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おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

～ 海のNews（11 月）～ 

３０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮「弾道ミサイル近くで見ることに」新たな発射を示唆（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191130/k10012196991000.html 

 

○ 北朝鮮、日米韓に態度硬化 漁船沈没で対抗措置も（共同通信） 

https://this.kiji.is/573418538261349473 

２９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「最も影響力あった首相」 米メディアも相次ぎ速報―中曽根元首相死去（時事

通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112900801&g=int 

 

○ 中国軍機が日本と韓国の防空識別圏に進入 領空侵犯はなし（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20191129/k00/00m/030/295000c 

 

○ 韓国・文在寅政権はこうしてアメリカの恫喝に屈した（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68816 

２８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏、香港人権法の署名成立で苦しい決断 「自治・人権」と「対中関係」

両にらみ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191128/wor1911280013-n1.html 

 

○ 東シナ海上空は韓国へ 航空管制権見直しで日本､中国が基本合意（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13491.php 

 

○ 中国、５隻目空母計画中断か 原子力技術・資金で困難―香港紙（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112800697&g=int 

 

○ 北朝鮮 日本海に飛しょう体を 2 発発射 韓国軍（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191128/k10012194651000.html 

 

○ 中国が報復を警告、トランプ大統領 香港人権法案に署名（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/us-hongkong-china-idJPKBN1Y12NJ 

２７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 習近平を「国賓」で呼ぶのは日本の国益に反すると断言できる理由（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68686 

 

○ 韓国・文在寅大統領が屈服した、アメリカの「本気の脅し」の中身（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68721 

 

○ GSOMIA 破棄“土壇場回避”も自衛隊にくすぶる「韓国不信」（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00049133HDK/201911260630_SatoshiIto_HDK 

 

○ 韓国大統領 メコン川流域５か国と首脳会議 東南アジア重視示す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192981000.html 

２６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ Retired Rear Adm. Kenneth Braithwaite Tapped to be Next SECNAV(USNI) 

https://news.usni.org/2019/11/25/retired-rear-adm-kenneth-braithwaite-tapped-

to-be-next-secnav#more-71545 

 

○ 北朝鮮が韓国に近い島で砲撃訓練 韓国国防省は北朝鮮に抗議文（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191126/k10012191751000.html 

 

○ 文在寅が抱える「自爆装置」......GSOMIA 破棄が炸裂するタイミング

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/gsomia-16.php 

 

○ 中国で拘束の伊藤忠商事の社員 懲役３年の実刑判決 現地裁判所（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191126/k10012191671000.html 

 

○ フィリピンの電力網、中国が「いつでも遮断可能」 内部報告書が警告（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35145970.html 

 

○ 韓国の対日外交、立ち往生 限られた選択肢、日本に不信（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191126/wor1911260020-n1.html 

２５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ SECNAV Richard V. Spencer Removed Over Gallagher Deal With White House; 

Modly Now Acting SECNAV（USNI） 

https://news.usni.org/2019/11/24/secnav-spencer-to-resign-over-gallagher-deal-

with-white-house-modly-now-acting-secnav#more-71502 
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○ 香港区議選、民主派が歴史的勝利 ８５％獲得、親中派は大敗―返還後の過半数は

初（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112500112&g=int 

 

○ 金正恩氏、海岸砲発射を視察 韓国、合意違反と批判（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191125/wor1911250014-n1.html 

 

○ 核抑止力、わが国安全保障にとり現実的で適切＝官房長官（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/suga-neclear-idJPKBN1XZ09U 

 

○ 中国スパイ集団 政治干渉ねらい立候補画策か 豪首相が懸念示す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191125/k10012190441000.html 

２４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米中央軍司令官 ホルムズ海峡などでの有志連合 意義を強調（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191124/k10012188971000.html 

 

○ ＧＳＯＭＩＡ破棄回避、韓国ＮＳＣで「熾烈な討論」…康外相が逆風に「強い憂

慮」（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20191124-OYT1T50001/ 

 

○ 米軍司令官「北朝鮮はこの地域で最も差し迫った脅威」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191124/k10012189071000.html 

 

○ ローマ教皇 長崎 爆心地から核兵器廃絶のメッセージを発信（MHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191124/k10012189151000.html 

 

○ 文政権は「同盟関係悪用」、米政権は対応「遅い」と米専門家ら ＧＳＯＭＩＡ問

題で（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191124/wor1911240010-n1.html 

２３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国メディア「最悪の状況は避けられた」ムン政権の対応批判も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191123/k10012188341000.html 

 

○ ロシア外相 日米同盟に懸念示す 平和条約交渉でけん制か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191123/k10012188631000.html 

