
３１．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（平成３１年１月）～ 

３１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、実効支配を正当化…南シナ海「救助拠点」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190131-OYT1T50011/ 

○ 中国のプレゼンス「新段階に」 防衛省のシンクタンクが指摘（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00410960CX 

○ 日韓将官級交流、上半期は全て延期へ 照射問題などで（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM105D3VM10UHBI02M.html?iref=pc_ss_date 

○ 南北の民間船舶に漢江河口の自由航行の道が開かれた（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32698.html 

○ 韓国の現代重工業､大宇造船海洋を買収 統合後の世界シェア 20%（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/daewoo-s-m-m-a-hyundaiheavyinds-idJPKCN1PP11F 

○ 熱い北極海､日本に秋波 資源にらみ中国存在感 ロシア､カナダ警戒（産經） 

 https://www.iza.ne.jp/kiji/world/news/190131/wor19013121180018-n1.html 

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

○ 野党、不正統計で政府を追及へ 衆院代表質問スタート（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM1Y6X2XM1YUTFK01W.html?iref=pc_ss_date 

○「イージス・アショア」想定額大きく上回り･･･（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3586336.html 

○ 森本敏・元防衛相が来韓 韓国軍の重鎮と昼食会＝レーダー問題で（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190130004100882 

○ 海自大湊初の女性幕僚長・近藤奈津枝さん抱負（東奥日報） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190130-00000006-webtoo-l02 

○ 全裸でうろつき 自衛官を逮捕 真冬の青森で...（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00410924CX 

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

○ 岩屋防衛相、護衛艦「いずも」韓国寄港 中止検討（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3583478.html 

○ 豪潜水艦商戦、日本案再浮上の気配（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4055210028012019I10000/ 

○ 文在寅政権が画策する「独立運動 100 周年記念行事」驚愕の中身（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59608 
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○ 文大統領、慰安婦被害者を哀悼「歴史を正していくこと忘れない」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/680/249680.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 韓国国防長官の「強力対応」にも日本防衛相「哨戒方式は変えない」（中央日報） 

https://japanese.joins.com/article/692/249692.html?servcode=A00&sectcode=A10&clo

c=jp|main|ranking 

○「空白地帯を作るべきでない」 日本､台湾の WHO 参加を間接的に支持（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201901290003.aspx 

○ 舞鶴港の海底に砲弾２個 長さ 33 センチと 45 センチ（京都新聞） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190129-00000026-kyt-l26 

○ 海自隊員自殺、パワハラ原因か…艦長ら停職へ（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190129-OYT1T50058.html?from=ytop_top 

○ はがき４千枚、切手 400 枚転売の海自１等海曹を懲戒免職（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/385418 

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

○ 中露北を念頭、米が日本に新レーダー配備検討（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190128-OYT1T50013.html?from=ytop_ylist 

○ 河野外相の独島領有権主張 韓国政府が強く抗議（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190128003600882?section=politics/index 

○【社説】成熟していない韓日両国の姿勢（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/28/2019012880014.html 

○ 海自 P-1 哨戒機を飛ばす「精強」第 3 航空隊ってどんなところ？ （乗り物ﾆｭｰｽ） 

 司令に聞く役割､務め https://trafficnews.jp/post/82689/2 

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

○ フィリピン南部の教会で 2 度の爆発、18 人死亡 イスラム過激派拠点の島（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3208306?cx_part=top_category&cx_position=3 

○ 韓国海軍司令官の日本訪問取りやめ レーダー問題で（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190127000900882?section=japan-relationship/index 

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

○ 韓国国防相が海軍司令部を電撃訪問 威嚇飛行には「厳しい対応を」（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190126000100882 

２５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米海軍艦船２隻が台湾海峡を通過 中国を牽制する狙いか（朝日） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190125-00000015-asahi-int 
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○ 米軍艦と中国軍機、同日に台湾周辺を通過（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201901250004.aspx 

