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～ 海の News（１２月）～
３１（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇金正恩氏、「軍事的な対応措置」を指示 党総会で 7 時間演説(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3261767
〇２０１９年を総括。解決されなかった国際政治の問題とは？（Sputnick）
https://jp.sputniknews.com/politics/201912316986093/
３０（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ミサイル乱発…いよいよ苦境の金正恩は｢新年の辞｣で攻勢に出るか(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69462
〇米国、イラクの親イラン派武装組織に攻撃 戦闘員 19 人死亡(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3261651
○正恩氏「安全保障する攻勢的措置」へ、党中央委総会２日目（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191230/wor1912300006-n1.html
２９（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮で党中央委員会総会、「国防建設の重大問題」討議(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3261601
２８（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ジブチの自衛隊拠点視察 防衛相、哨戒機運用確（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/191228/plt1912280008-n1.html
〇北朝鮮・中国対応で余裕なく 海自護衛艦、訓練に影響も―中東派遣（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122700639&g=pol
○ 中国で今年駆逐艦９隻進水「世界記録」と宣伝…海軍力の増強鮮明に（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191228-OYT1T50191/
２７（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇自衛隊中東派遣を閣議決定 １月下旬活動開始、護衛艦派遣は２月に（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/191227/plt1912270004-n1.html
〇中国版 GPS の精度、誤差 5m に 運用開始から 1 年(共同通信)
https://this.kiji.is/583199232909952097
○ ロシア、極超音速弾頭を配備 音速の 20 倍、ミサイル部隊に(共同通信)
https://this.kiji.is/583264917817197665
○ミサイルシステム「アバンガルド」正式に任務へ 露、世界初の超音速大陸間兵器
を持つ国家に（Sputnick）
https://jp.sputniknews.com/russia/201912276979752/
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２６（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国が新型ＳＬＢＭを実験 米全土を射程（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191225/wor1912250019-n1.html
〇韓国は政・経・外交すべて崩壊状態、2020 年 4 つの懸念を元駐韓大使が指摘
(Diamond online)
https://diamond.jp/articles/-/224449?page=4
〇旧日本陸軍「強襲揚陸艦」秘密兵器にしていた空母？いえ商船です 特種船丙型 あ
きつ丸（乗り物ニュース）
https://trafficnews.jp/post/92357
〇中ロイランが海上軍事演習 ２７日からオマーン湾（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122600738&g=int
〇中国国産空母「山東」が台湾海峡を北上（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191226/wor1912260009-n1.html
２５（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇【主張】韓国大統領 対日改善の意思ないのか（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191225/wor1912250002-n1.html
〇「ウイグルは中国の内政問題」発言、中国側に歪曲されたと言いつつ抗議すらしな
い韓国大統領府（朝鮮日報）
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/25/2019122580022.html
〇米、北朝鮮の｢クリスマスプレゼント｣にうまく対応＝トランプ大統領（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/trump-says-prepared-to-deal-with-nkoreaidJPKBN1YS168
〇プーチン大統領「新兵器開発で世界に先行」と豪語 極超音速兵器「アバンガル
ド」誇示（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191225/wor1912250006-n1.html
〇フィリピン、新海軍基地を計画 南シナ海巡り中国けん制（日本経済新聞）
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO53748940U9A221C1FFJ000/
２４（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇露連行の漁船解放 乗組員の健康に問題なし（livedoor）
https://news.livedoor.com/article/detail/17572670/
〇最新鋭兵器規制対象に 新ＳＴＡＲＴ延長なら―ロシア(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122301008&g=int
〇日中韓首脳会議 北朝鮮問題解決に向け３か国連携で一致（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191224/k10012226671000.html
〇日韓外相、元徴用工訴訟で平行線 茂木氏、国際法違反是正を要求（共同通信）
https://this.kiji.is/581989008683254881?c=39546741839462401