２２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米海軍が南シナ海で連日「航行の自由」作戦 中国に対抗（産経新聞） 
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https://www.sankei.com/world/news/191122/wor1911220020-n1.html 

 

○ 中国が豪政治の「乗っ取り」企図、保安機関元トップが警告(AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3256136 

 

○ ＧＳＯＭＩＡ「協定終了を停止」韓国政府が日本政府に伝える（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191122/k10012187301000.html 

 

○ 「韓国に致命的な結果もたらす」文在寅を腰砕けにしたアメリカからの警告

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13454.php 

２１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＧＳＯＭＩＡ 韓国 きょう国家安全保障会議で協議へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191121/k10012184891000.html 

 

○ 「宇宙も活動領域に」ＮＡＴＯ外相会議で一致（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191121/k10012185031000.html 

 

○ ビーガン米北朝鮮担当特別代表、北朝鮮が「挑発行為への回帰の恐れ」と警告（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191121/wor1911210004-n1.html 

 

○ 米軍駐留費、日韓と合意可能 「ただ乗り」認めずと米高官（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/soutkorea-usa-talks-biegun-idJPKBN1XV024 

 

○ 「一帯一路」地域、今後 20 年でターボプロップ機 893 機購入へ（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3255571 

 

○ 【朝鮮半島私はこうみる】「北は対米交渉放棄も視野」 慶南大極東問題研究所教

授、金東葉（キム・ドンヨプ）氏（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191121/wor1911210021-n1.html 

 

○ 金正恩氏が韓国の国際会議招待断る、文氏の外交八方ふさがり（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191121/wor1911210027-n1.html 

２０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米空母、ホルムズ海峡通過 イランけん制（共同通信） 

https://this.kiji.is/569635990158623841 
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○ “米技術を不当に入手” 中国の「千人計画」に警戒を 米議会（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191120/k10012183631000.html 

 

○ 米、イランの軍拡に警鐘 国連武器制裁、来年解除（共同通信） 

https://this.kiji.is/569654613525398625 

 

○ 米空母、ホルムズ海峡を通過 イラン牽制が狙いか（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASMCN2H0HMCNUHBI009.html 

 

○ 「愚かな決定」「偏狭なミス」米専門家らが韓国批判の大合唱（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13424.php 

 

○ 米のイスラエル入植容認、アラブ連盟から激しい非難の声（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/israel-palestinians-usa-settlements-

idJPKBN1XU08A 

 

○ CNO Gilday Signs Trilateral Cooperation Agreement with U.K., Japan Navy 

Heads 

https://news.usni.org/2019/11/20/cno-gilday-signs-trilateral-cooperation-

agreement-with-u-k-japan-navy-heads#more-71409 

 

○ 米 ベトナムに警備艇供与へ 南シナ海進出の中国を警戒（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191120/k10012184671000.html 

１９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「韓国は腹立ちまぎれに自害した」アメリカから見た GSOMIA 問題の本質

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/gsomia-11.php 

 

○ 蔡氏優勢も上滑り警戒 国民党は混乱で苦戦 台湾総統選（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191119/wor1911190023-n1.html 

 

○ イエメン沖、韓国船など３隻拿捕 紅海で反政府組織（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111901237&g=int 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏、金正恩氏に非核化への「早急な行動」を要請（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191118/wor1911180009-n1.html 

 

○ 国産空母、海南島で就役か 「南シナ海で訓練」―中国軍（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111800341&g=int 
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○ 中国国防相 米国に対し南シナ海で力の誇示やめるよう求める（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191118/k10012181671000.html 

 

○ 拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議、南シナ海問題巡り相次ぎ懸念表明（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20191118-OYT1T50254/ 

１７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「債務のわな」に警戒感 中国の浸透加速も―スリランカ大統領選（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111600428&g=int 

 

○ 米韓演習を延期 北朝鮮との協議に配慮（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111700226&g=int 

 

○ ＧＳＯＭＩＡ破棄カードで米の圧力招いた文氏（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191117/wor1911170014-n1.html 

 

○ 中国初の国産空母、台湾海峡を航海 香港デモを意識か（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASMCK5V6PMCKUHBI018.html 

 

○ スリランカ大統領選 親中派の前大統領の弟 勝利が確実(NHK) 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191117/k10012180571000.html 

１６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ政権が日本に在日米軍経費負担の４倍要求か 米誌報道（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191116/wor1911160014-n1.html 

１５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、米の非核化再協議提案を拒否 「懐柔が目的の悪意ある案」

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13387.php 

 

○ 日韓の外務省局長協議 「徴用」問題 韓国側に改めて是正求める（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191115/k10012178401000.html 

 

○ 親中派復権に警戒感 １６日、スリランカ大統領選（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111500726&g=int 