○ 岩屋防衛相、P1 哨戒機に搭乗＝厚木基地を視察（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019012501002&g=pol 

○ 韓国与党議員「トランプ大統領が防衛費分担金交渉を歪めた」（中央日報） 

 野党議員「文政権の安易な対応」 

https://japanese.joins.com/article/567/249567.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ 韓国が主張する低空飛行についての制服組トップ会見要旨（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019012500167&g=soc 

○ 威嚇飛行：「韓国軍、日本の哨戒機近接飛行写真公開」記事への韓国読者コメント

（朝鮮日報）http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/25/2019012580005.html 

○ 海自新規導入の「哨戒艦」どんな船に？ 定義あいまい各国様々､日本に必要なのは…

（乗り物ﾆｭｰｽ）https://trafficnews.jp/post/82680 

○ 護衛艦の情報、不倫相手に LINE で漏えい 海自３等海曹を懲戒（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190125000067 

○ ベネズエラ 「暫定大統領」の承認巡り国際社会二分（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40450430V20C19A1000000/ 

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

○ 韓日外相 徴用訴訟問題で自国の立場説明＝康氏「知恵集めよう」（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190123004200882?section=japan-relationship/index 

○ 日本哨戒機、またも…韓国海軍艦艇まで 540m“近接威嚇飛行”（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32644.html 

○ 威嚇飛行｢次からは自衛権措置｣－韓国軍の超強硬対応案が発表直前に削除（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/24/2019012480006.html 

○「脅威感じるのは自衛隊機」＝岩屋防衛相、韓国国防省に反発（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019012401122&g=pol 

○ 史上初の最高裁長官経験者逮捕 徴用訴訟介入などの容疑＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190124000200882?section=society-culture/index 

○ 北朝鮮タンカーまた「瀬取り」か 10 件目、国連に通報（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM1S5TC0M1SUTFK01J.html?iref=pc_ss_date 

○ トランプ氏、一般教書演説の延期受け入れ 政府再開まで（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/46983257 

○ トランプ米大統領、金正恩氏に親書 ホワイトハウスが確認（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35131719.html 
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○ 日ロ交渉：日本の対ロ対中外交敗北（1992）はもう取り返せない（yahoo） 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20190124-00112227/ 

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

○ 安倍首相：データ流通の国際ルールづくり提唱－ダボス会議で講演（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-23/PLRCY46TTDS901 

○ 日ロ首脳が会談、北方領土交渉の打開に至らず（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3207607?cx_part=top_topstory&cx_position=2 

○ 露日首脳会談が終了 ３時間超（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201901235833429/ 

○ クリル諸島で非常事態監視・予測センターが今年完成へ（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201901235833881/ 

○ シナイ半島監視、陸自派遣へ調査 政府、安保法で初事例（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO40321890S9A120C1PP8000/ 

○ 中国空母「遼寧」、改修終えて出航 レーダー系統強化か（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM1Q4GBNM1QUHBI00P.html 

○ 韓国に「制裁､非難決議を」…防衛協力に影響も（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190123-OYT1T50022.html?from=ytop_top 

○ 日本哨戒機また韓国艦艇に接近威嚇飛行「明白な挑発行為」（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190123003500882 

○ 防衛省は冷静に情報収集 取り合わない考え（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000145958.html 

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

○ 日露首脳会談（外務省） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/rss/hoppo/page1_000745.html 

○ 日本、レーダー探知音を公開…国防部「実体の分からない機械音にすぎず」 

（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞）http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32618.html 

○ クリミア沖でガス輸送船が炎上、14 人死亡 燃料移し替え中に火災（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3207439 

○ インドの巡視船が横浜港初入港 連携訓練で寄港（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/383888 

