
１．８．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

～ 海の News（７月）～ 

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

○ 米国防長官 初外遊で日本などアジア太平洋地域５か国歴訪へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190731/k10012014931000.html 

 

○ きょうＡＳＥＡＮ外相会議 南シナ海問題など議論へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190731/k10012014991000.html 

 

○ 北朝鮮、弾道ミサイル 2 発発射 250 キロ飛び日本海に落下 韓国軍発表（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3237656 

 

○ ロシア軍と中国軍の連携に強い懸念 米太平洋空軍司令官（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190731/k10012015201000.html 

 

○ 米長官、３カ国会談で日韓仲介意向＝「紛争休止合意」要請か（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073100187&g=int 

 

○ 日韓対立、米が仲介案 道現状維持で交渉要請（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019073102000270.htm

l 

 

○ フィリピン実効支配の島に多数の中国漁船 比政府が抗議（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190731/k10012016231000.html 

 

○ ＡＳＥＡＮ外相会議で共同声明、南シナ海情勢に「懸念（TBS テレビ） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3739873.html 

 

○ 「イランは英軍を試そうとしている」中東に派遣の英司令官が語る（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3237824 

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

○ ホルムズ海峡「有志連合 結成まで時間かかる」 米国務長官（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190730/k10012013811000.html 

 

○ 北戴河会議 党の合意醸成、長老が意見表明も（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190730/wor1907300025-n1.html 

 

○ ファーウェイ 上半期 前年比 23％増 米による締めつけも成長（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190730/k10012014561000.html 
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○ 河野外相提案の“核軍縮の新枠組み” 中国は応じない考え示す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190730/k10012014801000.html 

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

○ 米情報機関トップが辞任、イランや北朝鮮問題めぐりトランプ氏と対立（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/49147938 

 

○ 竹島上空に中ロの爆撃機、両国の接近を軽視できない 3 つの理由（ニューズウィー

ク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/3-138_1.php 

 

○ 「自衛隊派遣で日本の船舶守れ」坂元氏・吉崎氏・湯浅氏緊急座談会 ホルムズ海

峡への日本の針路（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190729/wor1907290012-n1.html 

 

○ 中国、台湾周辺海域で軍事演習へ 米国への対抗措置か（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM7Y3W18M7YUHBI00X.html 

 

○ 「5G の世界標準」を中国 14 億人市場がなし崩し的に形成する可能性（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66190 

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

○ 南シナ海協議、米朝接触焦点＝３０日からＡＳＥＡＮ外相関連会議（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072700376&g=int 

 

○ 米、対イラン圧力空回り＝有志連合構想も進まず－発端はトランプ政権（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072700371&g=int 

 

○ 北朝鮮、引き締め躍起 昨年１１月 治安機関向け文書（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019072802000126.htm

l 

 

○ 日韓対立につけ込む北 輸出管理厳格化批判し軍事協定破棄要求（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190728/wor1907280016-n1.html 

 

○ 中露の軍事協力、新段階へ 初の合同パトロール 日米韓反応探る（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190728/wor1907280018-n1.html 

２７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 「日韓関係の緊張を懸念」米国務省高官 さらなる悪化防止検討（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190727/k10012010811000.html 

 

○ 日本はすでに「有志連合」に参加している 米側の次なる要求はパトロール増強と

商船護衛（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00047434HDK/201907271200_ToshiyukiIto_HDK 

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

○ 米、ホルムズ警備で２回目会合＝「海上作戦」に参加要請（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072600276&g=int 

 

○ ミサイル発射は文政権への「厳重な警告」 正恩氏が新型兵器の「武力示威」視察

（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190726/wor1907260007-n1.html 

 

○ 米長官、有志連合に日本も参加を ホルムズ海峡で、防衛相は否定的（共同通信） 

https://this.kiji.is/527335512311071841?c=39546741839462401 

 

