
１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海の News（６月）～ 
 

 

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

○ 社説 Ｇ２０大阪サミット閉幕 米中摩擦の緩和に至らず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190630/ddm/005/070/053000c 

○ 日米軍事一体化を考える 横浜で勉強会「専守防衛逸脱も」（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-178387.html 

○ 意外と広い海自 P-1 哨戒機のコックピットを眺める 時には戦う飛行機、その特

徴は？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/87465 

○ 【社説】米中の覇権争い 共存の道はあるはずだ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019063002000148.html 

○ 米中、安保分野で対立深まる＝インド太平洋戦略で対抗（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062900639&g=int 

○ ”世界最強の軍隊を 6000 億弱で雇えるのは安い”？トランプ大統領の日米安保

見直し発言に舛添要一氏とケビン・メア氏は（Abema TIMES） 

 https://abematimes.com/posts/7008572 

○ カナダの軍艦が台湾海峡を航行、「ようこそ中国へ」メール受け取る―中国メデ

ィア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b725543-s0-c10-d0062.html 

○ G20 議長務めた安倍首相、ほぼ「想定内」で参院選へ（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/062800494/ 

○ 派遣海賊対処航空隊、任務飛行 2300 回を達成 任務開始から 10 年（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111984 

○ 安保法で日米一体化＝自治体とあつれきも－問われる安倍政権【１９参院選】

（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019063000216&g=pol 

○ 海自の最大護衛艦、比に寄港 「いずも」中国けん制（共同） 

 https://this.kiji.is/517972322898150497 

○ 護衛艦「いずも」、比に寄港 中国けん制（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190630/wor1906300045-n1.html 

○ フランス・ジブチ駐留軍の司令官、海自 P-1 哨戒機を見学（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111983 

○ いずも・むらさめ・あけぼの、フィリピン海軍の揚陸艦と共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/112129 

 

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

○ なぜ佐世保に？鎮守府開庁 130 年 外洋から攻められにくい立地（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/517344454304842849?c=174761113988793844 

○ Ｇ20 サミット最終日 首脳宣言で結束示せるかが焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974231000.html 

○ 日中・日米会談 アジアの安定へ協調進めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190629-OYT1T50046/ 

○ 【主張】日中首脳会談 見せかけの友好は疑問だ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190629/clm1906290003-n1.html 

○ 「救難飛行艇の配備増を」岩国市議会が意見書可決（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/190629/rgn1906290015-n1.html 

○ 中国の習近平国家主席、来春、国賓として訪日（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=85778 

○ 中ロ印、米けん制 多国間主義擁護で一致（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201906/CK2019062902000165.html 

○ 自衛隊の重要な役割が教科書に掲載されたことの意味合い（日刊 SPA!） 
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 https://nikkan-spa.jp/1584254 

○ せっかく首脳が集まってるのに…韓国・文大統領は“身内”在日同胞と晩餐会 

日韓関係について仰天発言も（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190628/for1906280004-n1.html 

○ 大阪 G20 米中問題解決どころか効果的な合意はひとつも望めない（週刊ポスト

セブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20190629_1403009.html 

○ 5G の影響で、気象予報の精度は 40 年前に逆戻りしてしまうかもしれない（ログ

ミー） 

 https://logmi.jp/business/articles/321460 

○ 日中、日米首脳会談／主体性持ち戦略的に（山陰中央日報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1561775168308/index.html 

○ G20 ２日目の討議 首脳宣言へ貿易分野で隔たりも（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974551000.html 

○ 日・南ア首脳、アフリカ開発会議成功へ協力確認（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50172/ 

○ Ｇ２０大阪、午後閉幕…首脳宣言を採択へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50173/ 

○ 中国戦闘機、東シナ海でカナダ艦に接近 国営メディア「温かい歓迎」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35139224.html 

○ 中国空母がグアム近海に初進出、同時期に南シナ海では日米共同訓練、激しさ増

すけん制合戦（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b724765-s0-c10-d0059.html 

○ ウクライナのコメディアン大統領を待つロシアという難題（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12423.php 

○ Ｇ２０大阪サミット、首脳宣言を採択し閉幕（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3712660.html 

○ 【動画あり】Ｇ２０大阪サミット 安倍首相閉会あいさつ全文（産経） 
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 https://www.sankei.com/politics/news/190629/plt1906290016-n1.html 

○ 首相会見「力強い経済成長をけん引していく決意」G20 閉幕（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190629/k00/00m/030/111000c 

○ Ｇ２０閉幕、安倍首相「自由貿易の原則確認」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50224/ 

○ 安倍首相がＧ２０議長記者会見「ＷＴＯ改革、避けられない」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190629/plt1906290018-n1.html 

○ 自由貿易原則明記…海洋プラごみ「５０年ゼロ」（産経） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50227/ 

○ Ｇ２０、経済格差や環境議論（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019062902000264.html 

○ Ｇ20 安倍首相 「力強い経済成長けん引で一致」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974771000.html 

○ 日高港に護衛艦しまかぜ入港（日高新報） 

http://www.hidakashimpo.co.jp/news1/2019/06/%e6%97%a5%e9%ab%98%e6%b8%

af%e3%81%ab%e8%ad%b7%e8%a1%9b%e8%89%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%

81%8b%e3%81%9c%e5%85%a5%e6%b8%af.html 

○ Ｇ２０サミットが閉幕 首相「自由貿易の原則を確認」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6Y5DZWM6YUTFK00R.html 

○ 安保条約見直し必要、安倍首相に伝えた＝トランプ米大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/trump-japan-securuty-idJPKCN1TU097 

○ Ｇ20 安倍首相 議長国会見全文 前半（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974861000.html 

○ Ｇ20 安倍首相 議長国会見全文 後半（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974931000.html 

○ 貨物船にぶつかり大破の掃海艇「のとじま」、どうして今も木造の船体なのか―

中国メディア（RecordChina） 
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 https://www.recordchina.co.jp/b725523-s0-c10-d0135.html 

○ Ｇ２０閉幕、目指した「橋渡し役」果たせたか（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3712805.html 

○ 自由貿易の原則維持で一致、反保護主義盛り込まず－Ｇ20 首脳宣言

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-29/PTU3NJ6JTSED01 

○ 安倍首相の G20 議長国記者会見の要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46772480Z20C19A6EA3000/ 

○ Ｇ20 閉幕 “大阪宣言” を発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011975051000.html 

○ Ｇ20 首脳夫人らが大阪府庁訪問 海洋汚染シンポジウムに参加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011975031000.html 

○ 「共通点のアプローチに賛同」 安倍首相議長国会見（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190629/plt1906290031-n1.html 

○ Ｇ20 「大阪宣言」全文 前半（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011975171000.html 

○ Ｇ20 「大阪宣言」全文 後半（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011975161000.html 

○ 海洋プラスチックで前進 「パリ協定」表記では米国に配慮（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190629/plt1906290033-n1.html 

○ 「反保護主義」盛らず「自由貿易の原則確認」 G20 閉幕（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190629/k00/00m/030/219000c 

○ タイ プラユット首相「国民中心の政府目指す」（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2 

○ 情報ＢＯＸ：Ｇ２０首脳宣言の主な内容（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-communique-idJPKCN1TU0J9 

○ 第 25 航空隊、初めて SH-60K 哨戒ヘリコプターで魚雷投下訓練（FlyTeam） 
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 https://flyteam.jp/news/article/112022 

○ 目立つ米国への配慮 首脳の一部に不満残る 首相は成果強調 G20（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190629/k00/00m/010/264000c 

○ 米中、安保分野で対立深まる＝インド太平洋戦略で対抗（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3232868 

 

２８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ９年ぶりの中国主席来日 持続的な協調への布石に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190628/ddm/005/070/061000c 

○ 海上民兵組織を隠蔽する比政府 比漁船衝突事故の背景（まにら新聞） 

 http://www.manila-shimbun.com/category/society/news245651.html 

○ 中国 習主席 来春の国賓来日で一致 日朝関係の改善を支持（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011972241000.html 

○ 軍人までもが背を向け始めた！？ 韓国・文在寅政権の危ない今後（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190628/for1906280002-n1.html 

○ 安倍氏「来年の桜の咲く頃お迎えしたい」 習氏、笑顔で「いいアイデア」 

 https://japanese.joins.com/article/934/254934.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ Ｇ２０サミット、きょう開幕 首相「共通点見いだしたい」（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190628/mca1906280500001-n1.htm 

○ 米、イラン情勢で NATO に支持求める（毎日） 

https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20180717/pol/00m/010/010000c#cxrecs_

s 

○ 「イージス・アショアよりも敵基地攻撃能力を」…橋下徹氏が『アルキメデスの

大戦』の三田紀房氏と議論（abema TIMES） 

 https://abematimes.com/posts/7008350 

○ 中国が南シナ海ウッディー島に J-10 戦闘機配備、国防部「主権国家の権利だ」

（RecordChina） 
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 https://www.recordchina.co.jp/b725087-s0-c10-d0135.html 

○ 日米印で安保協力強化 ３カ国首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190628/wor1906280007-n1.html 

○ トランプ大統領「ホルムズ海峡で各国が保護を」…「中国海軍に道を開く」懸念

も（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/952/254952.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ Ｇ２０初ホスト国、日本の役割は 米中以外にも対立様々（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6X3CSZM6XPTIL00C.html 

○ 中国の習主席、保護主義と「いじめ」非難－トランプ氏との会談控え

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-28/PTSFOF6K50XS 

○ 「自由で開かれたインド太平洋」へ 3 カ国協力確認 日米印首脳会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190628/k00/00m/030/118000c 

○ 首相、メルケル独首相と会談 北朝鮮非核化で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280025-n1.html 

○ 官房長官「日中新時代切り開く」 日中首脳会談受け（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280028-n1.html 

○ 憲法９条の行方（上） 自衛隊の実態（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1561698607461/index.html 

○ 辞任表明のメイ英首相と首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280029-n1.html 

○ 海自艇と貨物船衝突事故 運輸安全委が調査開始 広島 尾道（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011973171000.html 

○ 米中首脳会談、どこまでも平行線の両国に妥協の余地はあるか（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12419.php 

