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いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（５月）～ 

３０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ６月７日に日米首脳会談 北朝鮮問題で連携確認へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180530/k10011457611000.html 

〇 北朝鮮高官が訪米、国務長官と今週会談へ 首脳会談の準備加速（AFP） 
http://www.afpbb.com/articles/ -/3176473?cx_part=topstory&cx_position=1 

〇 米朝首脳会談：空飛ぶ「機密通信機」飛来と､空母ロナルド･レーガン出港（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00317310HDK 

〇 ベルギー・リエージュでテロ、警官など 3 人が死亡（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/44298093 

２９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米朝双方がシンガポール入り 会談開催に向け調整本格化（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180529/k10011456801000.html?utm_int=

nsearch_contents_search-items_001 

〇 北朝鮮メディア 韓日軍事情報協定の破棄要求（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2018/05/29/0400000000AJP2018052900

4600882.HTML 

〇 北の“瀬取り”に関与濃厚も･･･まるで隠ぺい？ 韓国政府の態度（FNN） 

石油の洋上密輸の実態 https://www.fnn.jp/posts/00316700HDK 

〇 北朝鮮「瀬取り」の疑い＝政府が 5 例目公表（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052900888&g=prk 

〇 中国旗掲揚の小型船、北朝鮮タンカーと「瀬取り」か（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3381715.html 

〇 行政､自衛隊､海保のトップ意見交換「偽装難民」把握など課題山積 福岡（産經） 

 https://www.sankei.com/region/news/180529/rgn1805290011-n1.html 

〇 海自「いずも」横浜に再び 一般公開へ 主催者に温度差（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/334869 

２８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米艦 2 隻「航行の自由作戦」＝西沙諸島の 12 カイリ内－南シナ海（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052700427&g=int 

〇 外交部、中国・西沙諸島領海への米軍艦の侵入について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0528/c94474-9464762.html 

〇 焦点：南シナ海の人工島に中国の「街」､軍事拠点化へ整備着々（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/china-southchinasea-idJPKCN1IT0AR 
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〇 米代表団が北朝鮮入り、首脳会談に向けて実務協議（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35119841.html?tag=top;mainStory 

〇 南北米の終戦宣言 朝米会談の成果次第＝韓国大統領府（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/05/28/0300000000AJP2018052

8000400882.HTML 

〇「5・26 首脳会談」結果発表が１日遅れた理由は…（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/30705.html 

〇 露日、安倍首相の訪露に際し 11 件の文書を採択－その内容とは？（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201805274924224/ 

〇 宇宙政策委に防衛省出身者 折木氏、安全保障強化へ（共同） 

 https://this.kiji.is/373561753574933601?c=39546741839462401 

〇 イタリア次期首相候補コンテ氏、組閣を断念（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/44276524 

〇 新編陸上自衛隊、どう変わった？ 創設以来最大規模、目指したものは更なる「速さ」 

（乗り物ﾆｭｰｽ）https://trafficnews.jp/post/80475 

〇 博多湾沖、海自艦で日本海海戦の洋上追悼式営む（産經） 

 https://www.sankei.com/region/news/180528/rgn1805280016-n1.html 

〇 カンニングで海自隊員減給 京都・舞鶴、机に書き込み受験（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180528000062 

２７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北朝鮮 南北首脳会談開催を報道＝朝米会談開催の意思表明も（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/05/27/0300000000AJP2018052

7000300882.HTML 

〇 日露首脳会談：「領土」進展遠く 共同経済活動、主権が壁（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180527/k00/00m/010/136000c 

２６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 2 度目の南北首脳会談、急遽実現 米朝会談を協議（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/44265654 

〇 米朝、６月１２日開催維持も＝首脳会談へ「建設的」接触－トランプ氏（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052600285&g=prk 

〇 二輪同士が衝突、海自の男性死亡 横須賀の国道交差点（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/334061 

〇 マレーシア航空めぐる２つのミステリー 明暗分かれる原因判明と捜索打ち切り 

（Newsweek）https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/05/2-88.php 
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２５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 韓国政府に激震、米朝首脳会談中止で緊急会議（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/05/25/2018052500770.html 

〇［社説］トランプの朝米首脳会談中止と北朝鮮の核実験場廃棄（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/30682.html 