○ イランがミサイル実験か 中距離弾発射と米報道（共同通信） 

https://this.kiji.is/527330238394467425 

 

○ 中国公船が青森県沖の領海侵入 海警局の 2 隻、海保確認（共同通信） 

https://this.kiji.is/527393464596431969 

 

○ 北朝鮮、ミサイル発射は「韓国の戦争屋への警告」（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/49123649 

 

○ 韓国で広がる日本製品の不買運動、韓国企業も損失で否定的な意見も（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12627_1.php 

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

○ 韓国政府、「ロシアが領空侵犯に『深い遺憾』を表明」 ロシアは否定（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/49095110 

 

○ 有志連合対応、米国とイラン「板挟み」の日本を救う妙案があった（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66086 

 

○ 北朝鮮が飛翔体を２発発射、４３０キロ飛行 ５月と同種の短距離弾道ミサイルか

（産経新聞） 
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https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250005-n1.html 

 

○ 【国際情勢分析】「独裁と民主の対決」 軍拡中国に日米台で対抗を（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250001-n1.html 

 

○ 北朝鮮、飛翔体２発発射＝東部から日本海に－防衛省「安保に影響なし」（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500252&g=int 

 

○ 米巡洋艦が台湾海峡を通過 「台湾独立には武力行使」と警告の中国を牽制（産経

新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250016-n1.html 

 

○ 飛翔体発射、米韓軍事演習に反発か＝非核化交渉再開で揺さぶり－北朝鮮（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500511&g=int 

 

○ 米国防長官、欧州部隊構想は「補完的」＝ホルムズ有志連合、計画倒れも（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500745&g=int 

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

○ 韓国 意図を慎重に分析 「日韓対立の隙ねらったか」との見方も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012005751000.html 

 

○ ロシア軍が声明「危険な行為に及んだのは韓国側」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012005931000.html 

 

○ 竹島上空に４カ国の戦闘機、中ロが合同軍事力を誇示（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35140319.html 

 

○ 英国次期首相にボリス･ジョンソン､24 日就任へ ｢合意なき離脱｣強硬に警戒の声

も（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/24-17.php 

 

○ 「戦争に勝てる軍隊」中国軍が国防白書…米の軍事政策を批判（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190724-OYT1T50181/ 

 

○ 中国 国防白書 主権主張する尖閣諸島など 妥協しない姿勢強調（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012006201000.html 

 

https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250005-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250001-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500252&g=int
https://www.sankei.com/world/news/190725/wor1907250016-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500511&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072500745&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012005751000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012005931000.html
https://www.cnn.co.jp/world/35140319.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/24-17.php
https://www.yomiuri.co.jp/world/20190724-OYT1T50181/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190724/k10012006201000.html


１．８．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ Mark Esper Sworn In as Next Defense Secretary（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/07/23/mark-esper-confirmed-as-next-defense-secreta

ry#more-68280 

 

○ 中国の李鵬元首相、90 歳で死去 「北京の虐殺者」と呼ばれ（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/49083679 

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

○ 比大統領 中国の領有権主張は「問題」 批判かわすねらいも（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190723/k10012004221000.html 

 

○ 「ファーウェイ排除」で日本のガラパゴス化が致命的になる可能性（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66051 

 

○ 米シンクタンクにマクマスター氏 ハドソン日本部門トップに就任（共同通信） 

https://this.kiji.is/526197007998223457 

 

○ 北朝鮮が新型潜水艦 正恩氏視察、弾道ミサイル搭載か（共同通信） 

https://this.kiji.is/526207057981408353 

 

○ 英ハント外相「イランの海賊行為に対応」 欧州主導で船舶保護へ（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12598.php 

 

○ 島根 竹島付近 韓国がロシア軍機に警告射撃「領空を侵犯」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190723/k10012004531000.html 

 

○ 「韓国に致命的な結果もたらす」日韓の安保対立でアメリカから警告（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12603.php 

 

