
〜 海のNews（８月）〜  

３１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  台湾海運会社が「瀬取り」で北朝鮮に石油 米が制裁発表（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190831/k10012058041000.html  

○  中比首脳会談、ドゥテルテ氏が南シナ海問題を提起 習主席は一切の譲歩を否定(AFP)  

https://www.afpbb.com/articles/-/3242315  

○  米朝実務協議の開催困難北朝鮮高官が米非難談話(時事通信)  

https://this.kiji.is/540379463026197601  

○  韓国与党議員らが竹島上陸、続く対日挑発(産経新聞)  

https://www.sankei.com/world/news/190831/wor1908310015-n1.html  

 

３０（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  米宇宙軍、正式に発足＝司令官「対中ロで優勢維持」  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019083000262&g=int  

○  南シナ海開発で政府間組織＝中国とフィリピン、首脳会談で合意(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082900858&g=int  

 

２９（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  北朝鮮の新型潜水艦、試射準備か＝米シンクタンクが衛星画像分析(時事通信)   

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082900292&g=int  

〇 イランは核とミサイル開発放棄を 米、首脳会談へ決断要求（東京新聞）  

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201908/CK2019082902000137.html  

〇 ＧＳＯＭＩＡ破棄で「米に事前通告なし」と米国防次官補(産経新聞)  

 https://www.sankei.com/world/news/190829/wor1908290003-n1.html  

〇 韓国政府、米大使呼んで問いただす…前例のない衝突（朝鮮日報）  

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/08/29/2019082980011.html?ent_ran

k_news  

〇 韓国国防予算案、７．４％増＝初の５０兆ウォン台に(時事通信)  

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082900683&g=int  

〇 米海軍艦、中国領有権主張の島近くを航行 南シナ海（ＣＮＮ）  

https://www.cnn.co.jp/world/35141943.html  
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２８（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  韓国を輸出管理の優遇対象国から除外（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190828/k10012051691000.html  

〇 韓国の竹島軍事訓練「有益でない」米高官が異例の批判（読売新聞）  

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190828-OYT1T50140/  

〇「度重なる挑発的発射」を非難＝北朝鮮ミサイルで安保理会合−英仏独(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082800171&g=int  

〇“北朝鮮が高濃縮ウラン製造計画継続” 米研究グループが指摘（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190828/k10012052651000.html  

〇 兵器共同生産も＝ロシア・トルコ首脳が会談(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082800236&g=int  

〇 文在寅の韓国が「西方世界」から脱落…米韓同盟の消滅が意味するもの（現代ビジネス）  

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66785  

〇【国際情勢分析】ペルシャ湾「有志連合」で日本は外国船を守れるか(産経新聞)  

https://news.livedoor.com/article/detail/16992742/  

〇 中国、米艦の青島寄港拒否か＝ロイター  

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082800681&g=int  

〇 P-3Cなど、ロシア海軍艦艇7隻の宗谷海峡で確認 8月24日と25日(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/114452  

〇 海上保安庁過去最大の概算要求 大型ドローン導入実験等で予算計上(sankeibiz)  

http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190828/cpd1908281520004-n1.htm  

２７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 Ｇ７土壇場で総括文書 香港情勢・通商など１ページ 首脳会議閉幕（東京新聞）

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201908/CK2019082702000278.html  

〇 北朝鮮の飛翔体、安保理議論へ英仏独要請、米は加わらず（共同通信）  

 https://this.kiji.is/538928150597747809  

〇 北朝鮮弾道ミサイルは「新型と推定」 防衛省分析（朝日新聞）  

 https://www.asahi.com/articles/ASM8W4DZXM8WUTFK00H.html  

〇 中国、南シナ海情勢で米国を批判 「問題をあおり立てている」（ロイター）  

https://jp.reuters.com/article/china-usa-vietnam-idJPKCN1VH0ZL  

○  中国とイランが外相会談 経済協力で一致（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190827/k10012049771000.html  