 

○ 米軍は駐留米軍「総力」で韓国を防衛する（米軍幹部）（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/-13-13-14-15scm.php 
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○ 北が終戦宣言を一蹴 米にハードル引き上げ…文氏の構想は瓦解（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191115/wor1911150038-n1.html 

 

○ 米国防長官、韓国に GSOMIA 維持を要請 在韓米軍の負担増も要求

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/gsomia-10.php 

 

○ ＧＳＯＭＩＡの維持には日本側の歩み寄りが必要 韓国国防相（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191115/k10012178721000.html 

１４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国 GSOMIA 破棄へ、文政権の暴走で日米が被る損害を元駐韓大使が警告（ダイ

ヤモンド・オンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/220481 

 

○ 米軍、日米韓の同盟弱体化に危機感 中朝に対抗、自衛隊強化を（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111300892&g=int 

 

○ 米国防長官「ＧＳＯＭＩＡは維持されるべきだ」 米韓合同演習は規模「調整」の

用意（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191114/wor1911140001-n1.html 

 

○ 米韓の制服組トップが会談 ＧＳＯＭＩＡ破棄の見直し求めたか（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191114/k10012177111000.html 

 

○ GSOMIA 失効と韓国の「右往左往」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/gsomia-8.php 

１３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米イージス巡洋艦が台湾海峡通過 中国けん制するねらい（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191113/k10012175701000.html 

 

○ アジア版自由貿易協定「RCEP」の長所と短所（Nwesweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/rcep.php 

 

○ 台湾総統選 少数野党 親民党トップが立候補表明（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191113/k10012176041000.html 

１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ イランに未申告ウラン 貯蔵量・濃縮度、上限超え ＩＡＥＡ確認（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/201911/CK2019111202000290.html 

 

○ 文在寅政権の破滅を呼ぶ「憲法違反」疑惑──北朝鮮の漁船員 2 人を強制送還

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/2-159.php 

 

○ 【英総選挙 2019】 ロシアが英政治に介入？ 公表されない議会調査のなぞ

（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-50384589 

 

○ 習近平氏「一帯一路は成功」 ギリシャ港湾視察「要衝の役割を」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191112/wor1911120021-n1.html 

１１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ベルリンの壁崩壊から 30 年 独首相、民主主義の擁護訴える（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/50370805 

 

○ 中国最大の練習艦「戚継光号」、初の南太平洋友好訪問（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3254020 

 

○ 米、インド太平洋地域でインフラ支援強化 日豪と基準策定へ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191111/wor1911110006-n1.html 

 

○ スリランカ、中国に再傾斜も 大統領選へ親中派候補が支持拡大（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191111/wor1911110015-n1.html 

１０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国高官「影響は限定的」 軍事情報協定破棄でも（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111000281&g=int 

 

○ 日曜安全保障 “北”またミサイル発射...対処法は?（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00427008CX/201911101834_CX_CX 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「朝鮮半島の未来は米国次第」 北朝鮮、国際会議で（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASMC921JDMC9UHBI006.html 

 

○ 国連制裁決議にも従わず......北朝鮮とウガンダのディープな関係（Newsweek） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201911/CK2019111202000290.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201911/CK2019111202000290.html
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13350_1.php 

０８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ホルムズ警備、正式始動 米主導の有志連合（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110800013&g=int 

 

○ 米高官 北朝鮮ミサイル発射「日米韓の足並み乱すねらいか」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191108/k10012168701000.html 

 

○ 米、韓国軍と近く合同訓練 北朝鮮さらなる反発も（共同通信） 

https://this.kiji.is/565305695587861601 

 

○ 北朝鮮、安倍晋三を「愚かで性悪」と罵倒 外交でも「日本は排除する」

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13348_1.php 

０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 文在寅政権の「自滅」を引き寄せる大統領側近らの忖度（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13339.php 

 

○ 習近平主席、仏大統領と会談 協力深化に向け六つの目標打ち出す（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3253472 

 

○ 2 人のムン氏が残した“対話”メッセージに警戒強める日本政府（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00048842HDK/201911071200_seijibu_HDK 

 

○ 米中ロの歯止めなき核軍拡時代まであと 2 年（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/2-158.php 

 

○ 日朝戦争なら韓国は北朝鮮の味方、日本はいつの間にか四面楚歌？（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13342.php 

 

○ 日本上空通過の飛しょう体発射を示唆 北朝鮮外務省（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191107/k10012168391000.html 

０６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ペルシャ湾 アメリカ軍主催の軍事演習を公開（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191106/k10012165781000.html 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191108/k10012168701000.html
https://this.kiji.is/565305695587861601
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13348_1.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13339.php
https://www.afpbb.com/articles/-/3253472
https://www.fnn.jp/posts/00048842HDK/201911071200_seijibu_HDK
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/2-158.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13342.php
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191107/k10012168391000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191106/k10012165781000.html