〇 トランプ大統領：米軍の準備できている－北朝鮮と首脳会談中止後（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-05-24/P98S1L6VDKHS01 

〇 防衛費「対 GDP 比２％」明記 自民防衛大綱提言の全容判明（産經） 

 F35B や多用途運用母艦導入も 

 https://www.sankei.com/politics/news/180525/plt1805250005-n1.html 

〇 南シナ海問題「日本の役割を支持」 ベトナム国家主席（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL5T6KNGL5TUHBI03K.html 

〇 中国、南シナ海で兵士数千人規模の宿舎を大量建設（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/05/post-10247.php 

〇 インド洋、円借款で港整備…海上交通の確保狙う（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180525-OYT1T50026.html 

〇 護衛艦「せとぎり」がマニラ寄港 アデン湾で日本の客船守った帰路（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/180525/plt1805250029-n1.html 

〇 海自隊員､中学生淫行で停職 10 日 横須賀総監部「規定に沿い判断」（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/333762 

２４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 核実験場「完全に廃棄」 北朝鮮が声明発表（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/05/24/0300000000AJP2018052

4005400882.HTML 

〇 米、環太平洋演習への中国招待を取り消し 南シナ海情勢受け（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35119691.html?tag=top;mainStory 

〇 米国がリムパックに中国を招待せず 王毅外交部長「非建設的」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0524/c94474-9463735.html 

〇 米海軍太平洋艦隊・新司令官が発した中国への警告（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53152 

〇「私たちは完全に日本を上回った」李克強訪日で中国人が語った本音（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55750 

〇 マハティール首相「大型案件全て見直す」 中国依存修正（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL5R5X2RL5RUHBI023.html 

〇 米、ベネズエラ外交官に国外退去命令 マドゥロ政権に報復（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3175790 
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〇 海自潜水艦「せきりゅう」 魚雷回避装置を誤発射（TSS ﾃﾚﾋﾞ） 

 http://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000001398.html 

２３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 China Disinvited from Participating in 2018 RIMPAC Exercise（USNI） 

 中国は、2018 年 RIMPAC 演習から外された 

 https://news.usni.org/2018/05/23/china-disinvited-participating-2018-rimpac-

exercise 

〇 防衛省、次官ら 17 人処分 イラク日報（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30847830T20C18A5MM0000/ 

〇 米イージス艦「ミリウス」横須賀入港 ミサイル防衛能力（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/333225 

〇 習近平主席が SCO 安保協力の重要な意義を明らかに（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0523/c94474-9463190.html 

〇 在中国の米政府職員､「異常な」音聞き脳損傷 大使館が注意呼びかけ（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3175718 

〇 沖ノ鳥は「岩」＝海洋委トップ／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201805230006.aspx 

〇 F35､初の実戦投入 イスラエル軍がシリア領内で使用（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35119619.html 

〇 法務省赤れんが棟、海自の呉地方隊…政府、公的施設を観光資源に（産經） 

 官民連携へ６月に連絡会議 

 https://www.sankei.com/economy/news/180523/ecn1805230062-n1.html 

〇 大湊海自カレー注文２万食に（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20180523/6080001052.html 

２２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中米経済・貿易は単なる一時停戦？中国は二転三転を望まず＝外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2018-05/22/content_51481217.htm 

〇 習主席が米朝会談に介入、裏には王岐山副主席（日經） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30757590R20C18A5000000/?n_cid=NMA

IL006 

〇 TPP11「早期発効を」＝海洋秩序維持で連携―日豪外相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018052200331&g=prk 

〇 小野寺五典防衛相が中国爆撃機の訓練を非難（産經） 

「現状変更や既成事実化を一段と進めようとするもの」 

 https://www.sankei.com/politics/news/180522/plt1805220029-n1.html 
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〇 幹部育成へ世界一周 海自､２隻で航海技術磨く（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/332948/ 

〇 水陸両用車の訓練動画公開（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/movie?p=n000928 

〇 女性隊員へセクハラで停職５日 海自厚木航空基地隊（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/333114 

２１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国の長距離爆撃機、南シナ海の人工島で離着陸に成功（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35119452.html 

〇 中国公船と海軍艦艇、合同パトロール…南シナ海（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20180521-OYT1T50067.html 