〇 ロシア 原子力発電施設が北極圏向け海上移動（名古屋テレビ）  

https://www.nagoyatv.com/news/kokusai.html?id=000162899  
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２６（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 韓国首相、日本が措置撤回なら「ＧＳＯＭＩＡ破棄見直し」(産経新聞)  

https://www.sankei.com/world/news/190826/wor1908260025-n1.html  

〇 ミサイル護衛艦「みょうこう」、ロナルド・レーガンと日米共同訓練を実施(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/114359  

 

２５（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  北朝鮮 “新開発の超大型ロケット砲発射実験”と発表（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190825/k10012047591000.html  

○  韓国軍、竹島で軍事訓練＝ヘリで上陸、イージス艦も投入−日本を強く意識か(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082500195&g=int  

〇 ロシアが弾道ミサイル試射(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082500012&g=int  

〇 カナダ海軍フリゲート艦が舞鶴入港 北朝鮮の「瀬取り」監視（京都新聞）  

https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190825000066  

 

２４（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  北朝鮮がまた飛翔体２発発射 ７月末以降７回目、米韓軍事演習後は初(産経新聞)  

https://www.sankei.com/world/news/190824/wor1908240022-n1.html  

〇 海自P-1など、中国海軍の艦艇2隻が対馬海峡を通過 東シナ海に向かう(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/114294  

 

２３（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  韓日軍事情報協定破棄 韓国団体の反応さまざま（朝鮮日報）  

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/08/22/2019082280209.html?ent_ran

k_news  

〇 米政権、韓国・文政権に「懸念と失望」 韓国非難鮮明に(産経新聞)  

https://www.sankei.com/world/news/190823/wor1908230042-n1.html  

○  尖閣周辺に中国公船、１２日連続で確認(産経新聞)  

https://www.sankei.com/world/news/190823/wor1908230026-n1.html  

○  「瀬取り」への警戒監視活動、9月にカナダと豪州が艦艇と航空機を派遣(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/114240  
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○  米軍艦が台湾海峡航行＝今年７回目(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082301094&g=int  

○  中国に深い懸念＝ベトナムＥＥＺで妨害活動−米(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082300191&g=int  

〇 海上保安庁が全長１１メートル大型ドローン導入、監視強化へ(産経新聞)  

https://www.sankei.com/politics/news/190823/plt1908230031-n1.html  

○  韓国造船界に吹く順風…大宇造船、２０００億ウォン台のＬＮＧ運搬船受注（中央日報）  

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190822-00000046-cnippou-kr  

   

２２（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  韓国、日韓ＧＳＯＭＩＡ破棄 日本の輸出管理措置に対抗(産経新聞) 

https://www.sankei.com/world/news/190822/wor1908220024-n2.html  

○  北朝鮮「軍事威嚇伴う対話に興味ない」＝戦闘機導入と米韓批判(時事通信) 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082200371&g=int  

○  「宇宙作戦隊」20年度新設防衛省、監視能力を向上（共同通信） 

https://this.kiji.is/536896262085444705?c=39546741839462401  

○  タイタニック、腐食進む 14年ぶり有人海底探査で確認(rakutennews) 

https://news.infoseek.co.jp/article/kyodo_kd-newspack-2019082201000681/  

   

２１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  カシミール問題 国際司法裁判所に提訴へ パキスタン外相（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190821/k10012042591000.html  

〇 米宇宙軍、29日に発足 中ロ対抗、11番目の統合軍（共同通信）  

https://this.kiji.is/536661214133716065  

〇 焦点：「外患」が意外な援軍に、揺るがぬ習近平氏の国内基盤（ロイター）  

https://jp.reuters.com/article/us-china-politics-idJPKCN1V90DY  

〇 豪、有志連合に参加表明＝英に次ぎ、拡大に弾みか(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082100335&g=int  

〇 北の核活動は「継続・進展」…ＩＡＥＡが非難（読売新聞）  

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190821-OYT1T50169/  
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〇 韓国、放射性物質検査を強化 日本産の加工食品  

https://this.kiji.is/536746678995780705?c=39546741839462401  

   

２０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  米、地上発射型巡航ミサイルの発射実験に成功 ＩＮＦ条約失効後初（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190820/wor1908200002-n1.html  