○ ロシアで ベトナム東部海域問題に関する国際シンポ（ベトナムの声） 

https://www.recordchina.co.jp/b725087-s0-c10-d0135.html
https://www.sankei.com/world/news/190628/wor1906280007-n1.html
https://japanese.joins.com/article/952/254952.html?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.asahi.com/articles/ASM6X3CSZM6XPTIL00C.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-28/PTSFOF6K50XS
https://mainichi.jp/articles/20190628/k00/00m/030/118000c
https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280025-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280028-n1.html
http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1561698607461/index.html
https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280029-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011973171000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12419.php


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%

B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0

%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C

%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B

%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov 

○ トランプ氏、対中包囲網へ外交攻勢（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190628/wor1906280038-n1.html 

○ 「北朝鮮、南シナ海問題で力強いメッセージを」日タイ首脳会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190628/k00/00m/030/290000c 

○ 安倍首相、タイのプラユット首相と会談 拉致問題解決に向け協力を要請（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280053-n1.html 

○ 日タイ首脳会談 南シナ海航行自由などで連携（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011973851000.html 

○ 「ファーウェイは中国当局に完全服従」=同社幹部元妻インタビュー（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/44292.html 

 

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

〇 広島）海自呉基地の女性隊員、ミセス世界大会へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6V3DVWM6VPITB00B.html 

〇 仏マクロン大統領 対中国で日本と安全保障分野の協力を重視（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970461000.html 

〇 あすＧ20 開幕 安倍首相 日中首脳会談で協力を確認へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970371000.html 

〇 海上自衛隊の掃海艇 貨物船と衝突 けが人なし 広島 尾道沖（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970511000.html 

〇 広島沖で自衛艦と貨物船が衝突（TBS） 

http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A6-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9B-761741.vov
https://www.sankei.com/world/news/190628/wor1906280038-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20190628/k00/00m/030/290000c
https://www.sankei.com/politics/news/190628/plt1906280053-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011973851000.html
https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/44292.html
https://www.asahi.com/articles/ASM6V3DVWM6VPITB00B.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970461000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970371000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011970511000.html


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710570.html 

〇 北「瀬取り」監視カナダ軍機公開（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/okinawa/news/20190627-OYTNT50012/ 

〇 海自掃海艇「のとじま」貨物船と衝突、右舷後方に穴（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50169/ 

○ 日仏首脳会談で一致 連携し中東情勢安定化へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419879CX/201906270642_CX_CX 

○ 日米安保、破棄の可能性は？ トランプ氏言及報道で波紋（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6V5WY7M6VUHBI02G.html 

○ 「日本、海外膨張なら自滅」北朝鮮紙が主張（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/124769 

○ 日仏首脳会談 海洋安全保障の協力強化で一致（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000158100.html 

○ トランプの一声で揺らぐ「最強の」日米同盟／地獄耳（日刊スポーツ） 

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201906270000034

.html 

○ 習近平氏が来年春に国賓来日へ、具体的日程調整で一致－首脳会談

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-26/PTOIGY6K50Y401 

○ 瀬戸内海で掃海艇が貨物船と衝突、海自トップが謝罪（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710727.html 

○ 日本での観艦式、韓国海軍は招待されず＝「屈辱中の屈辱」「行かなくていい」

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b724563-s0-c10-d0127.html 

○ 韓国が米国の要求を拒否、北朝鮮を口実に南シナ海への介入避ける―香港英字紙

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b724697-s0-c10-d0052.html 

○ 【時論】軍が「政治の捕虜」なら国防は揺れる＝韓国（中央日報） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710570.html
https://www.yomiuri.co.jp/local/okinawa/news/20190627-OYTNT50012/
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190627-OYT1T50169/
https://www.fnn.jp/posts/00419879CX/201906270642_CX_CX
https://www.asahi.com/articles/ASM6V5WY7M6VUHBI02G.html
https://dailynk.jp/archives/124769
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000158100.html
https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201906270000034.html
https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201906270000034.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-26/PTOIGY6K50Y401
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710727.html
https://www.recordchina.co.jp/b724563-s0-c10-d0127.html
https://www.recordchina.co.jp/b724697-s0-c10-d0052.html


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://japanese.joins.com/article/917/254917.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 日印首脳会談、安倍首相、日印「２プラス２」開催に意欲（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270027-n1.html 

○ 韓国軍「ウソつきＤＮＡ体質」また露呈 これだけコケにされて、日本の方から

「仲良くしたい」とは…（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190627/for1906270001-n1.html 

○ 【Ｇ２０】安倍首相、印豪両首脳らと個別に会談 「自由で開かれたインド太平

洋」の進展確認（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270036-n1.html 

○ フック首相、日越関係に期待をかける（ベトナムの声） 

http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%92%E3%83%86%E3%82%AA/708.vov 

○ 日中首脳会談 中国、対米対抗へ日本に接近 課題解決は置き去り（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190627/wor1906270045-n1.html 

○ 安倍首相、印豪両首脳らと個別に会談 「自由で開かれたインド太平洋」の進展

確認（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270048-n1.html 

○ 日中首脳会談の要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46674680X20C19A6PP8000/ 

○ 護衛艦「あさぎり」ソマリア沖でインド貨物船乗船員 2 人救助 笑顔でハイタッ

チ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/44257.html 

○ 安倍氏「日中、完全に正常軌道」 習氏「来春訪日いいアイデア」 日中首脳会

談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190627/k00/00m/010/296000c 

○ 日印・日豪首脳会談、安全保障分野の協力で一致（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190627-OYT1T50301/ 

○ いずも、むらさめ、つがると海保、ブルネイ沖海空域で共同訓練を実施

（FlyTeam） 

https://japanese.joins.com/article/917/254917.html?servcode=100&sectcode=120
https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270027-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190627/for1906270001-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270036-n1.html
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%92%E3%83%86%E3%82%AA/708.vov
https://www.sankei.com/world/news/190627/wor1906270045-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/190627/plt1906270048-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46674680X20C19A6PP8000/
https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/44257.html
https://mainichi.jp/articles/20190627/k00/00m/010/296000c
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190627-OYT1T50301/


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://flyteam.jp/news/article/111981 

 

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

〇 海自観艦式、韓国を招待せず…中国軍は参加へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50147/ 

〇 【主張】米イラン緊張 自国の船守る覚悟あるか（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190626/clm1906260003-n1.html 

〇 ＳＣＭＰ「米国、韓国に南シナ海へ軍艦の派遣を要請」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/828/254828.html?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 クイーンまいづる選考、自衛隊３等海曹や看護学生ら３人に（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190625000136 

〇 港の文化伝えたい クイーンまいづる３人決まる（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/190626/rgn1906260018-n1.html 

〇 「安倍首相、文大統領除く首脳１９人と会談」…きょうマクロン仏大統領からス

タート（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/861/254861.html?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 令和元年の観艦式、10 月 14 日に開催 体験航海の募集は 8 月から（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111912 

〇 「パワハラは精強性損なう」自衛隊員自殺で再教育プログラム（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190626/k10011969831000.html 

〇 防衛省 パワハラ防止に向け対策とりまとめ、海自隊員の自殺受け（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710306.html 

〇 米、対イランで日本の貢献要請（共同） 

 https://this.kiji.is/516533077984347233 

〇 防衛省、パワハラ防止へ幹部用手引（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062601129&g=pol 

〇 インド太平洋構想で協力具体化＝日仏首脳、Ｇ２０へ連携確認（時事） 

https://flyteam.jp/news/article/111981
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50147/
https://www.sankei.com/column/news/190626/clm1906260003-n1.html
https://japanese.joins.com/article/828/254828.html?servcode=A00&sectcode=A20
https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190625000136
https://www.sankei.com/region/news/190626/rgn1906260018-n1.html
https://japanese.joins.com/article/861/254861.html?servcode=A00&sectcode=A00
https://flyteam.jp/news/article/111912
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190626/k10011969831000.html
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3710306.html
https://this.kiji.is/516533077984347233
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062601129&g=pol


１．７．１ 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062600736&g=pol 

〇 インド太平洋での協力強化で一致…日仏首脳会談（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50278/ 

〇 日仏、海洋安保で協力具体化（共同） 

 https://this.kiji.is/516562274020017249 

〇 日仏首脳が会談、海洋秩序維持へ連携 マクロン氏、日産統合には触れず（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190626/k00/00m/010/271000c 

〇 日仏首脳、イラン核合意維持の重要性共有（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190626/plt1906260075-n1.html 

〇 貿易・イラン・中国...日仏首脳 G20 へ連携（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419868CX/201906262209_CX_CX 

〇 首相 仏マクロン大統領と会談 Ｇ20 での緊密な連携を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190626/k10011970221000.html 

〇 世界経済や環境問題を議論…日本初開催のＧ２０（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50314/ 

〇 海自と海保が南シナ海で初の共同訓練 中国牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190626/plt1906260077-n1.html 

〇 韓日の軍事摩擦収束せず…日本「観艦式に韓国海軍招待しない」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/26/2019062680242.html 

 

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

〇 日本にとって心強い、モディ首相のインド太平洋重視（Wedge Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16560 

〇 【主張】Ｇ２０サミット 中国問題を素通りするな（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190625/clm1906250003-n1.html 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062600736&g=pol
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50278/
https://this.kiji.is/516562274020017249
https://mainichi.jp/articles/20190626/k00/00m/010/271000c
https://www.sankei.com/politics/news/190626/plt1906260075-n1.html
https://www.fnn.jp/posts/00419868CX/201906262209_CX_CX
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190626/k10011970221000.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190626-OYT1T50314/
https://www.sankei.com/politics/news/190626/plt1906260077-n1.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/26/2019062680242.html
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16560
https://www.sankei.com/column/news/190625/clm1906250003-n1.html
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〇 トランプ、イラン最高指導者ハメネイ師らに制裁 数十億ドル規模の資産凍結

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12384.php 

〇 イージス・アショア不要論に維新・足立議員「この状況を変えたいなら、自分の

ことは自分で守る国を作るしかない」（Abema TIMES） 

 https://abematimes.com/posts/7007811 

〇 南海トラフ地震 海保が奄美大島の津波情報図 レジャー客も活用を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190625/k00/00m/040/056000c 

