
０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（令和元年５月）～ 

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

〇 岩屋防衛相、アジア安保会議出席へ＝日米韓会談も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019053100458&g=prk 

○ アジア安保会議開幕 韓米日の国防相に北核担当高官も出席（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190531000200882?section=politics/index 

〇 北朝鮮の対米交渉担当者、処刑か＝与正氏も「謹慎中」－韓国紙（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019053100259&g=int 

〇 中国の逆襲「レアメタル」カード（yahoo ﾆｭｰｽ） 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20190531-00128080/ 

〇 日本海海戦の慰霊祭［対馬］（長崎放送） 

 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/nbcnews/detail/2501/ 

〇 宿舎の管理費から８２万円余横領 ２等海曹を懲戒免職（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-171562.html 

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

〇 Joint Chiefs Chairman Says Iran Threat In Middle East Was Real（USNI） 

 https://news.usni.org/2019/05/30/joint-chiefs-chairman-says-iran-threat-in-middle-

east-was-real 

〇 日露防衛相が会談 北方領土軍備強化、イージス・アショアで応酬（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190530/plt1905300022-n1.html 

〇 ＜尖閣情勢＞5 月 30 日、中国海警 4 隻が日本の領海に侵入（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00046559HDK 

〇 台湾の陸海空軍が実弾演習 中国軍上陸想定 1 万発超の弾薬飛び交う（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201905300008.aspx 

〇 嘉手納基地にカナダ空軍の哨戒機が飛来 北朝鮮船の「瀬取り」対応で（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/426477 

〇 中国「韓国大使が一帯一路に積極参加の意向」、韓国政府は否定（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/05/30/2019053080057.html 

〇 韓経：【コラム】復活する日本の「海軍パワー」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/930/253930.html 

〇 韓国海洋警察庁 ハンガリー事故現場に特殊隊員 6 人を派遣（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190530004800882 

○「紫電改」が実物大模型に 旧日本海軍の切り札戦闘機（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5Q6F8JM5QPQIP03Q.html 
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〇 海自､陸自､海保のカレーを 佐世保市内の飲食店で「自衛隊グルメ」提供（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190530/k00/00m/040/101000c 

〇 海自隊員が酒気帯び運転でガードレール接触、罰金５０万円で懲戒（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190530000156 

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

〇 トランプ氏、栄誉に浴した４日間＝異例の歓待も国内気掛かり（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052800938&g=int 

〇 トランプ大統領と同じ船に乗った安倍首相、軍事的膨張の本性露わに（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/33554.html 

○ トランプ氏、訪日演説で東海でない｢日本海｣と表現…韓国外交界｢残念｣（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/871/253871.html?servcode=A00&sectcode=A10 

〇「貯蔵庫」→「火薬庫」に修正 与那国陸自配備で防衛相「隠す意図はなかった」 

「弾薬ない部隊ない」（琉球新報）https://ryukyushimpo.jp/news/entry-926490.html 

〇「正反対」の統幕長に交代（人事消息地獄耳）（中央公論 6 月号／yahoo ﾆｭｰｽ） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190529-00010007-chuokou-pol 

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

○ トランプ大統領、「かが」に乗艦 訓示行い帰国の途に（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418378CX/201905282025_CX_CX 

〇 徳仁天皇がトランプ大統領を迎え宮中晩餐会 フランス料理でもてなす（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0528/c94638-9582183.html 

〇 日韓防衛相会談、見送りへ＝時期尚早と判断、「日中」は実施（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052801050&g=pol 

〇 シリア政府軍攻撃で民間人 18 人死亡、イドリブ県（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227114?cx_part=top_category&cx_position=2 

〇 川崎で小学生ら 18 人刺される＝女児ら２人と確保の男死亡（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/movie?p=n001470 

〇 銚子沖 貨物船衝突、沈没の船内から１人発見（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3684683.html?mode=pc 

〇 海自、潜水艦救難艦派遣 貨物船衝突事故の救助で夕方到着（産經） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190528/afr1905280041-n1.html 

〇 日本海海戦 114 年の慰霊 佐世保で海自 OB ら 170 人（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/513679/ 
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２７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏「安全保障、貿易問題、北朝鮮について話し合う」日米首脳会談冒頭発言 