○  バーレーンが有志連合参加 英に続き２カ国目、米は歓迎（朝日新聞）  

https://www.asahi.com/articles/ASM8N2H3ZM8NUHBI006.html  

○  香港めぐるトランプ発言に中国反発 「抗議活動は内政問題」（ＦＮＮ）  

https://www.fnn.jp/posts/00422639CX/201908200028_CX_CX  

○  韓国への半導体材料の輸出、日本が再び許可 サムスン分（朝日新聞）  

https://www.asahi.com/articles/ASM8N3C68M8NUHBI00G.html  

○  韓日軍事協定の延長「日本の態度など考慮し判断」＝韓国大統領府(連合ニュース)  

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/08/20/2019082080131.html  

○  台湾の20年度国防部予算、約5.2％増1.2兆円 軍機・軍艦の国産に740億円(中央社フォー

カス台湾)  

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201908160002.aspx  

○  カシミール緊張緩和を要請＝米大統領インドパキスタン両首脳と電話会談（時事通信）  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082000625&g=int  

○  ロシア放射線監視装置が停止＝爆発後、情報隠蔽か−米紙(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082000716&g=int  

〇 中国の「文化発信力」低下を露呈させた映画をめぐる残念な事件（現代ビジネス）  

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66607  

   

１９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  香港デモ武力鎮圧なら「貿易合意は困難」 トランプ氏が中国に警告（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190819/wor1908190006-n1.html  

○  尖閣周辺に中国船 ８日連続（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190819/wor1908190008-n1.html  
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〇 中国の海洋調査船、ベトナムのEEZで再び活動(ベトナムニュース)  

https://www.viet-jo.com/news/politics/190819171046.html  

○  中国機、海自の護衛艦標的に訓練 探知能力秘匿を優先し政府非公表（共同通信） 

https://news.livedoor.com/article/detail/16946953/  

○  中国海軍の艦艇2隻が対馬海峡を通過 日本海にも進出(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/airline/japan-maritime-self-defense-force/news/article/114073  

○  海自「わかたか」、露海軍艦艇の宗谷海峡東進を確認（ＷＩＮＧ）  

http://www.jwing.net/news/15958  

〇 太平洋での米軍優位性喪失、中国からの同盟国防衛は困難に 豪シンクタンク（ＡＦＰ）  

https://www.afpbb.com/articles/-/3240396  

○  「借金でがんじがらめは嫌」 アフリカに広がる中国の光と影（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190819/k10012040351000.html  

   

１８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 香港デモ「１７０万人」参加 当局不許可 道路埋め尽くす（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190818/wor1908180012-n1.html  

〇 米ナショナル・インタレスト誌、ロシア海軍を評価（Sputnik）  

https://jp.sputniknews.com/russia/201908186593427/  

   

１７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 米、台湾にＦ１６戦闘機６６機売却へ 中国「断固反対」（朝日新聞）  

https://www.asahi.com/articles/ASM8K1TJ9M8KUHBI002.html  

〇 安保理カシミール問題結論出ず「2国間問題と認識」 印パは非難応酬(毎日新聞)  

https://mainichi.jp/articles/20190817/k00/00m/030/176000c  

〇 金氏「新兵器」試射視察10日発射のミサイルと同型（共同通信）  

https://this.kiji.is/535281144393630817  

〇 戦闘機F35B導入を正式決定 防衛省、「いずも」でも運用（Sputnik）  

https://jp.sputniknews.com/japan/201908176591287/  

〇 ロシアが初の無人攻撃機公開 全翼でステルス機能（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190817/wor1908170016-n1.html  
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１６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 北朝鮮、また飛翔体発射＝１０日以来６度目−韓国との対話を拒否(時事通信)  

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081600282&g=int  

〇»ファーウェイ、初の５Ｇスマホを中国で発売（ＴＢＳ）  

  http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3753333.html  

〇 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年２３日目（産経新聞）  

  https://www.sankei.com/world/news/190816/wor1908160021-n1.html  

〇 ベネズエラ、ロシアと軍艦訪問協定＝米国の反発必至(時事通信)  

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081600244&g=int  

〇 文在寅政権が「反日路線」で韓国国民を煽り続ける、根本的な理由(現代ビジネス)  

  https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66554  

   