○ 部下の頭たたくなどパワハラで２等海曹を減給 海自舞鶴総監部（京都新聞） 

 https://kyoto-np.jp/politics/article/20190122000042 

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

○ 仏加軍と物資融通、19 年中に発効 通常国会に協定案提出（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40242810Q9A120C1PE8000/ 
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○ 韓国との協議打ち切り 防衛省が最終見解 レーダー照射音公開（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190121/k00/00m/010/109000c 

○ 韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について（防衛省） 

 韓国レーダー照射事案に関する最終見解について（PDF 版） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2019/01/21x.html 

○ 原発建設､日立撤退で立場強める中･仏企業連合（Newsweek） 

英国のエネルギー安全保障と脱炭素化戦略は風前の灯火 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/01/post-11564.php 

○ イスラエル軍がシリアを空爆、11 人死亡 イラン施設標的（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3207398?cx_part=top_category&cx_position=2 

○ 三浦瑠麗が綴る 2019 年の論点―トランプによって「米国主導の世界秩序」が終わる

（文藝春秋）http://bunshun.jp/articles/-/9922 

○ 中国、18 年 6.6%成長 28 年ぶり低水準（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40250830R20C19A1MM0000/?nf=1 

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

○ 破綻の韓国系造船所に中国企業が関心 比スービック湾で安保問題化（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/190120/wor1901200022-n1.html 

○ マリのPKO 拠点に襲撃 要員 10 人死亡、25 人負傷（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35131539.html 

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

○ 陸上イージス、防衛相が視察…「導入を着実に」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190119-OYT1T50088.html?from=ytop_ylist 

○ ２回目の米朝首脳会談、２月末に開催 開催地は後日発表（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/special/kr_peninsula/35131488.html 

○ 日韓レーダー問題､打開見えず＝照射 1 カ月､徴用工訴訟絡む―防衛省､新証拠提示へ

（時事）https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011900389&g=pol 

○ 米中去って日本の出番、今年の好機は東南アジアにあり（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/kawato/2019/01/post-27.php 

○ 横須賀の市政発展に尽力 木下憲司議長しのぶ（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/383423 

○ ミャンマー軍が報復攻撃、仏教徒ラカイン人の戦闘員 13 人殺害（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3207174?cx_part=top_category&cx_position=3 

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

○ 米、安保環境変化に危機感＝ミサイル防衛見直し（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011800271&g=int 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 南シナ海行動規範、早期妥結も＝「懸念」は維持―ASEAN 外相会議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011800802&g=int 

○ 米識者ら、非公開討論会で韓国政府の対北政策を露骨に批判（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/18/2019011880053.html 

○「安倍首相は秀吉」韓国国防委員長、レーダー問題で批判（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM1L525JM1LUHBI01R.html?iref=pc_ss_date 

○ 日本海呼称「韓国と協議を」国際機関が強く要求（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190118-OYT1T50075.html 

○ 原発産業、再編必至に 日立が英計画を凍結（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4013765017012019MM8000/ 

○ 自由で開かれたインド太平洋構想（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/44770 

○ イプシロン成功 小型ロケット、課題はコストと頻度（日經） 

 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO4018102018012019000000 

○ ロ戦闘機が間宮海峡に墜落 暴風下の訓練中に接触（共同） 

 https://this.kiji.is/458999367485555809 

○ フィリピン､原油探査本格化 イスラエル企業と技術協力契約（Sankei Biz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190118/mcb1901180500011-n1.htm 

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

○ リチャードソン米海軍作戦部長による安倍総理大臣表敬（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/kyougi/2019/01/17a.html 

○ 日米韓の抑止力「不可欠」 岩屋防衛相、米長官代行と会談（共同） 

 https://this.kiji.is/458371338052093025?c=39546741839462401 

○ 韓国の無礼発言「不適切」＝レーダー照射問題で河野統幕長（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011700963&g=soc 

○ 米国の新法「ARIA」に猛反発、中国の反撃の一手とは（JB Press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55214 