（毎日） https://mainichi.jp/articles/20190527/k00/00m/010/097000c 

〇【欧州議会選】中道左右両派が過半数失う リベラル派、ナショナリスト党が台頭 

（BBC） https://www.bbc.com/japanese/48418832 

〇 馬毛島めぐり西之表市の八板市長が見解示す 鹿児島（鹿児島 TV） 

 http://kts-tv.net/news/ 

〇 中国大陸部で最長の海底石油製品パイプライン、海峡横断に成功（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0528/c95952-9582179.html 

〇 台湾で定例実働演習始まる 陸空海各軍を動員 31 日まで（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201905270003.aspx 

〇 対北朝鮮人道支援 週内にも国際機関との協議終了＝韓国当局（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190527000900882?section=news 

〇 韓米首脳の会話漏えい 在米大使館外交官を懲戒処分へ＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190527001200882 

〇 千鳥ヶ淵戦没者墓苑で拝礼式（News24） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/05/27/07442197.html 

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

○ 北海道 佐呂間で 39.5℃を観測(15 時まで) 5 月の歴代全国最高気温記録 

（Weather news） https://weathernews.jp/s/topics/201905/260195/?fm=tp_index 

〇 入館２００万人突破 海自佐世保史料館 セイルタワー（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/505029434022347873 

〇 ＜弾薬輸送トラック転落＞鶴岡の国道、陸自依頼の 10 トンを輸送中（河北新報） 

 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201905/20190526_53027.html 

〇 日本外務省が｢旭日旗｣広報･･･韓国外交部｢謙虚な態度で歴史直視すべき｣（中央日報） 

https://japanese.joins.com/article/761/253761.html?servcode=A00&sectcode=A10 

２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 トランプ大統領、国賓として来日 天皇陛下と会見へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35137485.html 

〇 防衛省、木更津市にオスプレイ暫定配備要請 市長「可否を検討」（佐賀新聞） 

 https://www.saga-s.co.jp/articles/-/378624 

〇 インド海軍と共同訓練 海自護衛艦「いずも」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418189CX 
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〇 海賊対処の「さみだれ」呉に帰還（中国放送） 

 http://news.rcc.jp/?i=3013#a 

〇 自衛官職種に「宇宙」新設へ 防衛省、米軍との連携強化（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5T6F9YM5TUTFK009.html 

○ 西島秀俊×佐々木蔵之介×本田翼が「空母いぶき」で放つメッセージとは？ 

（映画.com） https://eiga.com/news/20190525/6/ 

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

〇 メイ英首相、6 月 7 日に与党党首辞任へ 次期首相は 7 月末までに就任（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/48394717 

〇 韓国外相、仲裁委設置応ぜず 元徴用工問題、河野外相に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5S2TWFM5SUTFK002.html 

○ 中国をけん制する韓米日豪合同演習、乗り気ではない韓国海軍（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/05/24/2019052480027.html 

〇 尖閣周辺で中国公船が４３日連続の活動 過去最長に並ぶ、先鋭化に懸念（産經） 

 https://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/190524/plt19052419110016-n1.html 

〇 政府ドローン 中国製が 8 割 情報流出の恐れ？米警告（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/512759/ 

〇 護衛艦「かが」でリハーサル、トランプ大統領来日に備えて･･･（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3681703.html 

〇 オスプレイを千葉・木更津に今年度末から暫定配備へ（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000155348.html 

〇 戦没者遺骨収容へ米軍と連携強化 なお残る 59 万体、情報交換（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190523/k00/00m/010/246000c 

〇 外務、防衛両省がＨＰで「旭日旗」説明 韓国のレッテル貼りに対抗？（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190524/plt1905240043-n1.html 

〇 旭日旗について（外務省） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000481575.pdf 

〇 海自艦長、ＳＮＳ投稿で処分へ…海賊対応で派遣（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190524-OYT1T50237/ 

〇「友人が事故、金が必要」現金だまし取る 海上自衛隊（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-169694.html 

〇 韓国海軍清海部隊の入港行事で事故…軍人１人死亡・４人負傷（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/727/253727.html?servcode=400&sectcode=430 
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２３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米 中東に１万人追加派兵検討、複数メディアが報道（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3680762.html 