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〇日韓首脳会談、徴用工問題は平行線 文氏は解決策示さず（朝日新聞）
https://news.livedoor.com/article/detail/17574989/
〇日韓首脳会談現地報告…進展は無く新たな波乱要因も（ＦＮＮ）
https://www.fnn.jp/posts/00049588HDK/201912241935_WatanabeYasuhiro_HDK
〇トランプ政権の対北政策は「失敗認めよ」 ボルトン氏が痛烈批判（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191224/wor1912240007-n1.html
〇海自と空自、那覇航空基地で相互給油協定を調印(flyteam)
https://flyteam.jp/news/article/119485
〇海自第 4 航空群の P-1、12 月 24 日伊豆諸島で行方不明の漁船を発見(flyteam)
https://flyteam.jp/news/article/119550
〇東郷ゆかりのイチョウが広島到着（中国新聞）
https://www.chugokunp.co.jp/local/news/article.php?comment_id=599466&comment_sub_id=0&catego
ry_id=112
２３（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮、国外就労継続か 国連制裁の送還期限（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122200227&g=int
〇世界初 ロシアの水上原子力発電所が電力供給を開始（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/science/201912236962321/
〇第 151 任務部隊司令官、海自ジブチの日本拠点を訪問(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/119486
２２（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇イラン大統領「地域の安全は日本にも重要」海自の中東派遣に理解示す(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191222-OYT1T50115/
〇【独自】日本は「透明性を示した」…海自中東派遣でイラン側評価 （読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191222-OYT1T50033/
〇北朝鮮の貨物船 領海で海保検査後に「瀬取り」で鉄鉱石輸出か （ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191222/k10012224721000.html
〇北朝鮮が党軍事委拡大会議を開催 金正恩氏、国防力強化を討議（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191222/wor1912220002-n1.html
２１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇日本が輸出規制１品目を緩和 日韓、首脳会談へ駆け引き（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASMDN6JJNMDNUHBI04G.html
〇「日本海」単独表記、国際水路機関が継続案…韓国配慮し議論に余地(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191221-OYT1T50000/
〇米宇宙軍が発足７０年ぶり６番目の独立軍中露に対抗、国防権限法成立(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191221/wor1912210009-n1.html
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〇河野防衛相が海自いずもを初視察 来年度「空母化」改修（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/191221/plt1912210011-n1.html
２０（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇馬毛島基地整備で地元説明防衛省が理解求める(共同通信)
https://this.kiji.is/580582237713663073?c=39546741839462401
〇米ビーガン特別代表 中国から帰国へ 米朝間に進展なしか（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191220/k10012223451000.html
〇中国初の国産空母就役、5 つの注目点―米華字メディア(recordchina)
https://www.recordchina.co.jp/b768116-s0-c10-d0135.html
１９（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇防衛省 中国軍とのホットライン開設など 信頼醸成図る考え（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191219/k10012220351000.html
〇難航する艦載機開発 政治的効果先行―中国空母（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121800729&g=int
〇北朝鮮人権決議案を採択 １５年連続 国連(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191219/wor1912190011-n1.html
〇兵士が農民に銃を向けて......北朝鮮「食糧争奪」で分裂の危機(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13643.php
〇３隻目空母、２年以内に進水 ２５年までに就役か―中国報道（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121900751&g=int
〇米印、防衛協力強化で一致 中国の脅威も協議（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121900759&g=int
〇ロシア当局、日本漁船 5 隻を拿捕 タコ漁獲量めぐり(livedoor)
https://news.livedoor.com/article/detail/17546764/
〇苦境の造船、合従連衡加速 オーナー系と総合重工提携「新たな段階」(産経新聞)
https://www.sankeibiz.jp/business/news/191219/bsc1912190500008-n1.htm
１８（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米ビーガン特別代表が中国訪問へ北朝鮮問題で連携確認(共同通信)
https://this.kiji.is/579824376961385569