○ グアム､ハワイに戦略爆撃機＝米､中国けん制シフトか－嘉手納 P8､豪と対潜戦訓練も

（時事）https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011700144&g=soc 

○ 豪フィジー、防衛協力強化へ＝中国の影響力拡大踏まえ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011701175&g=int 

○ 米英海軍が南シナ海で合同訓練＝連携誇示で中国けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011700216&g=int 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 強襲揚陸艦「アメリカ」が前方展開水陸両用船部隊の旗艦として日本へ（USNI） 

USS America Will Head to Japan to Serve as Next Forward-Deployed Amphibious 

Flagship https://news.usni.org/2019/01/17/uss-america-to-japan 

○ 南クリルの主権にロシアが固執する理由とは（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201901175815267/ 

○ シリア北部で自爆攻撃､米兵ら 4 人死亡 IS 掃討の米部隊に過去最悪の被害（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3206799?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ さらば造船､IHI 空へ 祖業と決別 変革に挑む（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3993011011012019X11000/ 

○ 口永良部島で噴火 火砕流多方向に（南日本放送） 

 https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2019011700034080 

１６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 英下院、ブレグジット協定を歴史的大差で否決 内閣不信任案の採決へ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/46886527 

○「いずも空母化」と「防衛省が 160 億円で馬毛島買収」との深い関係（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59416 

○ 中露の脅威を念頭…日本版 GPS、海自が活用へ（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190116-OYT1T50016.html?from=ytop_ylist 

○ ロシア機 SU24、日本海飛行＝北海道～佐渡沖偵察か、領空侵犯なし（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011601297&g=soc 

○ 防衛省が韓国に抗議＝合意反し協議内容公表―レーダー問題（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011601178&g=pol 

○ 束草～ロシア～中国…“白頭山航路”５年ぶりの再開なるか（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32577.html 

○ 倉庫兼住宅に侵入、書類に放火 ３等海曹を再逮捕（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/382952 

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

○ 韓国国防白書 日本と「価値共有」削除＝関係悪化を反映（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190115001200882?section=politics/index 

○ レーダー照射で日韓実務者協議「認識一致せず」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190114-OYT1T50086.html?from=ytop_ylist 

○ 日本が軍艦のレーダー情報全体を要求 「非常に無礼」＝韓国国防部（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190115001700882?section=politics/index 

○ レーダー照射で海上自衛隊トップの記者会見要旨（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011501088&g=soc 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 中国の華為、ポーランドで逮捕された社員を解雇－事件と距離置く（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-15/PLCRQS6KLVR401?srnd=cojp-v2 

○ 中国、カナダ人男性に死刑判決 ファーウェイ問題で関係悪化（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35131242.html 

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

○ ラブロフ外相 露日には依然「本質的な意見相違」平和条約の議題で（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201901145803999/ 

○ 米中海軍トップ「建設的議論」＝リチャードソン氏が評価（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400767&g=int 

○ 日本政府、韓国に３０日以内の回答要求か＝徴用工訴訟協議で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400148&g=int 

○ エネルギー地政学一変 米原油生産 45 年ぶり首位（日經） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39982610T10C19A1MM8000/?n_cid=NMAIL006 

○ 中国、月の南極に基地検討＝３Ｄプリントで建設も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400675&g=int 

○ 中国海軍護衛活動 10 年 協力の橋を架け平和の海を築く（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0114/c94474-9537532.html 

○ 盗撮目的で女子トイレ侵入か 海上自衛官の男逮捕（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000145227.html 

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

○ 中露に対抗、電子戦「無力化」狙う攻撃機開発へ（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190112-OYT1T50113.html 

○ 米陸軍 RC-12X ガードレイル電子偵察機飛来の意味（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00410970HDK 

○ 木造船漂流、男性２人保護「北朝鮮から来た」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190113-OYT1T50029.html 

○ フランス、日本に北朝鮮監視用の艦艇を派遣へ（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/13/2019011380024.html 