〇 王毅部長「中米経済貿易摩擦に対する中国側の立場を SCO 各国外相は支持」 

（人民網） http://j.people.com.cn/n3/2019/0523/c94474-9581012.html 

〇 米中新たな火種、イランのミサイル開発を支援した危険人物の引き渡しをアメリカが中国

に要求（Newsweek）https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/05/post-12184.php 

〇 シリア政府軍の空爆で民間人 23 人死亡、市場も破壊 現場の映像（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3226450?cx_part=top_category&cx_position=2 

〇 日韓が共同訓練＝レーダー照射後初、米豪も－海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052301035&g=soc 

○ 河野外相、日本人名のローマ字表記「姓・名」順に 海外メディアに要請の考え

（BBC） https://www.bbc.com/japanese/48375546 

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

〇 米大統領来日控え警戒監視＝横須賀の空母レーガン出港（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052201118&g=soc 

〇 トランプ大統領 訪日控え、横須賀基地で受け入れ態勢確認（TBS） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190522-00000046-jnn-pol 

〇 習近平総書記「軍強化事業を人材面で力強く支援」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0522/c94474-9580539.html 

○ シリア政権側、新たな化学兵器攻撃か 米が報復警告 反体制派も反撃準備（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3226208?cx_part=top_category&cx_position=4 

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

○ 護衛艦「いずも」に指揮官集合 4 カ国海軍の連携強化アピール（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00417959CX 

○ 来日トランプに安倍首相がどうしても「護衛艦かが」を見せたい理由（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64714 

○ 劉鶴・国務院副総理が対米交渉「決裂」後に語った本音（Diamond） 

 https://diamond.jp/articles/-/203022 

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

○ 米駆逐艦、南シナ海で「航行の自由」作戦実施 中国反発へ（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-south-china-sea-idJPKCN1SQ09P 
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０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ グーグル、ファーウェイによる OS やアプリ使用を制限 米政府方針受け（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/48331582 

○ コロンボ港、日印などで共同開発 中国にらみ（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45020000Q9A520C1MM8000/ 

○ 徴用工訴訟、韓国に「仲裁」要請＝協議無視で新たな手続き－政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052000479&g=pol 

○ 強制徴用問題 日本の仲裁委開催要請「慎重に検討」＝韓国外交部（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190520002900882?section=news 

○ 開隊 62 年でドリル展示 海自大村航空基地が式典（長崎新聞） 

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=503025291970987105 

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

○“空母化”の「いずも」4 カ国共同訓練 中国に? 連携アピール（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00417892CX 

○ 全国ご当地カレーが横須賀に 三笠公園で１９日まで（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-168515.html 

○ 海自カレーに潜水艦 舞鶴の自衛隊フェス、来場者が倍増（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190519000066 

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

○ 安倍晋三首相が中国の楊潔篪・中共中央政治局委員と会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0518/c94474-9579422.html 

〇 ロヒンギャ難民 25 万人以上に身分証明書発行、国連（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3225627 

１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 必然の米中激突：米国を本気にさせた中国の軍事力（JB Press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56380 

○ 南スーダン派遣、1 年延長 司令部要員 政府が閣議決定（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44916070X10C19A5EAF000/ 

○ 米軍訓練区域「チャーリー区域」の 形状変更について（防衛省） 

 https://www.mod.go.jp/j/press/news/2019/05/17e_01.pdf 

○ 基地外銃携行 在日米軍に「再発防止を要請」 岩屋防衛相（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190517/k00/00m/040/109000c 

○ ドローン改正法きょう成立 参院委可決、修正案は否決（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-919794.html 
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０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 防衛省、秋田と山口に適地伝達へ 地上イージス配備で（共同） 

 https://this.kiji.is/501960180579009633 

○ 政府専用機、13 億円で売却＝落札会社「海外に販売」－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051701107&g=soc 

○ 給食導入に基地助成金 防衛省、横須賀市で適用拡大（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-168053.html 

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

○「米が北朝鮮攻撃したら」２年前に検討 前統幕長が証言（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5J4WF9M5JUTFK00P.html 

○ ポスト安倍・菅官房長官の最優先課題は「辺野古と馬毛島」（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64651 

○ 新たに 35 件を「特定秘密」に指定 全部で 551 件に（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000154682.html 

○ 米軍警備員、基地外で銃携行 再三の中止要請聞かず－佐世保（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5J3473M5JUTIL001.html 