〇 １年４カ月空席だった駐韓米大使にハリス司令官を公式指名（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/30634.html 

〇 三井 E&S 造船、海自向け音響測定艦受注 ひびき型３番艦（日刊工業新聞） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00474071 

〇 県石油業協同組合 海上自衛隊と災害協定／富山（ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ） 

 http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20180521134140 

〇 ベネズエラでマドゥロ大統領再選 識者に聞く（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30754840R20C18A5000000/ 

２０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 海保６年ぶり観閲式、船に飛び移るテロ制圧訓練（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20180519-OYT1T50089.html 

〇 安倍晋三首相「海洋安全保障、政府一体で」（産經） 

海上保安制度創設 70 周年観閲式で決意を表明 

https://www.sankei.com/politics/news/180520/plt1805200013-n1.html 

〇 大統領・首相夫人ら海洋環境保全へ思い共有 海洋シンポジウム（福島民友） 

 http://www.minyu-net.com/news/news/FM20180520-271803.php 

〇 海自最大の護衛艦「かが」一般公開に約２万人集まる（MBS） 

 https://www.mbs.jp/news/kansainews/20180520/GE000000000000022668.shtml 

１９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 安倍首相、海上保安能力強化へ協力＝北朝鮮制裁逃れ念頭－島サミット（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051900290&g=prk 

〇 島サミット:「瀬取り」対策を推進 首脳宣言採択（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180520/k00/00m/010/071000c 

https://www.kanaloco.jp/article/332948/
https://www.jiji.com/jc/movie?p=n000928
http://www.kanaloco.jp/article/333114
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https://www.sankei.com/politics/news/180520/plt1805200013-n1.html
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〇 ミャンマー北部の武力衝突で中国人３人死亡したことについて国防部がコメント 

（人民網）http://j.people.com.cn/n3/2018/0519/c94474-9461888.html 

〇 AED で人命救助 横須賀、海自隊員らに感謝状（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/332347 

〇 ハリー王子とメガンさん､ウィンザー城で挙式 英ロイヤル･ウェディング（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/44181500 

〇 金正恩委員長と英ヘンリー王子のロイヤル・ウェディング TV 中継（FNN） 

 英戦略核の”圧力”とは https://www.fnn.jp/posts/00313440HDK 

１８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北朝鮮、韓国当局は「無知で無能」 閣僚級会談中止で（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3175045?cx_part=topstory 

〇 北朝鮮の高官級会談首席代表 

「厳しい事態解決されない限り南側と対坐するのは困難」（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/30616.html 

〇 南スーダン PKO 派遣 司令部要員４人の派遣期間を延長 閣議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180518/k10011442751000.html 

〇 中国侵略日本軍七三一部隊罪証展示館が「国際条約の壁」設置（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0518/c94474-9461641.html 

１７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 空自機に新迎撃システム＝標的情報を日米共有へ―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051701085&g=pol 

〇 国産哨戒機 P-1、輸出はあるか？ 仏独エアショーでお披露目（乗り物ﾆｭｰｽ） 

背後に渦巻く各国の思惑 https://trafficnews.jp/post/80418 

〇 VIDEO: U.S. Pacific Fleet Change of Command（USNI） 

 米太平洋艦隊司令官交替式 

 https://news.usni.org/2018/05/17/video-u-s-pacific-fleet-change-command 

〇 習近平総書記が軍事科学院視察（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0517/c94474-9461152.html 

〇 リムパック参加の中国軍、次は何をしでかすのか？（JB Press） 

国際ルールを無視して米軍機に高出力レーザー照射 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53102 

〇 日本外務省、台湾のオブザーバー参加に支持を表明 WHO 総会（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201805170002.aspx 

〇 ロシア新型海中ドローン、強力な核魚雷を搭載へ（Sputnik） 

https://jp.sputniknews.com/russia/201805174888523/ 

http://j.people.com.cn/n3/2018/0519/c94474-9461888.html
http://www.kanaloco.jp/article/332347
http://www.bbc.com/japanese/44181500
https://www.fnn.jp/posts/00313440HDK
http://www.afpbb.com/articles/-/3175045?cx_part=topstory
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/30616.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180518/k10011442751000.html
http://j.people.com.cn/n3/2018/0518/c94474-9461641.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051701085&g=pol
https://trafficnews.jp/post/80418
https://news.usni.org/2018/05/17/video-u-s-pacific-fleet-change-command
http://j.people.com.cn/n3/2018/0517/c94474-9461152.html
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53102
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201805170002.aspx
https://jp.sputniknews.com/russia/201805174888523/
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１６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米が核放棄強要なら首脳会談「再考」 北朝鮮外務次官（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3174789?cx_position=6 