〇 「いずも」「かが」が大型空母に改造され、「ひゅうが」「いせ」の対潜護衛艦

が加われば双空母編隊に、日本がパワーバランスに変化起こす―中国専門家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b724011-s0-c10-d0135.html 

〇 ホルムズ防衛作戦への参加要求か？トランプ、G20 で日本に負担迫る（Wedge 

Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16624 

〇 豪に新たな米海兵隊施設か 中国企業貸与で問題になったダーウィンの近郊

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20190625-2/ 

〇 中国空母が台湾一周 首脳会談前に米けん制か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46556010V20C19A6910M00/ 

〇 海自観艦式１０月１４日に開催 安倍首相は「いずも」に乗艦 防衛省発表（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190625/plt1906250039-n1.html 

〇 中国海軍の空母が台湾海峡通過 活動範囲拡大で米をけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190625/k10011968621000.html 

〇 フィリピン首都で中国船の「当て逃げ」に抗議、習近平氏らの写真燃やす

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231911 

〇 中国空母が台湾海峡航行 「全行程を把握」＝国防部（フォーカス台湾） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12384.php
https://abematimes.com/posts/7007811
https://mainichi.jp/articles/20190625/k00/00m/040/056000c
https://www.recordchina.co.jp/b724011-s0-c10-d0135.html
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16624
https://newsphere.jp/world-report/20190625-2/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46556010V20C19A6910M00/
https://www.sankei.com/politics/news/190625/plt1906250039-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190625/k10011968621000.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3231911
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 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201906250005.aspx 

 

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

〇 「尖閣諸島」防衛強化へ採用提案、IHI「水中ドローン」の実力（ニュースイッ

チ） 

 https://newswitch.jp/p/18156 

〇 ASEAN 首脳会議閉幕 独自の「インド太平洋構想」採択（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419715CX/201906240610_CX_CX 

〇 ホルムズ海峡の日本タンカーは、なぜ狙われたのか？（週刊プレイボーイ） 

 https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/06/24/109150/ 

〇 海自基地内で トライアスロン（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190624/1000031775.html 

〇 中国外交部、習近平主席の日本「訪問」の代わりにＧ２０「出席」を使った理由

は（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/742/254742.html?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 習氏、対日協力拡大アピールへ＝「本格訪問」は来春以降－中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062300283&g=int 

〇 グアム周辺、初航行か＝米に対抗、活動範囲拡大－中国空母（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062300282&g=int 

〇 大統領府、ホットラインで先に「北朝鮮漁船」報告を受けた（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B

5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83

%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%A

B%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B

9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%

E3%81%9F 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議、独自の「インド太平洋構想」採択（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190624/mcb1906240845008-n1.htm 

http://japan.cna.com.tw/news/achi/201906250005.aspx
https://newswitch.jp/p/18156
https://www.fnn.jp/posts/00419715CX/201906240610_CX_CX
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/06/24/109150/
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190624/1000031775.html
https://japanese.joins.com/article/742/254742.html?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062300283&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062300282&g=int
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190624/1769934/1/%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E5%BA%9C%E3%80%81%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%8D%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190624/mcb1906240845008-n1.htm
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〇 【社説】北朝鮮木造船亡命の隠蔽、真相を明らかにして問責を＝韓国（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/article/755/254755.html?servcode=100&sectcode=110 

〇 日韓関係悪化が韓国外交にもたらす「3 つの損失」＝韓国ネットからも懸念の声

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b723690-s0-c10-d0058.html 

〇 北朝鮮木造船亡命 警察も青瓦台に報告…深まる疑惑（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/777/254777.html?servcode=500&sectcode=510 

〇 アメリカ海軍の近接防空ミサイル RAM がアップグレード 2019 年中に納入予定

（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2019062404.html 

〇 豪、中国念頭に米海兵隊収容できる新たな港建設か 報道（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231568 

〇 比大統領、南シナ海に重大な懸念（共同） 

 https://this.kiji.is/515805282819523681 

〇 マクロン仏大統領初訪日 インド太平洋で中国に対抗、日印豪と海洋安保構築目

指す 日本は「主要パートナー」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190624/wor1906240027-n1.html 

〇 護衛艦長が出港日投稿で停職処分（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190624/1000031846.html 

〇 海自で仮設入浴施設の設置訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20190624/4000004736.html 

〇 護衛艦「いずも」「むらさめ」「あけぼの」、ブルネイ海軍と親善訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111823 

 

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

○ ＡＳＥＡＮ首脳会談 米中影響のなかで独自性示せるか（NHK） 

https://japanese.joins.com/article/755/254755.html?servcode=100&sectcode=110
https://www.recordchina.co.jp/b723690-s0-c10-d0058.html
https://japanese.joins.com/article/777/254777.html?servcode=500&sectcode=510
https://otakei.otakuma.net/archives/2019062404.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3231568
https://this.kiji.is/515805282819523681
https://www.sankei.com/world/news/190624/wor1906240027-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190624/1000031846.html
https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20190624/4000004736.html
https://flyteam.jp/news/article/111823


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190621/k10011964401000.html 

○ 議長声明案で南シナ海「懸念」 ASEAN 首脳会議 開幕（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419686CX/201906230123_CX_CX 

○ 【コラム】5 年限りの政権に国をひっくり返す権限などない（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/21/2019062180178.html 

〇 韓国「米中間でいいとこどりする時代は終わった」と主要紙、「かなり手遅れ」

とも警告（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b722457-s0-c10-d0059.html 

〇 韓国東部沖で北朝鮮漁船１隻がＮＬＬ越え南下…韓国海軍と海洋警察が退去させ

る（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/732/254732.html?servcode=500&sectcode=510 

〇 グアム周辺、初航行か＝米に対抗、活動範囲拡大－中国空母（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231531 

〇 習氏、対日協力拡大アピールへ＝「本格訪問」は来春以降－中国（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231532 

〇 日本が米国に追随し南シナ海で軍事演習、中日間の相互信頼構築に役立たない―

中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b723409-s0-c10-d0054.html 

〇 インド海軍、艦船２隻を中東方面へ派遣 海路防衛で（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35138886.html 

〇 フィリピン元外相、香港で入国拒否 南シナ海めぐり習氏告発（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190623/mcb1906231711005-n1.htm 

〇 »ＡＳＥＡＮ首脳会議、「バンコク宣言」など採択（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3707505.html 

〇 “ＡＳＥＡＮみずから紛争回避へ積極関与” 米中影響力拡大で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965731000.html 

〇 ASEAN 首脳、南シナ海問題の懸念に留意（共同） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190621/k10011964401000.html
https://www.fnn.jp/posts/00419686CX/201906230123_CX_CX
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/21/2019062180178.html
https://www.recordchina.co.jp/b722457-s0-c10-d0059.html
https://japanese.joins.com/article/732/254732.html?servcode=500&sectcode=510
https://www.afpbb.com/articles/-/3231531
https://www.afpbb.com/articles/-/3231532
https://www.recordchina.co.jp/b723409-s0-c10-d0054.html
https://www.cnn.co.jp/world/35138886.html
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190623/mcb1906231711005-n1.htm
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3707505.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965731000.html
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 https://this.kiji.is/515455226282525793 

〇 「宇宙運用センター」米軍公開 背景に中ロの脅威 軍拡懸念も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965691000.html 

〇 ASEAN「インド太平洋の中心に」 独自構想を採択（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46472260T20C19A6FF8000/ 

〇 独自のインド太平洋構想など採択 ASEAN 首脳会議が閉幕（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190623/k00/00m/030/156000c 

〇 独自の「インド太平洋構想」採択 ＡＳＥＡＮ首脳会議（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190623/wor1906230022-n1.html 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 議長声明 南シナ海「懸念に留意」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965871000.html 

 

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

○ フィリピン、漁船衝突で中国抗議のデモ 政府にも矛先（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46448280S9A620C1NNE000/ 

○ ロシア軍機侵犯に官邸沈黙＝プーチン氏来日控え（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062101118&g=pol 

○ 防衛相、最新鋭潜水艦を初視察（共同） 

 https://this.kiji.is/514952416307741793 

○ 北漁船亡命事件、韓国大統領府は軍の発表内容を事前に把握（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/22/2019062280009.html 

○ 北漁船亡命事件への対応批判に韓国大統領府「報道のせい」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/22/2019062280017.html 

○ 【社説】増幅する「亡命北朝鮮漁船」疑惑、真相解明を＝韓国（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/726/254726.html?servcode=100&sectcode=110 

○ 【Ｇ２０大阪サミット】大阪から世界が動く 米中貿易摩擦で歩み寄り焦点 日

本、初の議長国（産経） 

https://this.kiji.is/515455226282525793
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965691000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46472260T20C19A6FF8000/
https://mainichi.jp/articles/20190623/k00/00m/030/156000c
https://www.sankei.com/world/news/190623/wor1906230022-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190623/k10011965871000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46448280S9A620C1NNE000/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062101118&g=pol
https://this.kiji.is/514952416307741793
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/22/2019062280009.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/22/2019062280017.html
https://japanese.joins.com/article/726/254726.html?servcode=100&sectcode=110
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 https://www.sankei.com/economy/news/190622/ecn1906220003-n1.html 

○ 青瓦台「北朝鮮船舶関連の隠蔽はなかった」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/731/254731.html?servcode=200&sectcode=200 

○ フィリピン大統領、中国に再び融和姿勢＝南シナ海「当て逃げ」軽視（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231450 

○ ベトナムとインドネシア、EEZ 確定に関する交渉を進めていく（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%92%E3%83%86%E3%82%AA/708.vov 

○ 中比、漁船衝突事故で合同調査へ（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190622/wor1906220017-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ外相会議 南シナ海など協議（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190622/wor1906220019-n1.html 

○ いずも・むらさめなど、ロナルド・レーガンと南シナ海で日米共同訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111726 

 

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

○ １０月観艦式、首相「いずも」乗艦へ 防衛力アピール（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190621/plt1906210001-n1.html 

○ 習氏、Ｇ２０直前に切り札＝トランプ米政権けん制－北朝鮮訪問（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062001412&g=int 