1．11．1 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ ジム・ロジャーズ「韓国と北朝鮮が統一されるとき、日本は……」（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68076 

 

○ 東アジアサミット議長声明 中国に配慮した内容に（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191106/k10012165731000.html 

 

○ ＧＳＯＭＩＡ維持要請か 米国務次官補が韓国外相らと会談（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191106/wor1911060015-n1.html 

 

○ イラン、ウラン濃縮活動をさらに拡大（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35144990.html 

 

○ 中国が 49 基目の北斗測位衛星打ち上げに成功、世界ネット構築へ重要な一歩

（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3253377 

 

○ 台湾、李登輝政権が準中距離弾道ミサイル開発 裏付ける公式文書入手（産経新

聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191106/wor1911060029-n1.html 

０５ 

（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国共産党「4 中全会公報」から見えてくる習近平総書記の苦悩（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68226 

 

○ ＲＣＥＰ「20 年署名」目指す、首脳声明 インドは合意せず（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/asean-summit-india-idJPKBN1XE1PV 

 

○ 米、パリ協定離脱を通告 初日に手続き、１年後確定（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191105/wor1911050003-n1.html 

 

○ トランプ米大統領欠席に反発＝「外交知らない偽善者」－ＡＳＥＡＮ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110400363&g=int 

 

○ 河野防衛相「北朝鮮のミサイル 同系統の新型 ３分間隔で発射」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191105/k10012164501000.html 

 

○ 習主席、香港長官に「高度の信頼」 上海で会談し表明（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/50298130 
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○ 「アメリカは韓国の味方をしない」日韓対立で米高官が圧迫（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13328.php 

０４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の人工島「信用と信頼を損なう」…ＡＳＥＡＮ議長声明（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20191104-OYT1T50002/ 

 

○ きょう東アジアサミット 南シナ海の領有権問題など議論（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191104/k10012163401000.html 

 

○ 空の「一帯一路」を支える空中シルクロード連盟発足 中国（AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3252736 

 

○ ＡＳＥＡＮ日中韓首脳会議 国連安保理決議の完全な履行を 首相（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191104/k10012163511000.html 

 

○ ＡＳＥＡＮ首脳会議 補佐官トップとして派遣の米に失望表面化（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191104/k10012163721000.html 

 

○ 北朝鮮 来月初めまでに米と実務者協議か 韓国 国家情報院（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191104/k10012163971000.html 

０３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南シナ海紛争防止策 歓迎 ＡＳＥＡＮ声明へ 「行動規範」協議（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/201911/CK2019110302000116.html 

 

○ 岩国の米軍、違反横行 戦闘機 手放し操縦、読書、自撮り（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/201911/CK2019110302000137.html 

 

○ 焦点：北朝鮮が強気に転換、核の進化に自信 米弾劾も後押し（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-idJPKBN1XD023 

 

○ 米韓高官会談、韓国が日韓関係改善の役割要請 日米韓協力の重要性も確認（産経

新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191103/wor1911030018-n1.html 

０２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 日本の核廃絶決議案、ＮＰＴ再検討会議に向けて軍縮に焦点 米国は棄権 賛成

減らす 

https://www.sankei.com/world/news/191102/wor1911020009-n1.html 

 

○ 李克強総理、ロシア首相と会見 戦略的協力の強化強調（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3252811 

 

○ 【地球コラム】習近平氏の誤算、中国「強国路線」に逆風（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102800676&g=int 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「超大型ロケット砲」試射成功＝目標地域の焦土化可能－北朝鮮（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110100207&g=int 

 

○ 陸自、対テロ実戦経験を共有＝インドでの共同訓練（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019103100872&g=int 

 

○ 米高官「北朝鮮発射は太平洋地域の脅威 米朝協議にも悪影響 」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191101/k10012159921000.html 

 

○ 北朝鮮 「発射成功」おさえた報道 委員長立ち会い明言せず（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191101/k10012160111000.html 

 

○ 声明案の「懸念」、大幅に強める＝南シナ海で東アジアサミット－ＡＳＥＡＮなど

（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019110100165&g=int 

 

○ 「南シナ海」中国主導の可能性 ２日からＡＳＥＡＮ首脳会議（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/191101/wor1911010021-n1.html 

 

○ 米国防総省 ５Ｇ導入に向け初めての実験実施へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191101/k10012160621000.html 

 

○ シリア、イラン、イエメン... 中東から手を引くアメリカ、日本は「湾岸非核化地

帯」提唱を（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13315.php 
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