○ 中国の李鵬・元首相が死去…天安門事件で武力弾圧に関与（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190723-OYT1T50218/ 

 

○ ボリス・ジョンソン前外相、イギリスの次期首相に決定 英保守党党首選（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/49079871 

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

○ デモ終息見えぬ香港で警察の士気低下 中国本土の武装警察出動の可能性も（ニュ

ーズウィーク） 
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12586.php 

 

○ 南シナ海で韓国船籍の貨物船が海賊に襲われ被害（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190722/k10012003331000.html 

 

○ イランの英タンカー拿捕、「注意不足ではない」 ハモンド英財務相（ＢＢＣ） 

https://www.bbc.com/japanese/49067615 

 

○ 「原油密輸タンカーを拿捕した」イランの 2 つの狙い（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12589.php 

 

○ ホルムズ海峡まさかの緊張、英イランが互いに拿捕したタンカーの解放求め（ニュ

ーズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12596.php 

 

○ インドが月面探査機打ち上げ 世界初の月の南極への着陸目指す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190722/k10012003791000.html 

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

○ 米政府「海洋の安全確保」強調 有志連合構想説明で（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019072102000158.htm

l 

 

○ 悪化する日韓関係に危機感＝米政権、仲介には限界も（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072000383&g=int 

２０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米 ホルムズ海峡の有志連合めぐり日本などと会合（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190720/k10011999731000.html 

 

○ ＮＡＴＯ「防波堤」失う恐れ＝ロシア、トルコ抱え込みへ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071900733&g=int 

 

○ イラン、ホルムズ海峡で英タンカーを拿捕（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/49054372 

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

○ 中国の南シナ海問題に懸念 ＡＳＥＡＮ外相会議の声明案（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190719/k10011998451000.html 
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○ 韓国･文在寅大統領と与野党､対日問題で協調 軍事情報協定見直しの可能性示唆

（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12570.php 

 

○ 原油高騰とタンカー危機、混迷するイラン情勢の行方を読み解く 2 つのキーワード

（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12568.php 

 

○ 中国が南シナ海で実験したミサイルは「対艦弾道ミサイル６発」とインド太平洋軍

司令官（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190719/wor1907190024-n1.html 

 

○ 混迷する日韓関係、河野外相が徴用工問題で韓国大使呼び抗議 韓国は仲裁委の設

置拒否（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12576.php 

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

○ タンカー護衛の有志連合、日本は加わるべきか？（JB Press） 

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/57030 

 

○ 核合意「違反」論争でイランの言い分が正しい理由（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12557.php 

 

○ 米のＦ３５計画 トルコを排除 ロシア製ミサイル導入で（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019071802000323.htm

l 

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

○ いくらファーウェイを叩いても、中国は 2040 年「世界一の大国」になる（現代ビ

ジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65855 

 

○ 反対派の過激化、収拾つかず＝高まる「反中感情」－逃亡犯条例問題・香港（時事

通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071600930&g=int 

 

○ ホルムズ海峡警備構想を説明へ＝米主導、船舶護衛の有志連合（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071700446&g=int 

 

○ 北朝鮮が制裁逃れ車密輸 日本も経由か 米研究機関が報告書（NHK） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12570.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12568.php
https://www.sankei.com/world/news/190719/wor1907190024-n1.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12576.php
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12557.php
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019071802000323.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019071802000323.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65855
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071600930&g=int
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011995451000.html 

 

○ 日韓関係は「戦後最悪」に 収拾困難、歴史的転換点か（47 NEWS） 

https://this.kiji.is/523707879025378401 

 

○ 陸自 豪まで輸送艦で展開 初の大規模な機動訓練（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011995891000.html 

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

○ 日朝首脳会談実現に向け暗躍！日本のスパイ組織「内閣情報調査室」とは？（現代

ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65695 

 

○ 米中 5G 戦争「ファーウェイ潰し」が不可能といえるこれだけの理由（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65895 

 