１５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 中国地方政府が尖閣周辺の漁規制、日中関係考慮か(読売新聞)  

  https://www.yomiuri.co.jp/world/20190815-OYT1T50218/  

〇 靖国問題「断固反対」言及せず＝中国(時事通信)  

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081501109&g=int  

〇 文氏「日本は対話を」 光復節演説 慰安婦問題は触れず（東京新聞）  

  https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201908/CK2019081502000273.html  

   

１４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 中国、米海軍艦船の香港寄港を拒否（ＣＮＮ）  

  https://www.cnn.co.jp/world/35141269.html  

〇 米で中国の印象最悪、６０％が「好ましくない」(読売新聞)  

  https://www.yomiuri.co.jp/world/20190814-OYT1T50144/  

〇 露、択捉周辺海域で「深海機器試験」通告 日本政府、懸念を表明（産経新聞）  

  https://www.sankei.com/world/news/190814/wor1908140021-n1.html  

   

１３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 ロシア軍施設で5人爆死 原子力推進式ミサイル実験で事故か（ＢＢＣ）  

  https://www.bbc.com/japanese/49327600  

〇 ロシア海軍Tu-142MZ、8月 8日に日本海を飛行 空自機が対応(FLYTEAM)  

  https://flyteam.jp/news/article/113879  
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１２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 韓国、日本を優遇対象から除外 ９月ごろから（産経新聞）  

  https://www.sankei.com/world/news/190812/wor1908120009-n1.html  

   

１１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 金正恩氏が新兵器試射を視察 北朝鮮外務省「トランプ氏容認」（毎日新聞）  

  https://mainichi.jp/articles/20190811/k00/00m/030/023000c  

   

１０（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 北朝鮮が飛翔体2発発射 先月25日から5回目 韓国軍発表（毎日新聞）  

  https://mainichi.jp/articles/20190810/k00/00m/030/014000c  

〇 北朝鮮キム委員長の書簡「軍事演習終了でミサイル発射やめる」（ＮＨＫ）  

  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190810/k10012031351000.html  

〇 10月末にカシミール州消滅インド、連邦政府直轄地に（共同通信）  

  https://this.kiji.is/532668908785927265  

 

０９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 イスラエル海軍、米仏などと大規模合同演習 「軍事大国」強調（ＡＦＰ）  

  https://www.afpbb.com/articles/-/3239332   

〇 ホルムズ海峡「危機的なら自衛隊派遣を」前統合幕僚長（ＮＨＫ）  

  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190809/k10012029761000.html  

〇 日韓の軍事情報協定、進展せず米国防長官、文大統領と会談（共同通信）  

https://this.kiji.is/532487838778131553  

〇 軍事情報協定廃棄をカードに温存する文政権（産経新聞）  

  https://www.sankei.com/world/news/190809/wor1908090034-n1.html  

   

０８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 パキスタン、対印貿易停止 カシミールの自治権剥奪で（共同通信）  

  https://this.kiji.is/531858942168597601  

〇 日本、韓国向け輸出を一部許可 規制厳格化後初（ＡＦＰ）  

  https://www.afpbb.com/articles/-/3239066  

   

０７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 インド、カシミール自治権撤廃 パキスタン・中国は反発（朝日新聞）  

  https://www.asahi.com/articles/ASM871PPCM87UHBI001.html  
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０６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 北朝鮮、また飛翔体２発を発射 韓国軍合同参謀本部（ＣＮＮ）  

  https://www.cnn.co.jp/world/35140911.html  

〇 北、また飛翔体２発発射 ２週間で４回 短距離弾道弾か（東京新聞）  

  https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201908/CK2019080602000298.html  

〇 英、「有志連合」に参加へ＝ホルムズ海峡で米国と協調−日本の議論にも一石か（時事通信）  

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080600052&g=int  

   

０５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 米韓合同演習開始、北朝鮮の警告無視（ＡＦＰ）  

  https://www.afpbb.com/articles/-/3238585  

〇 南シナ海で軍事演習＝中国（時事通信）  

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080500578&g=int  

〇 文大統領「南北経済協力で一気に日本に追いつける」（産経新聞）  

  https://www.sankei.com/world/news/190805/wor1908050013-n1.html  

   