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

○ 天皇即位で賀詞議決＝参院（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051500438&g=pol 

○ 陸上型イージス、配備計画に誤算 ミサイル防衛に影響も（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44756280U9A510C1SHA000/ 

○ 中国国家主席、アジア文明対話大会で結束訴える（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3674020.html 

○ 岩国 F35B にバードストライク＝機体損傷、「クラス A」事故－米海兵隊（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051501354&g=soc 

○ 原子力空母監視中に警備艇「威嚇行為」 市民団体が抗議（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-167528.html 

○ 日本の最新式戦車「10 式」は何がスゴいのか、商機はどこにあるのか（ﾋﾞｼﾞﾈｽ＋IT） 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/36389 

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

○ 河野外相、ホルムズ封鎖の「対応検討」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051400916&g=pol 

○ 維新、丸山衆院議員を除名 離党届は受理せず 北方領土「戦争しないと」発言で

（毎日）https://mainichi.jp/articles/20190514/k00/00m/010/172000c 
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０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 防衛省利用の画像衛星故障 岩屋氏「問題生じず」（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190514/plt1905140012-n1.html 

○ 木更津駐屯地にオスプレイ暫定配備へ 佐賀の調整難航で（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM5G4Q4LM5GUTFK00H.html 

○ 陸自水陸機動団が創隊 1 周年で記念行事＝長崎県佐世保市（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051400405&g=soc 

○ 海自艇から部品が落下か 岩国－大村往復飛行中（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/509884/ 

○ 海軍唯一の水上特攻艇「震洋」隊員を悼む 川棚・新谷郷で慰霊祭（長崎新聞） 

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=500683553215497313 

○ 中国が米国製品の一部に対し関税率を引き上げ（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0514/c94476-9577900.html 

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

○ 国防白書「北朝鮮版イスカンデル」短距離弾道ミサイルに分類（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/33444.html 

○ 宇宙部隊 100 人規模に、防衛省 空自、米基地に連絡官派遣（共同） 

 https://this.kiji.is/500593801834955873 

○ 中日が第 11 回高級事務レベル海洋協議（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0513/c94474-9577552.html 

○ 韓国の新駐日大使「関係改善に最善尽くす」 河野外相と会談（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190513004700882?section=japan-relationship/index 

○ シリア北西部、政権とロシアが空爆強化 120 人死亡 18 万人が避難（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3224687?cx_part=top_category&cx_position=1 

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

○ 防衛装備品、輸出実績ゼロ 解禁 5 年、厳しい現実（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44689520R10C19A5SHA000/ 

○ 自公、日朝「無条件」説明求める＝野党は「変節」批判（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051200182&g=pol 

○ パキスタンで武装集団が五つ星ホテル襲撃、中国が支援する大規模開発の中核地 

（AFP）https://www.afpbb.com/articles/-/3224573 

１１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 第 11 回日中高級事務レベル海洋協議（結果）（外務省） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000586.html 
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０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

〇 菅官房長官 米、ペンス副大統領と会談（News24） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/05/11/04434823.html 

○ 仏印海軍、インド洋で過去最大の合同軍事演習 中国をけん制（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3224482 

○ 海自唯一の特務艇「はしだて」京都・宮津港で１５日一般公開（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190510000205 

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

○ 岩屋防衛相、日韓会談に意欲 北ミサイルは決議違反（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190510/plt1905100018-n1.html 

○ 日米韓防衛実務者協議、協力確認（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3669889.html 

〇 民間での整備終え、横須賀帰港 米イージス艦「ミリアス」（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-166665.html 

〇 程永華駐日大使 離任を前に日本天皇を表敬訪問（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/0510/c94474-9576916.html 

○ 日朝の話し合い「支持する」 中国の孔鉉佑・次期駐日大使（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190510/k00/00m/030/269000c 

○ トランプ「25％」表明に対する中国の反応と決定に対する中国の今後の動向 

（Newsweek）https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/05/25-17.php 

○「一帯一路」経済体は世界第 2 の経済ブロックに（東方新報／AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3224269?cx_part=top_category&cx_position=2 