〇米「宇宙軍」創設認める法案 議会上院で可決（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012218901000.html
〇北朝鮮、長距離ミサイル発射も＝米軍司令官、軍事的圧力再開を示唆（時事通信）
https://news.livedoor.com/article/detail/17542049/
〇三菱重工 香焼工場売却検討「造船の灯消さない」 長船幹部ら 地域貢献継続表明
（長崎新聞）
https://this.kiji.is/580208187715847265?c=174761113988793844
〇日本船主協会会長、造船再編「まだある」（日本経済新聞）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53509160Y9A211C1TJC000/
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１７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国とロシア、北朝鮮制裁を一部解除する決議案を安保理に提出（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-un-idJPKBN1YK283
〇トランプ大統領「何かあれば対処する」 北朝鮮をけん制（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191217/k10012217581000.html
〇尖閣諸島沖領海に中国船 4 隻が侵入（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/asia/201912176941449/
〇中国初の国産空母就役 南シナ海で軍事力強化 習主席が視察(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191217/wor1912170025-n1.html
〇海自 P-3C、東シナ海で中国海軍艦艇 4 隻の進出を確認 12 月 16 日（flyteam）
https://flyteam.jp/news/article/119190
〇ロシア海軍、艦載機 MiG-29 が北極圏で夜間飛行訓練(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/119113
〇政府、海自の保護は日本籍船限定(共同通信)
https://jp.reuters.com/article/idJP2019121701002629
１６（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇宇高航路１０９年の歴史に幕…「感謝の気持ち」特別に長い汽笛で別れ(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20191216-OYT1T50087/
〇北朝鮮の南浦造船所、SLBM バージ船周辺にトラックや作業員（朝鮮日報）
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/16/2019121680038.html
〇渋沢栄一に学ぶ資本主義の基盤ー無印良品問題から考えるー(live door)
https://blogos.com/article/423868/
〇米特別代表「アメリカには期限なし」北朝鮮との交渉期限（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191216/k10012216611000.html
〇米、中国人外交官２人を追放 軍機密施設へのスパイ容疑―報道（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121600116&g=int
〇韓国・文在寅「GSOMIA 延長」は本当に日本の｢外交的勝利｣か（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69186
〇NATO ロシアの潜水艦は冷戦以来、最も活発な活動水準（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/politics/201912166939979/
１５（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米、北朝鮮と接触模索 特別代表が韓国訪問（共同通信）
https://this.kiji.is/578924313949865057?c=39546741839462401
〇日韓外相会談は調整つかず見送り（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191215/k10012215511000.html?utm_int=de
tail_contents_news-related_001
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１４（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北が再び「重大実験」、高出力エンジンか 軍首脳「戦略兵器に利用」(産経新聞)
https://news.livedoor.com/article/detail/17526004/
〇ロシア空母火災が鎮火 2 人死亡（ＡＦＰ）
https://news.livedoor.com/article/detail/17524005/
〇世界五大海軍：ナショナル・インタレスト誌が発表（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/photo/201912146935080/
１３（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇習近平を国賓として招聘すべきではない――尖閣諸島問題(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13603_1.php
〇米、中距離ミサイルの発射実験に成功…日本配備も検討(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191213-OYT1T50146/
〇日本提出「核廃絶決議案」を本会議で採択 国連総会(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20191213/k00/00m/030/026000c
〇北朝鮮はもう暴発寸前、いよいよ金正恩は追い詰められた（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69103
〇海上自衛隊「ぶんご」「たかしま」がダナンに寄港、海上訓練で(VETOJO)
https://www.viet-jo.com/news/politics/191212182131.html
〇三菱重 香焼工場売却検討 生産体制縮小 大島造船所と交渉（長崎新聞）
https://this.kiji.is/578036647540507745?c=39546741839462401
〇日本を襲う「海の異変」マグロ・イカ・サケ…漁獲激減の恐ろしい意味 これは何
かの「前兆」なのか（現代ビジネス）
https://news.livedoor.com/article/detail/17519114/