○ 北漁船亡命事件、韓国大統領府は当初から事態を把握（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/21/2019062180050.html 

○ 中国戦闘機、南シナ海ウッディー島に配備 衛星画像で判明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35138824.html 

○ アングル：Ｇ２０で米中首脳会談へ、残された通商カードは何か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-levers-idJPKCN1TM05P 

○ ロシアの領空侵犯 日本は「意図を分析中」（SPUTNIK） 

https://www.sankei.com/economy/news/190622/ecn1906220003-n1.html
https://japanese.joins.com/article/731/254731.html?servcode=200&sectcode=200
https://www.afpbb.com/articles/-/3231450
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%92%E3%83%86%E3%82%AA/708.vov
https://www.sankei.com/world/news/190622/wor1906220017-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/190622/wor1906220019-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/111726
https://www.sankei.com/politics/news/190621/plt1906210001-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062001412&g=int
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/21/2019062180050.html
https://www.cnn.co.jp/world/35138824.html
https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-levers-idJPKCN1TM05P
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 https://jp.sputniknews.com/politics/201906216381150/ 

○ 韓国党代表「青瓦台監督、国防部助演の国防壊乱」…北の木造船で総攻撃（中央

日報） 

 https://japanese.joins.com/article/719/254719.html?servcode=500&sectcode=510 

○ 南シナ海 フィリピン漁船に中国漁船衝突で抗議デモ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190621/k10011963801000.html 

○ フィリピン元外相、香港入境拒否 習氏告発が背景か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46413140R20C19A6000000/ 

○ フィリピン元外相、香港で入国拒否 南シナ海めぐり習氏告発（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190621/wor1906210031-n1.html 

○ 自衛隊、タンカー護衛可能性は＝事態悪化なら現実味、米動向注視・防衛省（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062101415&g=soc 

 

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

○ 韓国軍、歪曲して発表か…北漁船入港に気付かず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190620-OYT1T50138/ 

○ 北朝鮮漁船警戒の失態に嘘まで…平和ムードに酔った軍の悲惨な墜落（東亜日

報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190620/1766187/1/%E5%8C%97%E6%9

C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E8%AD%A6%E6%88%92%E3%8

1%AE%E5%A4%B1%E6%85%8B%E3%81%AB%E5%98%98%E3%81%BE%E3%81

%A7-%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%

AB%E9%85%94%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%BB%8D%E3%81%AE%E6%82%B

2%E6%83%A8%E3%81%AA%E5%A2%9C%E8%90%BD 

○ 北朝鮮漁船、ＮＬＬの韓国領海を３日間航行（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190620/1766184/1/%E5%8C%97%E6%9

C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%81%EF%BC%AE%EF%

BC%AC%EF%BC%AC%E3%81%AE%E9%9F%93%E5%9B%BD%E9%A0%98%E6

%B5%B7%E3%82%92%EF%BC%93%E6%97%A5%E9%96%93%E8%88%AA%E8%

A1%8C 
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○ 【社説】対北融和ムードの中で安全保障に隙…韓国軍は弛緩を防ぐべき（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/article/642/254642.html?servcode=100&sectcode=110 

○ 北朝鮮漁船は三陟港沖合で待機後に帰順、うそがばれた韓国軍（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/20/2019062080028.html 

○ 宇宙監視レーダー設置予定 山口・山陽小野田市、2 度目の住民説明会へ（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190620/k00/00m/040/093000c 

○ 中国漁船「当て逃げ」でフィリピン猛反発 「故意なら断交」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190620/wor1906200014-n1.html 

○ 韓経：【コラム】香港デモが韓国に投げかけたメッセージ（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/658/254658.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 宇宙監視レーダー 着工控え、住民説明会を再度開催へ 山陽小野田市 ／山口

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190620/ddl/k35/010/334000c 

○ 日本自衛隊が豪州の演習に参加 上陸作戦を訓練（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-06/20/content_74903932.htm 

○ 領空侵犯なしとロシア国防省（共同） 

 https://this.kiji.is/514371333775033441 

○ ロシア爆撃機が領空侵犯 自衛隊機、緊急発進で退去警告（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6N5RSHM6NUTIL04H.html 

○ 露爆撃機「日本領空を侵犯せず」 露国防省（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201906206379264/ 

○ タンカー攻撃と自衛隊「戦時派遣」エリアのダブり感（共同） 

 https://this.kiji.is/514304300239946849 

○ 習氏、G20 直前に切り札＝トランプ米政権けん制－北朝鮮訪問（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3231199 

https://japanese.joins.com/article/642/254642.html?servcode=100&sectcode=110
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/20/2019062080028.html
https://mainichi.jp/articles/20190620/k00/00m/040/093000c
https://www.sankei.com/world/news/190620/wor1906200014-n1.html
https://japanese.joins.com/article/658/254658.html?servcode=100&sectcode=120
https://mainichi.jp/articles/20190620/ddl/k35/010/334000c
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-06/20/content_74903932.htm
https://this.kiji.is/514371333775033441
https://www.asahi.com/articles/ASM6N5RSHM6NUTIL04H.html
https://jp.sputniknews.com/russia/201906206379264/
https://this.kiji.is/514304300239946849
https://www.afpbb.com/articles/-/3231199
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１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 新潟震度６強で自衛隊派遣 状況を確認（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190619/afr1906190006-n1.html 

○ 【国際情勢分析】“狂犬”マティス氏不在のアジア安保会議 シャナハン氏に不

安感（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/190619/prm1906190004-n1.html 

○ 北朝鮮タンカー瀬取り疑い…外務省、国連に通報（DailyNK） 

 https://dailynk.jp/archives/124585 

○ 北朝鮮漁船の「海上ノック亡命」…韓国防波堤まで制止されず（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/583/254583.html?servcode=500&sectcode=510 

○ 三陟に流れ着いた北朝鮮漁船、警備に穴（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190619/1765103/1/%E4%B8%89%E9%9

9%9F%E3%81%AB%E6%B5%81%E3%82%8C%E7%9D%80%E3%81%84%E3%81

%9F%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80

%81%E8%AD%A6%E5%82%99%E3%81%AB%E7%A9%B4 

○ 北朝鮮漁船の韓国入り 国防相が指揮官会議で苦言（聯合ニュース） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190619001000882 

○ 「レーダー照射」問題どころじゃない…韓国軍「深刻な穴」がまた露呈

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190619/for1906190005-n1.html 

○ イージス・アショア／配備計画を見直すべきだ（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1560908947559/index.html 

○ 北朝鮮の石油精製品禁輸、中ロ異議 「瀬取り」報告巡り（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6M31J9M6MUHBI016.html 

○ 韓国の港に着いた北朝鮮漁民、住民に「携帯電話を貸してほしい」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/612/254612.html?servcode=500&sectcode=510 
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〇 韓国軍は「漂流」というが…北朝鮮漁船は夜明けを待った「待機亡命」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/article/616/254616.html?servcode=500&sectcode=510 

○ この国はどこへ これだけは言いたい 評論家・森田実さん・８６歳 政治家よ

「反骨の士」であれ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190619/dde/012/040/028000c 

〇 北朝鮮木造船、３日間も韓国領海に…哨戒機接近も発見できず（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/622/254622.html?servcode=500&sectcode=510 

○ 北朝鮮漁船が韓国の港に接岸「携帯貸して」 警戒網の穴に非難殺到（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190619/wor1906190032-n1.html 

○ レーダー設置説明会開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20190619/4060002937.html 

○ 海自の輸送艦「くにさき」 豪州の港に“衝突”（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419522CX/201906191921_CX_CX 

○ カナダ海軍艦艇２隻が台湾海峡通過 台湾・国防部が確認（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190619/wor1906190036-n1.html 

○ 中国船のフィリピン漁船当て逃げに弱腰対応のドゥテルテ 国内から総ブーイン

グ（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12346.php 

○ 尖閣沖 また中国船が調査活動 外務省が改めて抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190619/k10011960911000.html 

○ 中国船 排他的経済水域で活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190619/5090006854.html 

○ 政府、中国に抗議…尖閣諸島沖で海洋調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190619-OYT1T50329/ 

○ 台湾海峡 カナダ軍艦艇が初の通過 米と連携し中国に圧力か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190619/k10011961031000.html 
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１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国船４隻が領海侵入 尖閣周辺、今年１８日目（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/7546 

○ 海自紛失の観測機材発見 長崎・五島沖（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190618/plt1906180005-n1.html 

○ 陸上イージス 緩み排し信頼回復に努めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190617-OYT1T50231/ 

○ 米国に圧力をかけられる中国、「調子に乗った」からなのか―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b584291-s0-c10-d0135.html 

○ そうりゅう型に比べると「わが国の通常動力型潜水艦には強みはない。だ

が・・・」＝中国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1679808?page=1 

○ 北朝鮮タンカー瀬取り疑い（共同） 

 https://this.kiji.is/513529062216729697 

○ 北朝鮮船「瀬取り」の疑い 海自が東シナ海で確認（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190618/plt1906180013-n1.html 

○ 北朝鮮タンカー「瀬取り」の疑い 政府が国連に通報（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190618/k10011956571000.html 

○ 中国機が宮古海峡通過、専門家が分析した「目的」とは―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b721747-s0-c10-d0135.html 

○ パラオが海洋保護区計画を変更 日本の漁船に「裏口」を提供（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-06/18/content_74895938.htm 

○ 日本外務省「東シナ海で北朝鮮船が瀬取りの疑い」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/572/254572.html?servcode=A00&sectcode=A00 
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○ 海自 P-3C、中国海軍艦艇の宮古海峡通過と東シナ海への進出を確認

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111505 

○ 遼寧海警「21101 艦」、10 年の航行を振り返る（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/photos/2019-06/18/content_74896482.htm 

○ 北朝鮮タンカー瀬取り疑い 東シナ海公海上 外務省が国連通報（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190618/k00/00m/030/161000c 

○ 北朝鮮船「瀬取り」 東シナ海で確認（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419455CX/201906181918_CX_CX 

○ フィリピン首都で反中デモ、中国国旗燃やして沈没事故に抗議（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3230682 