○ 松本人志、レーダー照射問題で韓国の文大統領に（ｽﾎﾟｰﾂ報知） 

「この人が大統領やっているうちは仲良くならない」 

 https://www.hochi.co.jp/topics/20190113-OHT1T50066.html 

○ イスラエル首相が異例の公表、シリアでイラン武器庫を空爆と明かす（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3206243?cx_part=top_category&cx_position=3 

○ 陸自 新年恒例のパラシュート降下訓練（News 24） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/01/13/04414132.html 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-15/PLCRQS6KLVR401?srnd=cojp-v2
https://www.cnn.co.jp/world/35131242.html
https://jp.sputniknews.com/politics/201901145803999/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400767&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400148&g=int
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39982610T10C19A1MM8000/?n_cid=NMAIL006
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011400675&g=int
http://j.people.com.cn/n3/2019/0114/c94474-9537532.html
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000145227.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190112-OYT1T50113.html
https://www.fnn.jp/posts/00410970HDK
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190113-OYT1T50029.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/01/13/2019011380024.html
https://www.hochi.co.jp/topics/20190113-OHT1T50066.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3206243?cx_part=top_category&cx_position=3
http://www.news24.jp/articles/2019/01/13/04414132.html


３１．２．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

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

○ 仏､中国進出阻止に転換 日仏２プラス２（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190112/plt1901120004-n1.html 

○ 日本、NY タイムズ社説に反論＝IWC 脱退で外務報道官寄稿（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011200291&g=int 

○ 印パが非難合戦 パキスタンの中国総領事館への襲撃事件を巡り（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/030/161000c 

○【訃報】横須賀市議会議長・木下氏が死去（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/382339 

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

○ 中国が弾道ミサイル配備、米軍の「航行の自由」作戦に対抗（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35131152.html 

○ 第５回日仏外務・防衛閣僚会合 共同声明（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/docs/2019/01/11_js_j-fr.html 

○ イエメン最大の空軍基地でドローン攻撃、政権側 6 人死亡（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3205950?cx_part=top_category&cx_position=4 

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

○ 韓国大統領が日本批判「政治家が争点化、賢明ではない」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM1B3VWGM1BUHBI013.html 

○ レーダー照射問題が暗示する「日米韓同盟」の未来（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/01/post-11521.php 

○ 習近平総書記と金正恩委員長が会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0110/c94474-9536527.html 

○ 金正恩訪中と習近平の思惑―中国政府高官を取材（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/01/post-11525.php 

○ 自衛隊制服組トップ、中国軍機・艦の台湾周回に警戒（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201901100006.aspx 

○ オスプレイ騒音 鹿屋市「測定結果 問題なし」（南日本放送） 

 https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2019011000034009 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 鹿児島県･馬毛島､年度内買収へ調整＝米軍訓練移転先､160 億円程度－政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010900491&g=pol 

○ 日英「海洋対話」創設へ…中国の進出をけん制（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190109-OYT1T50039.html?from=ytop_ylist 
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○ 日露条約交渉「中国の脅威念頭」 自民・河井外交特別補佐が米講演（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/190109/wor1901090035-n1.html 

○ 海自舞鶴航空基地で今年初のヘリ訓練飛行、安全を祈念（産經） 

 https://www.sankei.com/region/news/190109/rgn1901090025-n1.html 

○ 韓国「駆逐艦」に「北朝鮮英雄名」の「皮肉」（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/44726 

○ 伊根港に直径２０センチの不発弾 海自水中処分隊が回収（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190109000163 

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

○ 金正恩氏が４回目の訪中（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3205397?cx_part=topstory 

○ 韓国地裁、新日鉄住金資産差し押さえ決定 徴用工訴訟（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3976888008012019FF8000/ 

○ レーダー記録提示も＝韓国側に実務者協議で－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010801032&g=pol 

○ IS がクルド民兵に奇襲攻撃、戦闘で 32 人死亡 シリア東部（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3205559?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ 防衛審議官に西田氏昇格（日經） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39740600Y9A100C1EE8000/?n_cid=TPRN0003 