○ アフリカ５０カ国、北京で安保討議＝中国軍の影響浸透（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071500328&g=int 

 

○ 日本に軍事機密漏えいで有罪判決 韓国軍元幹部ら、北朝鮮情報で（共同通信） 

https://this.kiji.is/523698166551135329 

 

○ ホルムズ海峡の有志連合「現段階で自衛隊派遣考えず」防衛相（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190716/k10011994441000.html 

 

○ 中国、台湾周辺で軍事演習 米企業への制裁予告も（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35139942.html 

 

○ 北朝鮮 米韓合同軍事演習に不信感 実務者協議取りやめ示唆（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190716/k10011994921000.html 

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

○ 【新次元の中国経済】「日本詣で」が何を意味しているのか？（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071101032&g=int 

 

○ 歴史問題に根ざす日本と韓国「半導体輸出規制」対立の行方（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/vs-27.php 

 

○ 中国とアフリカ各国が安保会合（共同通信） 

https://this.kiji.is/523470416216933473 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011995451000.html
https://this.kiji.is/523707879025378401
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011995891000.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65695
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65895
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071500328&g=int
https://this.kiji.is/523698166551135329
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190716/k10011994441000.html
https://www.cnn.co.jp/world/35139942.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190716/k10011994921000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071101032&g=int
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/vs-27.php
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１４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ フランスが宇宙軍司令部創設へ、マクロン大統領が発表（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3235093 

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

○ 米国務次官補 在日米軍の駐留経費増額含め 議論する意向示す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190713/k10011991861000.html 

 

○ トルコにロシア製ミサイル 地対空、ＮＡＴＯ揺るがす恐れ（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019071302000144.htm

l 

 

○ 日米安保は「平等だ」 米ランド研究所 ホーナン研究員（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190713/wor1907130017-n1.html 

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

○ アメリカ有志連合「日本不参加」の選択肢がありえない、真の理由（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65825 

 

○ 「中国は今後 100 年 安全保障の主要課題」米軍 参謀総長（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190712/k10011990971000.html 

 

○ Trump to Nominate Vice Adm. Mike Gilday to Lead Navy（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/07/10/trump-to-nominate-vice-adm-mike-gilday-to-le

ad-navy#more-67906 

 

○ Milley Details Vision as Next Chairman of the Joint Chiefs of Staff to Senate 

Panel（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/07/11/milley-details-vision-as-next-chairman-of-the-j

oint-chiefs-of-staff-to-senate-panel#more-67922 

 

○ 島１つ失い敗北の道へ、南シナ海情勢でよみがえる日米戦の教訓（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35139626.html 

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

○ イギリスの駐米大使が辞任 トランプ政権について機密公電リークされ（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/48943451 
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○ 韓国外相｢日本の輸出規制､望ましくない｣ 米国務長官へ米企業に打撃の可能性伝

える（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12514.php 

 

○ 米中対立の発火はポーランドから ファーウェイ｢スパイ｣事件の全貌（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12519.php 

 

○ 英政府がイランを非難「タンカーの進路妨害 国際法違反行為」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190711/k10011990551000.html 

１０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本が禁輸措置でないとＷＴＯで反論、韓国向け輸出規制（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/japan-korea-wto-idJPKCN1U42Q9 

 

○ 米の台湾への武器売却計画に「強烈な不満と断固たる反対」 、中国（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3234474 

 

○ 米、ホルムズ海上警備…有志連合結成へ調整（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190710-OYT1T50212/ 

 

○ 韓国から戦略物資ダダ洩れ？優遇措置撤廃で怒る韓国の「不正輸出」リスト入手

（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00047178HDK/201907101700_WatanabeYasuhiro_HD

K 

 

○ 在日米海軍司令官にフォート少将が就任（TBS） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3722096.html 

 

○ 欧州「これ以上の対立は危険」、核を巡る米・イランの関係悪化に苦慮（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190710/k00/00m/030/275000c 