○ 防衛省、小型無人機等飛行禁止法の対象施設を指定 市ヶ谷など 13 施設

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111348 

○ いずもとむらさめ、カムラン沖でベトナム海軍と戦術運動など親善訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111506 

○ 北の漁船が監視網を突破しても「警戒に問題なし」と主張する韓国軍（朝鮮日

報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/18/2019061880198.html 

 

１７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国公船、１６日夜に再度接続水域侵入（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190617/afr1906170002-n1.html 

○ 「イージス・アショア」の配備地選定が大混乱！ もう白紙に戻すしかない？

（週刊プレイボーイ） 

 https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/06/17/109105/ 

○ 三陟沖で北朝鮮漁船が漂流、韓国軍・海洋警察は把握できず（朝鮮日報） 

https://flyteam.jp/news/article/111505
http://japanese.china.org.cn/photos/2019-06/18/content_74896482.htm
https://mainichi.jp/articles/20190618/k00/00m/030/161000c
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https://flyteam.jp/news/article/111348
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http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/17/2019061780023.html 

○ 中国空母が宮古海峡を通過しただけで、日本が「緊張」してしまう理由＝中国メ

ディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1679773?page=1 

○ 尖閣周辺の中国調査に抗議 外務省「極めて遺憾」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190617/plt1906170010-n1.html 

○ 北朝鮮漁船が東海側港近くまで漂流 「警戒システムの補完必要」＝韓国軍（聯

合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190617000900882 

○ 中国船、尖閣諸島沖ＥＥＺ内で調査か 外交ルートで抗議（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6K3TZCM6KUTFK00C.html 

○ 北朝鮮漁船が東海側港近くまで漂流 「警戒システムの補完必要」＝韓国軍（朝

鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/17/2019061780097.html 

○ 尖閣沖 中国船が調査活動か 外務省が抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190617/k10011955571000.html 

○ 尖閣近辺でワイヤー？、外務省が中国に抗議（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3701719.html 

○ 中国船が尖閣周辺で無断調査 外務省が抗議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190617/k00/00m/010/122000c 

○ 海上自衛隊の護衛艦 2 隻、カムラン湾に寄港（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/190617181515.html 

○ 安倍首相、Ｇ２０でスペースデブリ対策呼びかけへ（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190617/mca1906171722007-n1.htm 

○ 航空自衛隊、6 月 16 日に中国機の沖縄付近飛行で緊急発進対応（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111470 

○ 米第 7 艦隊が北朝鮮「鼻血作戦」シーズン 2 へ突入（リアルライブ） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/17/2019061780023.html
http://news.searchina.net/id/1679773?page=1
https://www.sankei.com/politics/news/190617/plt1906170010-n1.html
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https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190617/mca1906171722007-n1.htm
https://flyteam.jp/news/article/111470


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://npn.co.jp/article/detail/10956391/ 

○ 海自なくした観測器材見つかる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190617/5030004212.html 

○ 護衛艦「いずも」と「むらさめ」、ベトナム・カムラン港に寄港 親善行事

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111394 

○ 海上自衛隊、カナダ海軍と共同訓練「KAEDEX19-1」を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111461 

○ 5G で天気予報の精度が低下!?アメリカで割り当てられる電波帯が気象センサーに

干渉か（TECHABLE） 

 https://techable.jp/archives/101606 

○ パラオ、「海の聖域法」を一部改定 沖縄の漁船を受け入れへ（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3230382 

○ 尖閣沖 中国船の調査活動に抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190617/5090006830.html 

 

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

○ 日本とベトナムが軍事協力を強化、海自艦「いずも」が南シナ海に面する軍事要

衝に寄港―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b721342-s0-c10-d0054.html 

○ 露日共同訓練で「海賊」から船を解放（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201906166365125/ 

○ 中国海洋調査船がＥＥＺで活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190616/5090006814.html 

○ 中国海洋調査船 日本の排他的経済水域で同意なく調査活動か（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2 

○ 海自 P-3C 部隊によるアデン湾の海賊対処、5 月の飛行回数は 20 回（FlyTeam） 

https://npn.co.jp/article/detail/10956391/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190617/5030004212.html
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 https://flyteam.jp/news/article/111393 

 

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

○ 【主張】日本タンカー攻撃 国の基盤揺るがす危機だ 「重要影響事態」にも備

えよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190615/clm1906150002-n1.html 

○ 自衛隊派遣論 緊迫進めば高まる恐れも（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019061502000162.html 

○ 護衛艦「すずなみ」が露太平洋艦隊と共同訓練（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201906156363325/ 

○ 西沙中建島を守る海軍兵士の「五彩の世界」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/life/2019-06/15/content_74887746.htm 

○ 海上自衛隊呉基地を母港とする艦船の 1/1250 スケール組み立てキットがエフト

イズの食玩に登場！Amazon で予約受付中（電ホビ） 

 https://hobby.dengeki.com/news/776808/ 

○ 中国政府、フィリピン漁船への衝突認める 「当て逃げ」は否定（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3230155 

○ 南シナ海問題の懸念維持 ASEAN 首脳会議議長声明案判明（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190615/k00/00m/030/282000c 

 

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

○ フィリピン漁船、中国船と衝突し沈没 比政府は抗議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46081470U9A610C1EAF000/ 

○ 「令和」初の国賓で考える日米関係の意義（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16411 

○ 米沿岸警備隊、太平洋を渡って南シナ海へ…中国「主権への挑戦」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/441/254441.html?servcode=A00&sectcode=A00 

https://flyteam.jp/news/article/111393
https://www.sankei.com/column/news/190615/clm1906150002-n1.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019061502000162.html
https://jp.sputniknews.com/japan/201906156363325/
http://japanese.china.org.cn/life/2019-06/15/content_74887746.htm
https://hobby.dengeki.com/news/776808/
https://www.afpbb.com/articles/-/3230155
https://mainichi.jp/articles/20190615/k00/00m/030/282000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46081470U9A610C1EAF000/
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16411
https://japanese.joins.com/article/441/254441.html?servcode=A00&sectcode=A00


１．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 【話の肖像画】前統合幕僚長・河野克俊（６４）（１１）（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/190614/lif1906140008-n1.html 

○ 米日の「ダブル空母」が演習、空母運用経験を学ぶ日本（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-06/14/content_74885805.htm 

○ 護衛艦「いずも」がベトナム軍事要衝カムラン湾に寄港（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190614/plt1906140018-n1.html 

○ 中国船が当て逃げか、南シナ海でフィリピン漁船が沈没 中比が舌戦（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3230005 

○ 海自艦「いずも」、ベトナムに寄港（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061400982&g=pol 

○ 海自最大の護衛艦 ベトナムに寄港 連携強化がねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190614/k10011952701000.html 

○ 【南シナ海】中国船による「当て逃げ」にフィリピン激怒（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12317.php 

○ 政府、海上警備行動発令に慎重＝タンカー攻撃意図、主体の情報少なく（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061401069&g=pol 

○ タンカー攻撃、イラン直接関与は考えにくい 日本主導で対策枠組みを 山田吉

彦東海大教授（海洋政策）（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190614/wor1906140030-n1.html 

○ 海自艦「いずも」南シナ海に面した軍事要衝に寄港（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190614-OYT1T50274/ 

○ タンカー攻撃 米・サウジ「イランが攻撃」 イランは全面否定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190614/k10011952971000.html 

○ 日本の海上自衛隊が ベトナムを訪問（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%

AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%

https://www.sankei.com/life/news/190614/lif1906140008-n1.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-06/14/content_74885805.htm
https://www.sankei.com/politics/news/190614/plt1906140018-n1.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3230005
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061400982&g=pol
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190614/k10011952701000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12317.php
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061401069&g=pol
https://www.sankei.com/world/news/190614/wor1906140030-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20190614-OYT1T50274/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190614/k10011952971000.html
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov
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8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92

%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov 

○ 防衛相、タンカー攻撃受け「自衛隊派遣せず」 パナマ船籍、日本人乗員おらず

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190614/k00/00m/040/367000c 

 

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

○ 長らく犬猿の仲だった陸上自衛隊＆海上自衛隊が"初コラボ作戦"を検討の背景

（週刊プレイボーイ） 

 https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/06/13/109062/ 

○ 日米中「空母」一斉出動！ 「自由主義陣営」と「独裁国家」の対立激化 識者

「独裁中国は世界にとって現実の脅威」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190613/pol1906130002-n1.html 

○ 日本の領土、西に２６０メートル延びた？ 排他的経済水域拡張の意図はあるの

か？＝中国メディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1679681?page=1 

○ 北朝鮮の「瀬取り」７９回 アメリカ、安保理に制裁破りを通告（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190613/cpd1906131230008-n1.htm 

○ 海軍艦艇は「国家」そのもの 米露異常接近で明らかになったプロ意識と安全性

の欠如（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00046784HDK/201906131830_ToshiyukiIto_HDK 

○ 南シナ海 フィリピンの漁船が中国漁船に衝突され沈没（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190613/k10011951491000.html 

○ 「故意なら中国と断交も」 漁船沈没で比報道官（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190613/wor1906130030-n1.html 

 

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

○ 中国空母が本島・宮古島間を通過（NHK） 

http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%8B-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F-757709.vov
https://mainichi.jp/articles/20190614/k00/00m/040/367000c
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2019/06/13/109062/
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190613/pol1906130002-n1.html
http://news.searchina.net/id/1679681?page=1
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190613/cpd1906131230008-n1.htm
https://www.fnn.jp/posts/00046784HDK/201906131830_ToshiyukiIto_HDK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190613/k10011951491000.html
https://www.sankei.com/world/news/190613/wor1906130030-n1.html
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190612/5090006774.html 

○ 海自艦 えい航中の器材なくす（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190612/5030004163.html 

○ 韓国海軍、北朝鮮船を救助 人道対応、異例の措置（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45982570S9A610C1EAF000/ 

○ 対韓感情の悪化 「歴史蒸し返し」への苛立ちだ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190612-OYT1T50041/ 

○ 海自「いずも」と米空母「ロナルド・レーガン」が南シナ海で共同訓練（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190612/plt1906120003-n1.html 