〇 日フィジー、緊密連携で一致＝首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051600946&g=pol 

〇 日英が日本周辺の公海上で「瀬取り」監視 海自との共同訓練も（朝雲） 

 http://www.asagumo-

news.com/homepage/htdocs/news/newsflash/201805/180516/18051601.html 

〇 習近平総書記「中国の特色ある大国外交の新局面を切り開く」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0516/c94474-9460583.html 

〇 ＜予算案＞ 豪軍艦建造､予算大幅超過の恐れ（NNA） 

 https://www.nna.jp/news/show/1762837 

〇 戦没･殉職船員､安らかに 慰霊碑前で追悼式 観音崎公園（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/331505 

１５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 安保重視へ政策転換＝海洋基本計画を閣議決定（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051500188&g=prk 

〇 中国・李克強首相が初来日で日本に求めたこと「全文公開」（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55662 

〇 なぜ 5 月 14 日に米国はエルサレムで大使館を開設したか－「破局の日」の挑発 

（Newsweek）https://www.newsweekjapan.jp/mutsuji/2018/05/514.php 

〇 米ギャップ、中国の「不正確な地図」印刷した T シャツ販売で謝罪（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/us-gap-china-map-idJPKCN1IG0D5 

○ 万引きで３人懲戒処分 海上自衛隊横須賀（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/331362 

〇 柏の海自停職処分 男性隊員がキャバクラバイト「家族に仕送り､遊ぶ金なく」 

（千葉日報）https://www.chibanippo.co.jp/news/national/498578 

１４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米大使館がエルサレム移転（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/idJP2018051401001704 

１３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国船、北瀬取りに関与か 南北会談直後に発生、日本政府が調査要求（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/180513/wor1805130002-n1.html 
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051500188&g=prk
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〇 韓国船瀬取り疑惑に韓国政府「違法な移し替え なかった」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/05/13/2018051301751.html 

〇 中国：19 年にも就役か 初の国産空母が試験航行（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180514/k00/00m/030/053000c 

〇 旧海軍戦没者の冥福と平和祈る（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/330863 

１２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○【ルポ】広がる水しぶき、強烈な風圧 LCAC横瀬駐機場公開 夜間訓練の必要性強調 

（長崎新聞）https://this.kiji.is/367691609489310817 

１１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 李克強総理が明仁天皇と会見（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0511/c94474-9459084.html 

〇 南沙の太平島で演習＝メディア公開、実効支配アピール―台湾（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051101228&g=int 

〇 史上初の朝米首脳会談、シンガポールで…なぜ？（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/30555.html 

○ ニミッツ級､ズムウォルト級､ワスプ級…アメリカ海軍艦艇 全級を紹介（Business insider） 

 https://www.businessinsider.jp/post-165477 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 イスラエル、シリアの軍事基地やレーダーを爆撃 イランの攻撃に報復（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3174047?cx_part=top_block&cx_position=3 

〇 日中韓首脳の共同声明全文（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051000068&g=prk 

〇 朝韓首脳会談に対する中日韓の共同声明（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0510/c94474-9458722.html 

○ 竹島への 1953 年韓国人上陸確認 海保､外交配慮し逮捕せず（神戸新聞） 

https://kobe-np.co.jp/news/sougou/201805/0011240978.shtml 

〇 マレーシア独立後初の政権交代 マハティール元首相の野党連合が総選挙勝利

（BBC）http://www.bbc.com/japanese/44063916 

〇 フィリピンとアメリカの合同軍事演習「バリカタン」公開（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3365405.html 

〇 ついに行われた米国サイバー軍の昇格 自衛隊はついていけるのか（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/tsuchiya/2018/05/post-27.php 
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０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏、イラン核合意からの離脱を表明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35118849.html?tag=top;subStory 

〇 米､イラン核合意離脱＝「最高レベル」の制裁実施へ―北朝鮮や原油取引に影響も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018050900129&g=use 