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

○ 金与正氏「序列１０位内」入りか（TBS News） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3720549.html 

 

○ 安倍政権の「対韓輸出規制」が日本の国益を損なう 10 の理由（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65765 

 

○ 米 台湾に戦車 100 両超など武器 2400 億円余売却へ 中国けん制（NHK） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12514.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12519.php
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987181000.html 

 

○ 場当たり的なトランプ流外交が墓穴を掘る日（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12499.php 

 

○ アメリカと対立する中国が、欧州に軍事で急接近中（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12498.php 

 

○ CNO Nominee Moran Will Retire from Navy Amidst Questions From SECNAV 

on Judgment（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/07/07/cno-nominee-moran-will-retire-from-navy-ami

dst-questions-from-secnav-on-judgment#more-67767 

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

○ 「トランプ政権無能」 英駐米大使、外交文書で酷評（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019070802000107.htm

l 

 

○ トランプ氏が握る金正男 Jr.の処遇 米朝決裂なら新指導者か（ポストセブン） 

https://www.news-postseven.com/archives/20190708_1407156.html 

 

○ 日本が輸出規制に転じた理由、理解してない文在寅（JB Press） 

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56948 

 

○ スリランカ大統領、米との軍事協定拒否の意思（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3234139 

 

○ イラン、また核合意を破る ウラン濃縮の上限を「超過」（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/48904345 

 

○ 中国、米豪の軍事訓練監視か「自衛隊連携に関心」指摘も（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM77419JM77UHBI00K.html 

 

○ 米政権は「無能」、対イラン政策は「支離滅裂」 駐米英国大使の報告リーク（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/48904856 

 

○ ハワイより西は中国が……「第 3 列島線」と太平洋の海洋秩序（NewSphere） 

https://newsphere.jp/world-report/20190708-2/ 

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

○ 北朝鮮「日本だけ首脳外交行えず孤立」と批判（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987181000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12499.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12498.php
https://news.usni.org/2019/07/07/cno-nominee-moran-will-retire-from-navy-amidst-questions-from-secnav-on-judgment#more-67767
https://news.usni.org/2019/07/07/cno-nominee-moran-will-retire-from-navy-amidst-questions-from-secnav-on-judgment#more-67767
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019070802000107.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019070802000107.html
https://www.news-postseven.com/archives/20190708_1407156.html
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56948
https://www.afpbb.com/articles/-/3234139
https://www.bbc.com/japanese/48904345
https://www.asahi.com/articles/ASM77419JM77UHBI00K.html
https://www.bbc.com/japanese/48904856
https://newsphere.jp/world-report/20190708-2/


１．８．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190707/k10011985001000.html 

 

○ 対韓制裁、ほくそ笑む習近平（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12483.php 

 

○ トランプ米政権、南シナ海での中国のミサイル実験を憂慮 「航行の自由」作戦強

化（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190707/wor1907070024-n1.html 

 

○ 米空母が標的、大きな戦略的意義 中国の対艦弾道ミサイル発射実験（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190707/wor1907070027-n1.html 

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

○ 米朝電撃首脳会談「実現までの 5 時間」に何が起こったのか（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65718 

 

○ トランプと金正恩が合意した核問題協議再開 対立する問題点と展開は？（ニュー

ズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12482.php 

 

○ イラン核合意、見通しは＝「違反」続々、崩壊寸前－ニュースＱ＆Ａ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019070600383&g=int 

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

○ 英、ＥＵ制裁違反のイラン石油タンカーを拿捕 イランは抗議（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-gibraltar-idJPKCN1TZ0P7 

 

○ 中国が南シナ海で対艦弾道ミサイル発射実験 狙いは米軍（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12474.php 

 

○ トルコ、迫るロシア兵器調達 米は制裁発動するか（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190705/wor1907050012-n1.html 

 

○ 米国とイランの対立は楽観禁物 トランプは福音派の支持固めを狙う（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12476.php 