０４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇 南シナ海問題「幾つかの懸念に留意」ARF議長声明（毎日新聞）  

  https://mainichi.jp/articles/20190804/k00/00m/030/143000c  

〇 米長官、中国への対抗姿勢強調 豪と2プラス2後の会見で（共同通信）  

  https://this.kiji.is/530661048585290849  

〇 イランの部隊が外国船籍タンカー拿捕 燃料密輸の疑い（朝日新聞）  

  https://www.asahi.com/articles/ASM846F8JM84UHBI01L.html  

   

０３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  トランプ大統領「米朝合意違反せず」 北朝鮮の発射実験（ＦＮＮ）  

https://www.fnn.jp/posts/00421866CX/201908031207_CX_CX  

○  米、新型ミサイル開発を明言＝ＩＮＦ条約失効で「本格化」(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080300182&g=int  

〇 中距離ミサイル アジア配備望む 米国防長官 ＩＮＦ条約失効で（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190804/k10012020831000.html  

○  海自P-3Cなど、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(FLY TEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/113484  
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○  ＡＲＦ議長声明、北にミサイル実験中止要求（産経新聞）  

https://www.sankei.com/world/news/190803/wor1908030027-n1.html  

○  韓国首相「日本の暴走止める」…断固対応の姿勢(読売新聞)  

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190803-OYT1T50183/  

   

０２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  北朝鮮、また飛翔体発射＝東部から日本海に(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080200205&g=int  

○  北朝鮮の飛しょう体発射で国連安保理が臨時会合 各国から懸念（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012018351000.html  

○  北朝鮮ミサイル「短距離なら問題ない」 トランプ氏（ＡＦＰ）  

https://www.afpbb.com/articles/-/3238058  

○  韓国の「優遇対象国」除外を閣議決定 輸出管理を厳格化（日経）  

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48110810S9A800C1MM0000/  

○  ホルムズ海峡の有志連合 政府 自衛隊派遣には法的課題（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012019781000.html  

○  尖閣領有権を強調へ＝「明朝が統治」記載−中国教科書(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080200815&g=int  

○  米ロ、ＩＮＦ破棄条約失効「核なき世界」さらに後退（共同通信）  

https://this.kiji.is/529769310934140001  

○  メドベージェフ露首相、択捉島到着 4回目の北方領土訪問 日本政府は抗議へ(毎日新聞)  

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190802-00000037-mai-int  

〇 ロシア海軍艦艇2隻、8月1日に宗谷海峡を航行(FLYTEAM)  

https://flyteam.jp/news/article/113488  

〇 ボート訓練の海自隊員８人を搬送 熱中症か うち２人一時重体（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012019071000.html  

０１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○  日米豪「自由で開かれたインド太平洋へ協力強化」 中国念頭に（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190801/k10012018121000.html  

https://www.sankei.com/world/news/190803/wor1908030027-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20190803-OYT1T50183/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080200205&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012018351000.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3238058
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48110810S9A800C1MM0000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012019781000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080200815&g=int
https://this.kiji.is/529769310934140001
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190802-00000037-mai-int
https://flyteam.jp/news/article/113488
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190802/k10012019071000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190801/k10012018121000.html


○  ＡＳＥＡＮ外相会義 南シナ海問題に懸念（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190731/k10012015451000.html  

○  米、ホルムズ海峡警備で３回目会合＝独は不参加表明、合意至らず(時事通信)  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080100216&g=int  

〇日韓外相会談は平行線 韓国当局「隔たり大きい」（産経新聞）

https://www.sankei.com/world/news/190801/wor1908010032-n1.html  

○  北朝鮮 キム委員長が立ち会いロケット砲発射と発表（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190801/k10012016661000.html  

〇 ホルムズ海峡の有志連合 防衛相「国際社会の情勢見極め判断」（ＮＨＫ）  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190801/k10012017011000.html?utm_int=detail_contents

_news-related_001  

〇 護衛艦「かが」迫力体感 金沢港沖（中日新聞）  

https://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/20190731/CK2019073102000052.html?ref

=lcrk  

〇 オスプレイ初公開 「課題の一つクリア」 海自鹿屋基地（南日本新聞）  

https://373news.com/_news/?storyid=108561  
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