○ パイロット襲う魔の「空間識失調」 空自、F35A 墜落で全機種対策

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0190612002qq000000000000000W06k10101qq0000193

25A 

○ 地上イージス 配備ありきで進めるな（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190612/KT190611ETI090007000.php 

○ 【話の肖像画】前統合幕僚長・河野克俊（６４）（９）イージス艦事故の教訓

（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/190612/lif1906120049-n1.html 

○ 中国の空母「遼寧」が宮古海峡通過し太平洋へ、敏感な時期に行動起こした理由

は―米華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b720169-s0-c10-d0135.html 

○ 【著者対談】「大国の周縁」から見た地政学（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2019/06120530/?all=1 

○ 「圧力かければ屈する」は勘違い 中国元財務相が米批判（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6B44J2M6BULZU005.html 

○ 「いずも」と米空母が南シナ海で共同訓練 海自発表（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190612/plt1906120027-n1.html 

○ いずもが米空母と共同訓練（共同） 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190612/5090006774.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190612/5030004163.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45982570S9A610C1EAF000/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190612-OYT1T50041/
https://www.sankei.com/politics/news/190612/plt1906120003-n1.html
https://withnews.jp/article/f0190612002qq000000000000000W06k10101qq000019325A
https://withnews.jp/article/f0190612002qq000000000000000W06k10101qq000019325A
https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190612/KT190611ETI090007000.php
https://www.sankei.com/life/news/190612/lif1906120049-n1.html
https://www.recordchina.co.jp/b720169-s0-c10-d0135.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/06120530/?all=1
https://www.asahi.com/articles/ASM6B44J2M6BULZU005.html
https://www.sankei.com/politics/news/190612/plt1906120027-n1.html
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 https://this.kiji.is/511439565576586337 

○ フィリピン独立記念日 中国大使館前で南シナ海進出に抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190612/k10011949821000.html 

○ いずもと米空母、南シナ海で共同訓練（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46005090S9A610C1PP8000/ 

○ いずも＆レーガンで訓練 南シナ海舞台に中国けん制（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000156919.html 

○ 海自 P-3C、東シナ海を航行するロシア海軍の駆逐艦 2 隻を確認（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/111230 

○ 南シナ海、中国船がフィリピン漁船に衝突、沈没 船員 22 人を救わず放置＝比

国防省（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/43694.html 

 

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

○ アジア一と言われる海上自衛隊、ロシア海軍と比べたらどっちが上？ ＝中国メ

ディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1679562?page=1 

○ 400 年前に黒船を作り対欧外交した支倉常長（ニッケイ新聞） 

 https://www.nikkeyshimbun.jp/2019/190611-column.html 

○ 日本は二股外交で生きる道を模索中…韓国はまだ「対策検討」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/286/254286.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ 中国、ロケット海上発射に初成功 移動式の海上発射台を使用（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190611/mcb1906110500003-n1.htm 

○ Ｆ３５Ａ 米への配慮 調達計画変えず 飛行再開急ぐ（東京） 

 https://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019061102000153.html 

○ 地上イージス 計画自体見直すべきだ（東京） 

https://this.kiji.is/511439565576586337
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190612/k10011949821000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46005090S9A610C1PP8000/
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000156919.html
https://flyteam.jp/news/article/111230
https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/43694.html
http://news.searchina.net/id/1679562?page=1
https://www.nikkeyshimbun.jp/2019/190611-column.html
https://japanese.joins.com/article/286/254286.html?servcode=A00&sectcode=A20
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190611/mcb1906110500003-n1.htm
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019061102000153.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201906/CK2019061102000153.html
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019061102000166.html 

○ コラム：関税振りかざすトランプ氏が生み出す厄介な事態（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/us-tariff-trump-idJPKCN1TB0M3 

○ 大量導入は必要なのか Ｆ３５戦闘機（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190611/KT190610ETI090006000.php 

○ 自衛隊 地方に初のサイバー部隊 中国念頭（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM67645CM67UTFK01N.html 

○ 中国空母が宮古海峡を通過 領海侵入なし（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45954480R10C19A6PP8000/ 

○ 沖縄本島と宮古島間通過 中国海軍の空母「遼寧」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00419090CX/201906111726_CX_CX 

○ 中国空母「遼寧」、沖縄本島と宮古島の間通過（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3697012.html 

○ 中国空母が沖縄－宮古間通過＝１８年４月以来、最新補給艦と－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061100945&g=soc 

○ 中国が南太平洋を狙う理由 フランス、オーストラリアが警戒強める

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20190611-2/ 

○ 中国空母 沖縄本島と宮古島の間を通過 領海侵入なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190611/k10011948681000.html 

○ 中国空母が太平洋へ 沖縄本島と宮古島の間を通過（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190611/k00/00m/010/193000c 

○ 中国空母、沖縄本島と宮古島間また通過…露の駆逐艦も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190611-OYT1T50261/ 

○ 中国空母「遼寧」など６隻 沖縄、宮古島間を通過 防衛省発表（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190611/plt1906110050-n1.html 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019061102000166.html
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45954480R10C19A6PP8000/
https://www.fnn.jp/posts/00419090CX/201906111726_CX_CX
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3697012.html
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１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米ロ軍艦が東シナ海で威嚇航海…中ロ、対米共同戦線を初めて誇示？（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/33633.html 

○ “韓国べったり”岩屋防衛相は「安倍政権の死角」 これが日本の防衛トップ…

情けないというほかない（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190608/pol1906080001-n1.html 

○ 「日本の『空母』、低強度作戦環境の対地攻撃など 3 作戦モデル採用」と中国メ

ディア、中国には対抗できないと自信も（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b718733-s0-c10-d0059.html 

○ 海自とロシア海軍が合同訓練（共同） 

 https://this.kiji.is/510632346200867937 

○ 【コラム】トランプが習近平に敗北するならば＝韓国（中央日報） 

https://japanese.joins.com/article/269/254269.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 韓国潜水艦「羅大用」の性能改良…標的探知能力大幅向上（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/272/254272.html?servcode=200&sectcode=200 

○ F35A、飛行再開へ 人的要因で墜落と推定、機体の不具合否定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190610/k00/00m/040/096000c 

○ 「旭日旗」の真実を世界に発信せよ！ 自民・山田宏氏が激白「韓国の『歴史

戦』悪巧みは徹底してつぶさないといけない」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190610/pol1906100002-n1.html 

○ 日ロ防衛交流 海上自衛隊の護衛艦 ウラジオストク港に入港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190610/k10011947761000.html 

 

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

○ 海自 P-1 哨戒機を知り尽くす「FE」というお仕事 民間機では消えた役職がいま

だあるワケ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/86668 

http://japan.hani.co.kr/arti/international/33633.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190608/pol1906080001-n1.html
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https://mainichi.jp/articles/20190610/k00/00m/040/096000c
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○ 日曜に書く 東シナ海で「令和」を考えた 論説顧問・斎藤勉（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190609/clm1906090006-n1.html 

 

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

○ 日本が F35 を「爆買い」のウラで、米軍は F15 の大量購入を決めた（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65008 

○ 米ロ艦船が衝突寸前まで接近、両海軍が非難の応酬（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35138196.html 

○ 動画：米ロ海軍が非難の応酬、東シナ海で軍艦同士が「衝突寸前」（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3229041 

○ 海自大湊基地で災害対応訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20190608/6080005016.html 

○ 露米軍の艦艇が異常接近中のロシア兵の反応がネットで評判【動画】

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/world/201906086339827/ 

○ 陸海空の乗り物が集結…よこすか YY のりものフェスタ 2019（レスポンス） 

 https://response.jp/article/2019/06/08/323245.html 

○ 米露艦艇がフィリピン沖で異常接近、非難の応酬（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190608-OYT1T50279/ 

 

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

○ 中国国防相、８年ぶり登場 米中対立「譲れぬ一線」とは（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6403JVM63UHBI04B.html 

○ 韓国に“弱腰”岩屋防衛相へ批判集中！ 自民・国防族の怒り爆発「笑顔で握手

…怒りを禁じ得ない」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060006-n1.html 

https://www.sankei.com/column/news/190609/clm1906090006-n1.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65008
https://www.cnn.co.jp/usa/35138196.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3229041
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20190608/6080005016.html
https://jp.sputniknews.com/world/201906086339827/
https://response.jp/article/2019/06/08/323245.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20190608-OYT1T50279/
https://www.asahi.com/articles/ASM6403JVM63UHBI04B.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060006-n1.html
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○ 【話の肖像画】前統合幕僚長・河野克俊（６４）（６）命をかける仕事の誇り

（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/190607/lif1906070016-n1.html 

○ 瀬取り：日本の批判に韓国が反論「韓国軍の作戦区域内では国際協力活動中」

（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/07/2019060780002.html 

○ 海自ヘリ救急搬送維持を 長崎県、2020 年度の 80 件発表（長崎新聞） 

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=509547422894818401 

○ ＜インタビュー＞「北のＩＣＢＭ実験を防げなければ第２の朝鮮戦争」（１）

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/211/254211.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 韓経：【社説】韓国外交に「真実の瞬間」が近づいている（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/213/254213.html?servcode=100&sectcode=110 

○ 岩屋防衛相、韓国国防相と笑顔で握手して批判⇒「やり取りと挨拶は全く別物」

と反論（HUFFPOST） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5cf9ea1ae4b006ad194ec5da 

○ 韓日関係「最悪」主張に同意せず 「改善へ努力」＝韓国大統領府（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/07/2019060780170.html 

○ 中国軍増強で、米軍は台湾や南シナ海に近づけなくなる（NEWSWEEK） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/cnas.php 

○ 海自、インド太平洋方面派遣訓練に護衛艦「あけぼの」を追加派遣（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/110999 

○ 米巡洋艦、東シナ海でロシアの対潜艦とあわや衝突（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/world/201906076337001/ 

○ 空自 C-2 がパリ・エアショー参加 P-1 も展示で 2 機種揃い踏み（FlyTeam）  

 https://flyteam.jp/news/article/111086 

 

