半分以下に縮小（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050800900&g=int 

○ 「空母大国」に突き進む中国の戦略に「財政の大惨事」招く 米専門家指摘に反論 

「浪費ではなく投資だ」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170508/wor1705080001-n1.html 

○ 元自衛艦隊司令官が「トランプＶＳ金正恩」激突とウラ側を分析 米本土に届くＩＣＢＭ

の行方と日本への脅しは… 香田洋二（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170508/wor1705080002-n1.html 

０７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 最強の米空母「カール・ビンソン」と海上自衛隊が相次いで共同訓練 威嚇相手は 

北朝鮮だけではない（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170507/prm1705070004-n1.html 

○ 北朝鮮への武器輸送支援、６７歳邦人野放し ミグ２１戦闘機や大量ロケット弾… 

国内法整備追いつかず、制裁「本気度」問われる政府（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170507/plt1705070006-n1.html 

０６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ミサイル防衛見直し着手＝北朝鮮けん制効果も－米（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050600265&g=int 

○ 岩国配備のＦ３５Ｂ 防衛切り札、北を威圧 「北まで２０分」性能別格 

中国抑止も（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170506/plt1705060005-n1.html 

○ 中国、習近平指導部、米太平洋軍司令官更迭を要求（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20170507/k00/00m/030/048000c 

０５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 虎の子の空母を守る中国版イージスの防空能力 台湾論文から探る 

「攻略法」とは（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170505/prm1705050009-n1.html 

○ Ｆ３５配備で西日本の防衛力大幅強化 中朝脅威に対抗（産経） 

  http://www.sankei.com/west/news/170505/wst1705050049-n1.html 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 中国は中朝同盟を破棄できるか？（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7541.php 

０４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 首相「２０２０年改憲」表明（Japan in Depth）  

  http://japan-indepth.jp/?p=34210 

○ 北朝鮮が中国を名指し批判――中国の反応は？（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7540.php 

○ 北朝鮮、異例の中国名指し批判 米中協調に不快感（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK537RXGK53UHBI031.html 

○ 北朝鮮「中国はレッドゾーンを越えた」非難、中国「核開発は友好条約違反」反撃 

  （ハンギョレ） http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27256.html 

○ 忍耐限界を試すな…北、中国を異例の名指し批判（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/world/20170503-OYT1T50172.html 

○ 有人潜水調査船 深海を探れ 海底資源めぐり各国がしのぎ（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20170504/k00/00e/040/149000c 

０３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 産経新聞「国民の憲法」は「国防」章を新設 朝日新聞は提言で「９条改定の要なし」 

 読売新聞試案は１章に「国民主権」（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170503/plt1705030029-n1.html 

○ 中国公船、４月から活発化＝尖閣周辺、対米関係影響か（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050300441&g=pol 

○ 中国を強く非難＝「重大な結果」警告－北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050300809&g=int 

○ 北朝鮮のミサイル発射、米中が一段と強力な対応巡り協議（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/post-7539.php 

○ 初の海自「米艦防護」終了、武器を使う場面なし（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170503-OYT1T50072.html 

０２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「敵基地攻撃」論に理解求める＝米シンクタンクで自民議員（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050200200&g=pol 

○ トランプ米大統領、金正恩委員長と「適切なら会談」 大統領報道官は「条件整って 

いない」と否定（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170502/wor1705020005-n1.html 
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２９．６．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

○ 潜水艦発射弾道ミサイル開発加速か 米大分析（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170502/wor1705020032-n1.html 

○ 韓国軍から北朝鮮に最高機密流出か ずさん管理で軍幹部を処分（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170502/wor1705020068-n1.html 

○ 南シナ海問題、中国は ASEAN の態度軟化を歓迎（News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/05/asean-7.php 

○ 米空母演習、中韓に配慮か 黄海避け「日米韓」実施せず（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK5154ZQK51UHBI01G.html 

○ 韓国配備のＴＨＡＡＤ 国防部「初期運用可能に」（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/05/02/0200000000AJP201705020029

00882.HTML 

０１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本最大の護衛艦「いずも」、米補給艦の護衛に出発（ＢＢＣ Ｎｅｗｓ） 

  http://www.bbc.com/japanese/39768401 

○ 「米艦防護」を初実施 海自「いずも」、米補給艦と合流（朝日新聞）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK515T1MK51UTIL039.html 

○ 日米の有事態勢は 米軍は空母増派が「サイン」…北の核施設など限定攻撃か 

 自衛隊は対潜水艦戦や後方支援を想定（産経新聞）  

  http://www.sankei.com/politics/news/170501/plt1705010010-n1.html 

○ 米艦防護を初実施＝補給艦と房総半島で合流－安保新任務・海自「いずも」（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050100120&g=soc 

○ 北朝鮮にらみ同盟強化示す＝初の米艦防護、実績作りも（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050100757&g=pol 

○ 中国艦隊、比に寄港 ＡＳＥＡＮ首脳会議翌日に（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170501/wor1705010032-n1.html 

○ 最新掃海艦「あわじ」を“解剖”する 世界屈指の機雷除去能力の威力（産経） 

http://www.sankei.com/west/news/170501/wst1705010005-n1.html 

○ フランス海軍艦船が佐世保入港 ３日から共同訓練（朝日新聞デジタル）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK4Y4S08K4YTOLB002.html 

 

（了） 
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