〇 北朝鮮非核化へ連携強化 日中間首脳会談／日中韓ＦＴＡ早期妥結も確認（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30241400Z00C18A5MM0000/?nf=1 

〇 朝中首脳、朝米談判控え「大連会談」（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/30530.html 

〇 ポンペオ米国務長官、北朝鮮を再び訪問（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/44049754 

〇 露海軍の最新哨戒艦､テストのため黒海へ（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201805094857424/ 

〇 野党議員に罵声 自衛官訓戒処分 防衛省、懲戒は見送り（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO3021276008052018PP8000/ 

０８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 陸自の水陸機動団と海自が初訓練 離島奪還に不可欠 水陸両用作戦の強化（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/180508/plt1805080026-n1.html 

○ 陸自が海上輸送力の整備検討、南西諸島で起動展開＝関係者（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/jgsdf-ardb-idJPKBN1I90LH 

○ 自衛官の小西参議院議員に対する暴言を含む不適切発言事案について／最終報告 

（防衛省）http://www.mod.go.jp/j/press/news/2018/05/08b.html 

０７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 次期米太平洋軍司令官の「常識的な」対中認識／岡崎研究所（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12668 

０６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊：ジブチ拠点強化へ 機能拡大、防衛大綱に明記（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180506/k00/00m/010/098000c 

〇 北の砲撃受けた延坪島､「平和水域設定」に住民の思いは（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/05/06/2018050601320.html 

０５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 習近平国家主席が安倍首相と電話会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0505/c94474-9456824.html 
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○ 岩国基地で日米親善イベント 来場者２１万人、移駐艦載機に関心（産經） 

 https://www.sankei.com/region/news/180506/rgn1805060025-n1.html 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田氏、ベトナム首相と会談 TPP 早期発効へ協力確認（朝日） 
https://www.asahi.com/articles/ASL545J0ML54UTFK006.html?iref=pc_ss_date  

○「中国のレーザー照射で米兵負傷」､米政府が抗議 ジブチ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35118677.html 

０３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 対中国で連携確認＝岸田氏、インド外相と会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018050300034&g=prk 

○「防衛でも緊密な関係を」＝山本防衛副大臣、初来伯＝防衛協力・交流覚書締結へ

（日系新聞）http://www.nikkeyshimbun.jp/2018/180503-72colonia.html 

〇 防衛協力で囲い込み 中国の南シナ海拠点化 装備品移転協定拡大中（産經） 

 https://www.sankei.com/premium/news/180503/prm1805030007-n1.html 

〇 中国、南沙諸島に対艦巡航ミサイルなど初配備＝CNBC（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-missiles-idJPKBN1I40YO 

０２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米朝協議を控え、強化される北朝鮮監視の目（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00305720HDK 

〇 重工系造船４社、競争力強化へ（日刊工業新聞） 

 http://www.japanmetal.com/news-t2018050281056.html 

〇 世界の軍事費 1.1％増 中国､アジア伸長を誘発（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30088170S8A500C1000000/ 

０１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 アフガン連続攻撃、ジャーナリスト 10 人死亡 2001 年以降最悪（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3173123?cx_position=15 

〇 仏大統領、豪州訪問で防衛協力強化へ 仏領ニューカレドニアも訪問（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-france-idJPKBN1I22WV 

〇 ＜むつ・芦崎湾＞ 一日限定の潮干狩りに歓声 春の訪れ（河北新報） 

 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180501_23034.html 

○ 鹿屋で航空ショー ２万３千人が基地堪能（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/kagoshima/article/412907/ 

〇 海自訓練事故死 神戸の隊員遺族が損害賠償求め提訴（神戸新聞） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201805/0011216399.shtml   （了） 

https://www.sankei.com/region/news/180506/rgn1805060025-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASL545J0ML54UTFK006.html?iref=pc_ss_date
https://www.cnn.co.jp/world/35118677.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018050300034&g=prk
http://www.nikkeyshimbun.jp/2018/180503-72colonia.html
https://www.sankei.com/premium/news/180503/prm1805030007-n1.html
https://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-missiles-idJPKBN1I40YO
https://www.fnn.jp/posts/00305720HDK
http://www.japanmetal.com/news-t2018050281056.html
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