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

○ トランプ「安保改定」発言に慌てる安倍政権、安保政策の大きな矛盾（現代ビジネ

ス） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190707/k10011985001000.html
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https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65663 

 

○ 米国は「敵対行為に躍起」＝北朝鮮国連代表部が批判（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019070400269&g=int 

 

○ 中国 南シナ海に向けミサイル発射実験（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190704/k10011982261000.html 

 

○ トルコ大統領、米国がＦ３５引き渡し拒否なら「強奪」＝現地紙（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/turkey-usa-defense-idJPKCN1TZ0BT 

 

○ 北朝鮮 キム委員長「安倍首相の発言に留意」中国 習主席に（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190704/k10011982461000.html 

 

○ 米独立記念日の軍事パレードでトランプが浪費する驚きの額（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12465_1.php 

 

○ 北朝鮮で拘束の豪学生、「無事解放」 豪首相が発表（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/48866840 

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

○ 欧州委員長候補はドイツ初の女性国防相 難航の末、合意（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM730C1DM72UHBI03X.html 

 

○ 日本の憲法学者だけが使う「奇妙な言葉」に多くの人はダマされてきた（現代ビジ

ネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65620 

 

○ ロシア潜水艇で火災、乗組員 14 人死亡(AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3233332 

 

○ イスラエル、米イラン間の対立激化に備え軍事的関与の準備＝外相（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/mideast-iran-israel-idJPKCN1TY0FJ 

 

○ Kremlin Releases New Details on Russian Submarine Fire, Identifies Sailors 

Killed（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/07/03/kremlin-releases-new-details-on-russian-subm

arine-fire-identifies-sailors-killed#more-67722 

 

○ 新時代サイバー戦争は暴走する（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12446.php 
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○ 中国、南シナ海で対艦ミサイルの発射実験 米国防総省が確認（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35139437.html 

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

○ 習近平は G20 閉幕直後のトランプ「電撃訪朝」をどう見たか？（ダイヤモンド・オ

ンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/207376 

 

○ 文政権、問われる「仲介役」＝米朝トップ交渉で存在感低下（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019070100944&g=int 

 

○ 対米非核化交渉 北は新たな布陣 李容浩外相ら担当か 金英哲氏外れる（東京新

聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201907/CK2019070202000161.htm

l 

 

○ トランプ不信で接近する日本と中国（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12447.php 

 

○ 日本と韓国の和解をアメリカが望む訳（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12444.php 

 

○ 米、北朝鮮の核凍結で譲歩検討か（共同通信） 

https://this.kiji.is/518681612793807969 

 

○ 習氏来日で「中日関係の良い流れ強化」 中国の新駐日大使（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190702/wor1907020035-n1.html 

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

○ 板門店で 3 回目 米朝首脳会談 米大統領として初の北朝鮮入り（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00420069CX/201907010033_CX_CX 

 

○ 米朝首脳会談 ３回目実現するも事態打開は不透明（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190701/k10011976681000.html 

 

○ 不信拭う政治ショー「私の越境を望みますか」 事務方・報道陣は混乱（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190701/wor1907010005-n1.html 
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○ 米朝実務協議は「７月中旬再開見通し」とポンペオ氏 北が対話再開合意を大々的

に報道（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190701/wor1907010011-n1.html 

 

○ 歴史的会談か、それとも……3 度目の米朝会談をどうみる（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/48821971 

 

○ 日米同盟破棄で日本は繁栄か沈没か 外交論客 3 人が分析（ポストセブン） 

https://www.news-postseven.com/archives/20190701_1402349.html 

 

○ 蔡総統、中米 4 カ国歴訪へ 米 NY も訪問（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190701/k00/00m/030/188000c 

 

○ 香港でまたデモ隊と警察が衝突、一部が立法会に突入 返還 22 周年(BBC 

https://www.bbc.com/japanese/48823330 
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