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

https://www.sankei.com/life/news/190607/lif1906070016-n1.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/07/2019060780002.html
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https://japanese.joins.com/article/211/254211.html?servcode=A00&sectcode=A00
https://japanese.joins.com/article/213/254213.html?servcode=100&sectcode=110
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5cf9ea1ae4b006ad194ec5da
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/07/2019060780170.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/cnas.php
https://flyteam.jp/news/article/110999
https://jp.sputniknews.com/world/201906076337001/
https://flyteam.jp/news/article/111086
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○ 【話の肖像画】前統合幕僚長・河野克俊（６４）（５）真珠湾を背負った父（産

経） 

 https://www.sankei.com/life/news/190606/lif1906060012-n1.html 

○ 天安門事件から 30 年 事件すら知らない若者も「経済発展でめんどくさい」中国

国民の危うさ（Abema TIMES） 

 https://abematimes.com/posts/7005871 

○ 対馬の危機！ 韓国資本による土地買収で… 自衛隊増員“渇望”する島民の声

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060002-n1.html 

○ 南シナ海・太平島は「島」 海軍が上陸、井戸水飲む／台湾（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201906060002.aspx 

○ 【不肖・宮嶋 コラコラ記】おいおい、わが国の防衛大臣は大丈夫か？ 韓国の

国防相にすり寄り握手まで…自衛隊員は歯ぎしりしとるゾ！（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060001-n1.html 

 

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

○ 安倍首相 米国防長官代行と会談 「太平洋構想」で連携（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190605/ddm/012/010/125000c 

○ 日本の外交立場が強くなる米中新冷戦（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16345 

○ 中国に油断してきた国際社会 知事発言は「融和政策」そのもの（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/7339 

○ 【視点】中国の暴力体質 尖閣で歴然と（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/7325 

○ 中国、新型 SLBM 発射か＝「米に抑止力誇示」－人民日報系紙（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3228565 

○ ファーウェイ、海底ケーブル事業撤退 中国共産党政府に近い企業に売却（大紀

元） 

https://www.sankei.com/life/news/190606/lif1906060012-n1.html
https://abematimes.com/posts/7005871
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060002-n1.html
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201906060002.aspx
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190606/pol1906060001-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20190605/ddm/012/010/125000c
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16345
http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/7339
http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/7325
https://www.afpbb.com/articles/-/3228565
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 https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/43459.html 

○ 中国、ロケット洋上打ち上げ成功、「海洋強国」に布石（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45727810V00C19A6FF2000/ 

○ 海自、硫黄島周辺で実機雷処分訓練 日米共同の掃海特別訓練も初実施

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/110926 

 

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

○ 日米韓防衛相 北の非核化へ実務協議深めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190603-OYT1T50303/ 

○ フランス空母と初の日仏豪米 4 か国共同訓練「ラ・ペルーズ」インドネシア・ベ

ンガル湾で実施（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2019060502.html 

○ 天安門事件３０年（福井新聞） 

 https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/867641 

○ 日韓防衛相会談 向き合って信頼回復を（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019060402000174.html 

○ 「米中軍事衝突」緊迫！？ 台湾独立問題で過熱…中国国防相「一戦交えること

も辞さず」 米台は関係強化へ（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190603/for1906030004-n1.html 

○ 中国が新型ＳＬＢＭとみられるミサイル験射、米国に武力示威（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190604/1750397/1/%E4%B8%AD%E5%9

B%BD%E3%81%8C%E6%96%B0%E5%9E%8B%EF%BC%B3%EF%BC%AC%EF%

BC%A2%EF%BC%AD%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%82%89%E3%82%8C%E3%

82%8B%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E9%A8%93%E5%B

0%84%E3%80%81%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%AD%A6%E5%8

A%9B%E7%A4%BA%E5%A8%81 

○ 【話の肖像画】前統合幕僚長・河野克俊（６４）（３）父の異動で各地を転々

（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/190604/lif1906040009-n1.html 
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○ 中国ファーウェイ、海底ケーブル事業から撤退へー米禁輸措置受け

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-04/PSJRCG6TTDS801 

○ 韓国国防相と笑って握手している場合か…岩屋防衛相、韓国レーダー照射を勝手

に“棚上げ”で大炎上！ 識者「現場の士気は完全に下がっている」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190604/pol1906040003-n1.html 

○ 安全保障へスクラム 自衛隊など 10 カ国 W 杯に合わせて国際防衛ラグビー

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190604/k00/00m/040/084000c 

○ 日米首脳が護衛艦「かが」乗艦の“すごさ” 米軍将兵、自衛官の士気を高めた

「トランプ演説」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190604/pol1906040001-n1.html 

○ 日米同盟「一層連携を」 安倍首相、米国防長官代行と一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190604/plt1906040013-n1.html 

○ インド太平洋の安定で連携 首相と米国防長官代行が会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45652840U9A600C1EAF000/ 

○ 一筆多論】「大荒れ」のＧ２０を望む 長谷川秀行（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190604/clm1906040007-n1.html 

○ 「中国念頭に連携確認」河野外相 米国防長官代行と会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190604/k10011940291000.html 

○ 首相、米国防長官代行と会談…連携強化で一致（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190604-OYT1T50190/ 

○ 日米防衛相会談 中国を念頭に宇宙やサイバー空間でも連携加速（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190604/k10011940491000.html 

○ ファーウェイ、海底ケーブル事業から撤退 子会社を売却（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM6456J4M64UHBI022.html 

○ 首相と米国防長官代行「自由で開かれたインド太平洋」で連携強化（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190604/plt1906040025-n1.html 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-04/PSJRCG6TTDS801
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○ インド太平洋戦略で日米連携確認 防衛相と国防長官代行（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM644H13M64UHBI01R.html 

○ 安倍首相、米国防長官代行と会談 両国の連携や拉致問題解決で一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190604/k00/00m/010/265000c 

○ 防衛大綱「米戦略を補完」 米国防長官代行、防衛相と会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45669290U9A600C1PP8000/ 

○ アメリカが、中国のライバル国に数十機の偵察用無人機を売却（ParsToday） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i53630 

○ 南シナ海「懸念」盛り込まず＝ＡＳＥＡＮ首脳会議声明案（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401220&g=int 

○ 日米防衛トップ会談 対中、対北で協力連携を確認（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000156251.html 

 

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

○ 【外交安保取材】日米首脳の「かが」そろい踏みは「中国が最も見たくない画」

（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/190603/prm1906030007-n1.html 

○ アジア安保会議 インド太平洋の秩序を守れ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190602-OYT1T50266/ 

○ 日越外相、パートナーシップ強化を確認―日本で日越協力委員会共催

（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/190531180755.html 

○ 安倍首相 7 月に「電撃訪朝」か トランプ氏に背中を押される（NEWS ポスト

セブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20190603_1383769.html 

○ 日米韓、北に非核化行動要求 防衛相会談 ミサイル発射非難なし（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019060302000121.html 

https://www.asahi.com/articles/ASM644H13M64UHBI01R.html
https://mainichi.jp/articles/20190604/k00/00m/010/265000c
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https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000156251.html
https://www.sankei.com/premium/news/190603/prm1906030007-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190602-OYT1T50266/
https://www.viet-jo.com/news/politics/190531180755.html
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○ トランプが来日中も終始「心ここにあらず」の状態だった理由（WEDGE 

Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16390 

○ 中国、貿易・安全保障巡り米と応酬 「最後まで戦う」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asia-security-idJPKCN1T30WK 

○ 「北朝鮮は制裁逃れを決心した国」 国連制裁委員会のグリフィス氏が語る制裁

違反の実態（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190603/1749291/1/%E3%80%8C%E5%8

C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AF%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%8

0%83%E3%82%8C%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%BF%83%E3%81%97%E3%81%

9F%E5%9B%BD%E3%80%8D-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E5%88%B6%E8%A3%

81%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A

A%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AA%9E

%E3%82%8B%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%

E5%AE%9F%E6%85%8B 

○ 【リセットコリア】韓日関係、これ以上放置すれば韓国の立場ない（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/038/254038.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 外務省が HP で「旭日旗」正当化！ サッカー国際試合でも問題になる軍国主義

の象徴を無理やり肯定する歴史修正主義（リテラ） 

 https://lite-ra.com/2019/06/post-4750.html 

○ 中国を「餌食にはさせない」と国防相 米国をけん制（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35137892.html 

○ ファーウェイ、海底ケーブル事業の 51％株式を中国企業に売却へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/huawei-tech-usa-cable-idJPKCN1T40GC 

○ 中国「米国と最後まで戦う」…国防相は軍服姿で脅迫（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/057/254057.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 安倍首相７月に「電撃訪朝」か トランプ氏に背中を押される（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190603/pol1906030003-n1.html 

○ 海底ケーブル事業売却へ＝米排除が影響か－中国ファーウェイ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060300745&g=int 

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/16390
https://jp.reuters.com/article/asia-security-idJPKCN1T30WK
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http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190603/1749291/1/%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AF%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%80%83%E3%82%8C%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%BF%83%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9B%BD%E3%80%8D-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B
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http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190603/1749291/1/%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AF%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%80%83%E3%82%8C%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%BF%83%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9B%BD%E3%80%8D-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20190603/1749291/1/%E3%80%8C%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AF%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%80%83%E3%82%8C%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%BF%83%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9B%BD%E3%80%8D-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B
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○ シャングリラ会合、今年も米中が対立……それでも会議が果たす重要な役割とは

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20190603-2/ 

○ 天安門事件３０年 中国の国際復帰手助けした日本 国益確保へ問われる戦略

（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190603/plt1906030027-n1.html 

○ 「北朝鮮が新手法で瀬取り」カナダ国防相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190603/k10011939591000.html 

 

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

○ 日米豪 防衛相が会談 共同訓練高度化 宇宙やサイバーもへ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011937911000.html 

○ 米軍艦「ワスプ」どんな艦？ 海自「かが」に続きトランプ大統領が乗艦した大

きな意義（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/86647 

○ 日中の防衛交流拡大で一致 岩屋氏 年内に訪中へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418614CX/201906020622_CX_CX 

○ 中国 米長官代行の発言に反論 「主権国家の当然の権利」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418615CX/201906020624_CX_CX 