○ 平和条約に関する露日の意見の相違はまだ極めて大きい＝ラブロフ外相（Sputnik） 

https://jp.sputniknews.com/politics/201905106242576/ 

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

○ 天皇即位祝し賀詞議決＝共産含め全会一致－衆院（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050900827&g=pol 

○ 北朝鮮、短距離ミサイル発射か＝北西部から東方向へ 2 発（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050900929&g=int 

○「日本の安全保障に影響なし」と防衛省（共同） 

 https://this.kiji.is/499134944004031585 

○ 日米印比で訓練＝東・南シナ海で中国けん制－海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050900725&g=soc 

○ 三か国防衛協議の前に米日が大使館で「密談」、韓国はのけ者（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/05/09/2019050980232.html 
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０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ アフリカを狙う中国、米国の「指導者不在」が成功の手助けに？（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/27079 

○ 初の潜水艦建造を本格化＝24 年に進水、翌年就役－台湾（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050900962&g=int 

○ 台湾初の国産潜水艦、模型初公開 2025 年末引き渡しへ（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201905090009.aspx 

○ 米の捜索支援終了＝防衛省は継続・F35 墜落事故（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050901345&g=soc 

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

○ イラン、中露と連携強化へ 核合意の一部義務の履行停止で（産經） 

米との軍事衝突回避に調停期待も 

https://www.sankei.com/world/news/190508/wor1905080032-n1.html 

○ 馬毛島所有会社「縁切られた」 国に交渉打ち切り通告（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM575JPPM57UTIL02N.html 

○ 軟弱地盤工事作業船､国外調達も 国､辺野古工期短縮で検討（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-914487.html 

○ 米空母艦載機、硫黄島で９日から訓練（神奈川新聞） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-165918.html 

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

○ 中国、北京会合後に態度硬化＝米通商代表「約束破り」－追加関税上げ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050700956&g=int 

○ 中国が欧州内の途上国を狙い撃ち（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16086 

○ F35 機体の一部回収＝墜落現場の周辺海底－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050700547&g=soc 

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

○ ガザ地区、パレスチナ人死者 23 人に イスラエルの報復攻撃続く（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3223754 

○ 重巡洋艦「古鷹」ソロモン諸島沖の海底で発見 太平洋戦争で沈没（BuzzFeed） 

 https://www.buzzfeed.com/jp/keiyoshikawa/furutaka 

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

○ 中国「二つの顔」に批判＝覇権主義を警戒－ADB 年次総会（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050400476&g=eco 

https://forbesjapan.com/articles/detail/27079
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050900962&g=int
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201905090009.aspx
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050901345&g=soc
https://www.sankei.com/world/news/190508/wor1905080032-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASM575JPPM57UTIL02N.html
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-914487.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-165918.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050700956&g=int
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16086
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050700547&g=soc
https://www.afpbb.com/articles/-/3223754
https://www.buzzfeed.com/jp/keiyoshikawa/furutaka
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050400476&g=eco


０１．６．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 人口減少が自衛隊に及ぼす影響に、日本人は気づいていますか？（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64414 

○ 日本にあった三国時代最高傑作仏像、今度は中国に搬出（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/culture/33389.html 

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

○ 新天皇即位祝う一般参賀、皇居で 陛下「世界の平和を」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM527612M52UTIL01B.html 

○ 北朝鮮が飛翔体数発発射＝短距離、東岸から 200 キロ飛行（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050400283&g=int 

○“日本に直ちに影響”確認されず～政府（news24） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/05/04/04433027.html 

○ 北朝鮮が短距離の飛しょう体を発射、韓国軍が表現変える（ﾛｲﾀｰ） 

https://jp.reuters.com/article/nkorea-missile-idJPKCN1SA01U 

○ 中国軍、北極への進出積極化 潜水艦展開も＝米国防総省（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-arctic-idJPKCN1S91G2 

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

○ １０月「即位礼」準備本格化＝１９５カ国から元首ら、テロ警戒（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050300474&g=pol 

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

○「国民を思い、寄り添う」 天皇陛下がお言葉（日經） 

「象徴の責務果たす」 即位の儀式 

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190501&ng=DGKKZO44386140R00C19

A5MM0000 

○ 韓国国会議長 天皇退位当日に電報「韓国の痛みに寄り添い感謝」（聯合ﾆｭｰｽ） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190501000300882?section=japan-relationship/index 

 

（了） 
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