○ 海自鹿屋航空基地 今年初の訓練飛行（南日本放送） 

 https://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2019010800033975 

○ 海自第 2 航空群（八戸）が訓練飛行初め（東奥日報） 

 https://www.toonippo.co.jp/articles/-/136814 

○ 育児しつつ空を飛ぶ、ママは「戦術航空士」 P-1の頭脳に聞く、女性の職場としての海自 

（乗り物ﾆｭｰｽ）https://trafficnews.jp/post/82505 

○ 商船三井クルーズ船、グアムで事故＝船長飲酒、国交省が調査（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010800937&g=soc 

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

○ 南シナ海で航行の自由作戦 米側「中国の過度な主張に対抗」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190107/k00/00m/030/286000c 

○ 米軍のシリア撤収は「条件付き」＝ボルトン米大統領補佐官（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/46778319 

○ レーダー映像 近く新たに６カ国語版公開＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190107000200882?section=politics/index 
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○ 海軍トップがレーダー問題の部隊を訪問 対応を叱責？（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190107003000882 

○ 自民、国連安保理に提起を＝レーダー照射問題（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010700762&g=pol 

○ マレーシア国王ムハンマド５世、任期途中で退位 史上初（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/46778337 

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

○ 中国、日本周辺海底の命名申請活発…一部認定も（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190106-OYT1T50028.html 

○ 英、アジアに新たな軍事基地を検討 EU 離脱後（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35130875.html 

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

○ 中国軍艦艇､「電磁レールガン」搭載近付く 国営紙（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35130863.html 

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

○ トランプ氏、金委員長から書簡受け取る 非核化交渉は「急がず」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/special/kr_peninsula/35130847.html 

○ 嫦娥 4 号が月の裏側での軟着陸に成功 世界初（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/culture/2019-01/04/content_74340266.htm 

○ 韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2019/01/04c.html 

○ 国防部、日本への反論映像公開 

レーダー照射問題で「威嚇飛行を謝罪すべき」＝韓国（Wow! Korea）

http://www.wowkorea.jp/news/japankorea/2019/0104/10227006.html 

○ 韓国外相、徴用工判決「司法判断を尊重」 河野外相に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM145J39M14UTFK00F.html?iref=pc_ss_date 

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

○ 中国、沖ノ鳥島周辺で無断調査＝日本政府が抗議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010300310&g=int 

○ 米国防長官代行が職務開始 「中国､中国､中国」を重視（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3204887?pid=20839785 

○ 熊本 和水町で震度６弱（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190103/k10011766621000.html 
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○ 態度硬化させる韓国 レーダー照射で反論動画公開へ（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/190103/wor1901030014-n1.html 

○ 外務副大臣、「危険行為でない」と反論＝レーダー照射問題で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010300027&g=pol 

○ ニジェール軍がボコ･ハラム掃討作戦、戦闘員 280 人超殺害（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3204904?cx_part=top_category&cx_position=1 

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

○ 韓国国防省「低空飛行」で日本に謝罪要求＝哨戒機レーダー照射問題（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019010200308&g=int 

○ 中国調査船 無断で活動 沖ノ鳥島周辺海域で（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00408908CX 

○ 自衛隊は積極的に海外へ 「いずも型空母化」を軸に読む防衛大綱、見えてくる世界戦略懸念

（乗物ﾆｭｰｽ）https://trafficnews.jp/post/82513 

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

○ 韓日レーダー葛藤…20 年続いた“捜索救助連合訓練”も無用の長物？（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32445.html 

○ 中国・習主席が新年の祝辞「自力更生を堅持し忍耐強く奮闘」を（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3562950.html 

○ 金正恩委員長「新しい道模索」の可能性を警告 新年あいさつ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/46726801 

○ 台風１号、統計ある 1951 年以降最も早い発生（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190101-OYT1T50081.html 

 

（了） 
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