○ 岩屋防衛大臣が中国国防相と会談 年内に訪中へ（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156050.html 

○ 関係改善の糸口つかめず＝日韓防衛相、公式会談見送り（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100489&g=pol 

○ 防衛交流拡大、日中で一致 防衛相会談（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019060202000144.html 

○ 頻繁に会談する日米首脳、強固な関係誇示に「日本はトラの威を借るキツネ」と

中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b716600-s0-c10-d0059.html 

https://newsphere.jp/world-report/20190603-2/
https://www.sankei.com/politics/news/190603/plt1906030027-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190603/k10011939591000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011937911000.html
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https://www.fnn.jp/posts/00418614CX/201906020622_CX_CX
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https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156050.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100489&g=pol
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201906/CK2019060202000144.html
https://www.recordchina.co.jp/b716600-s0-c10-d0059.html
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○ 日中、防衛交流の拡大で一致 岩屋、魏氏がシンガポールで会談（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201906026318184/ 

○ 中国国防相がトランプ政権に反発「領土は譲らない」（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156059.html 

○ アジア安全保障会議、中国国防相が米に反発（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3689201.html 

○ 中国国防相がアメリカ批判 “軍事拠点化”を正当化（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418621CX/201906021207_CX_CX 

○ 中国国防相、他国が台湾独立図るなら戦う選択肢しかないと警告（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201906026318506/ 

○ 米との貿易摩擦「戦う準備できている」 中国国防相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45589470S9A600C1FF8000/ 

○ 中国国防相「米中戦争は世界にとっても災難」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011938221000.html 

○ 中国国防相、米と対決姿勢「台湾分離なら戦う」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190602/wor1906020005-n1.html 

○ 中国国防相、台湾分裂阻止へ「戦いためらわぬ」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190602-OYT1T50155/ 

○ 「米国が戦い望むなら受けて立つ」 貿易問題で中国国防相 アジア安保会議

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227992 

○ 中国国防相、台湾分離なら全犠牲払い戦う＝軍備増強は「自衛目的」－アジア安

保会議（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227995 

○ 日米韓、北朝鮮非核化へ連携＝瀬取り監視強化で国際協力－アジア安保会議（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060200098&g=pol 

https://jp.sputniknews.com/japan/201906026318184/
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011938221000.html
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https://www.yomiuri.co.jp/world/20190602-OYT1T50155/
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060200098&g=pol
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○ 韓米日国防相 非核化向けた外交努力後押しで一致（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190602000500882 

○ 日米韓の防衛担当閣僚が会談 北朝鮮非核化へ協力確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011938191000.html 

○ 中国国防相“軍事拠点化は自国領土の自衛”（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/06/02/10444919.html 

○ アジア安全保障会議閉幕、米中の対立や日韓問題は？（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3689377.html 

○ 北朝鮮の非核化で連携 日米韓、ミサイル認識には差も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45589900S9A600C1PE8000/ 

○ 韓米日国防相 非核化向けた外交努力後押しで一致（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/02/2019060280017.html 

○ 南シナ海、中国とフィリピン、ベトナムの閣僚が応酬（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45590280S9A600C1FF1000/ 

○ 国防相が対米強硬姿勢 中国「全ての犠牲払って戦う」（テレビ東京） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_178436/ 

○ 日曜安全保障 米軍巨大軍艦 なぜ横須賀に?（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418636CX/201906021845_CX_CX 

○ 中国国防相、台湾問題に「戦い抜く」 武器供給の米牽制（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM62517LM62UHBI012.html 

○ アジア安全保障会議が閉幕 米中対立が改めて浮き彫りに（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011938501000.html 

○ 中国軍が、南シナ海でのアメリカの挑発行為に反応（ParsToday） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i53566 

○ 中国が台湾に対し、分離独立に関して警告（ParsToday） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i53568 
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○ 韓国国防相 悪化している日韓関係の改善に意欲（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190602/k10011938541000.html 

○ 結束強調 「航行の自由」言及 中国海洋進出けん制 日米韓防衛相会談（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190602/k00/00m/030/161000c 

○ 韓日国防相、哨戒機問題後初の会談も溝埋まらず（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/02/2019060280022.html 

○ ＡＳＥＡＮ各国、米中対立に危機感「戦争起きる可能性」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM624WB4M62UHBI011.html 

○ 韓米日の国防相が「航行の自由」で中国けん制、韓国も同調（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/02/2019060280024.html 

 

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

○ 「かが」空母化、F-35 導入、日本の軍事大国化懸念する韓国各紙＝「専守防衛の

原則自ら破る」と警戒（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b716599-s0-c10-d0059.html 

○ 米中防衛相、両国の軍隊関係構築を協議 対北朝鮮制裁で協力も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/us-china-nkorea-idJPKCN1T11WH 

○ 米中国防相会談 軍どうしの関係構築を協議 対立も浮き彫りに（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190601/k10011937111000.html 

○ 中国が米国の台湾政策に「断固反対」、８年ぶりの国防トップ会談（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3688554.html 

○ 米に「中国軍の決心と能力、見くびるな」…台湾問題（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190601-OYT1T50114/ 

○ 日米韓がシンガポールで北朝鮮問題を協議（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000155997.html 
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○ 【ヒット記事】５月第４週、空母並みに改修される護衛艦「いずも」の弱点が露

わに！？（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1679308?page=1 

○ シンガポール首相 米中は互いの立場理解し利益の折り合いを（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190601/k10011937211000.html 

○ 米中防衛相、両国の軍隊関係構築を協議 対北朝鮮制裁で協力も（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/06/43324.html 

○ 南極観測船「しらせ」を自衛隊の運用からはずす愚行（SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1577547 

○ 「中国は主権損なう行動停止を」 米国防長官代行が演説 ファーウェイ警戒

（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45567470R00C19A6MM0000/ 

○ 【ソウルからヨボセヨ】日米蜜月への鬱憤晴らし（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190601/clm1906010004-n1.html 

○ 米国防長官代行、中国をけん制（共同） 

 https://this.kiji.is/507375362167424097 

○ 米国防長官代行、アジア安保会議で中国をけん制（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3688681.html 

○ 「私は中国が好きだ」ドゥテルテ大統領、親中派アピール（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM50647TM50UHBI02V.html 

○ 米国防長官代行、中国を強くけん制 新戦略発表（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM612QBNM61UHBI009.html 

○ 「他国の主権侵害やめよ」米国防トップが中国を批判（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156013.html 

○ 軍事大国シンガポールの「軍」のあり方 なぜ面積・人口規模に見合わぬ重武装

なのか？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/86463 
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○ 米国防長官代行 「地域の最大の脅威」と中国を非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190601/k10011937371000.html 

○ 「近隣国の主権侵害をやめよ」 米国防長官代行 中国に警告 アジア安保会議

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227882 

○ 中国の地域支配けん制 安保会議 米国防長官代行が演説（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201906/CK2019060102000254.html 

○ 米、対中国で「相応の貢献」訴え＝アジアで安保ネットワーク構築－新戦略で対

抗姿勢（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227912 

○ 動画：「近隣国の主権侵害をやめよ」 米国防長官代行 中国に警告 アジア安保

会議（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3227907 

○ 南シナ海での中国の行動看過せず、米国防長官代行（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35137853.html 

○ 日韓防衛相がシンガポールで会談 “レーダー照射”後初（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3688804.html 

○ 韓日 約８カ月ぶり国防相会談＝交流正常化へ前進（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190601000500882 

○ 米高官「地域最大の脅威」 中国「いつもの論調」（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156038.html 

○ 海上自衛隊最大の護衛艦「かが」を特別公開 鹿児島県（鹿児島テレビ） 

 https://kts-tv.net/news/932/ 

○ レーダー照射問題は平行線＝日韓防衛相が意見交換（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100449&g=pol 

○ 米長官代行が中国をけん制 「他国の主権侵害終わりに」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00418605CX/201906011818_CX_CX 
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○ インド太平洋「単独支配すべきでない」 米国防長官代行、中国念頭に批判（産

経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190601/wor1906010016-n1.html 

○ 岩屋防衛相が年内訪中 日中会談で一致、海洋進出には懸念（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45582500R00C19A6EA3000/ 

○ 日韓の防衛相が非公式会談 関係改善に努力していくことで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190601/k10011937711000.html 

○ 中国軍高官 南シナ海めぐる米の批判に強く反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190601/k10011937701000.html 

○ 日韓防衛相が非公式会談 関係改善に努力で一致（NHK 政治マガジン） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/18275.html 

○ 米中、安保でも火花 台湾・南シナ海問題で応酬（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45582630R00C19A6EA3000/ 

○ 韓日 約８カ月ぶり国防相会談＝交流正常化へ前進（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/06/01/2019060180031.html 

○ レーダー照射、韓国が改めて否定 問題後初の防衛相会談（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM614Q6FM61UTFK006.html 

○ 岩屋防衛相、年内に訪中へ 「交流進め信頼醸成努める」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM614Q36M61UTFK005.html 

○ 「最大の長期的脅威」 中国暗に批判 米国防長官代行 アジア安保会議（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190601/k00/00m/030/251000c 

○ 岩屋防衛相 年内訪中へ ホットライン開設へ調整加速 日中防衛相会談（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190601/k00/00m/030/258000c 

○ 日韓防衛相が非公式会談、レーダー照射なお溝（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190601-OYT1T50292/ 
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○ 岩屋防衛相の年内訪中で一致…日中防衛相会談（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190601-OYT1T50293/ 

○ 課題棚上げで「未来志向」 岩屋防衛相、戦略なき中韓との会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190601/plt1906010031-n1.html 

○ 岩屋防衛相、年内訪中へ 中国国防相と連携強化で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190601/wor1906010020-n1.html 

○ 日中、防衛交流の拡大で一致（共同） 

 https://this.kiji.is/507536927617434721 

○ 中国が南シナ海で軍事訓練実施へ アメリカに反発か（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000156048.html 

○ 中国念頭に連携強化＝日米豪防衛相会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100532&g=pol 

○ レーダー照射問題で平行線 対北朝鮮でも足並み乱れ 日韓防衛相会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190601/k00/00m/030/291000c 

 

 

（了） 
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