〇海上幕僚長 ベトナム国防省高官と会談 中国念頭に連携強化へ（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191213/k10012214071000.html
〇海自の中東派遣計画案、自民が了承…活動期間１年(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191213-OYT1T50185/
〇 中国で「南京事件」追悼式典 国家主席らは出席せず(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASMDF2T4TMDFUHBI016.html
〇
１２（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇「北が挑発拡大なら行動」…米、静観姿勢を一転(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191212-OYT1T50192/
〇北の「クリスマスプレゼント」には報復、米国が警告
https://www.afpbb.com/articles/-/3259197
〇中国 米ロ核軍縮条約の枠組みへの参加 明確に拒否（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191212/k10012211621000.html
〇エンジン燃焼実験、成功か 北朝鮮で米研究所分析（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191212/wor1912120006-n1.html
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〇中距離弾道ミサイル実験 米、ＩＮＦ条約失効後初(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191213/wor1912130001-n1.html
〇ロシア唯一の空母で火災 「存続かけ消火」と報道(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191212/wor1912120028-n1.html
〇第２次朝鮮戦争の可能性高い 米仏識者が警告(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191212/wor1912120017-n1.html
〇海自掃海艦「えたじま」進水 ＪＭＵ鶴見工場（神奈川新聞）
https://www.kanaloco.jp/article/entry-218015.html
１１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米ロ、新 START 延長で隔たり 中国加えた軍縮交渉巡り（共同通信）
https://this.kiji.is/577312317910762593
〇新ＳＴＡＲＴ延長、平行線 トランプ氏、ロシア外相と会談（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121100268&g=int
〇米長官、北朝鮮に自制要求 「正恩氏は約束」と強調(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191211/wor1912110017-n1.html
〇イラン関与「確認できず」 石油施設攻撃で国連(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191211/wor1912110016-n1.html
〇中国公船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年３０日目(産経新聞)
https://www.sankei.com/politics/news/191211/plt1912110009-n1.html
〇ＥＥＺで中国海洋調査船 日本最南端の沖ノ鳥島沖（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/191211/plt1912110030-n1.html
１０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ＮＺ火山噴火、島内の捜索難航…半数は豪の観光客（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191210-OYT1T50190/
〇北朝鮮、トランプ米大統領を「思慮も一貫性もない老人」（ＣＮＮ）
https://www.cnn.co.jp/world/35146634.html
〇中東の不測事態に海上警備行動 政府案、日本人乗船なら防護(Sputnick)
https://jp.sputniknews.com/japan/201912106912035/
〇韓国が竹島から最も近い「鬱陵島」を軍事基地化 軍艦常駐で日本を牽制する狙い
も…(デイリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/12100600/?all=1
〇国連が「東京五輪休戦」決議（共同通信）
https://this.kiji.is/576792449655571553
０９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米朝の非核化交渉 年末にキム委員長が最終判断（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191209/k10012208521000.html?utm_int=d
etail_contents_news-related_001
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〇中国が３年以内の外国製コンピューターとソフト撤去命令 英報道（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191209/wor1912090024-n1.html
〇北朝鮮の重大実験 日本政府「弾道ミサイル関連か」 警戒万全に（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191209/k10012207181000.html
〇米大統領「敵意示せばすべて失う」 北朝鮮にいらだちあらわ（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191209/k10012207311000.html
〇中国海軍、空母艦載機 J-15 同士で空中給油訓練(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/118856
〇アメリカ空母｢ロナルド・レーガン｣､｢グッド・ネイバー賞」を受賞(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/118389
〇訪台日本人客、初めて年間 200 万人達成 宮崎の女性に記念品贈呈（ﾌｫｰｶｽ台湾）
http://japan.cna.com.tw/news/afav/201912090007.aspx
０８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮「重大実験に成功」ICBM エンジン燃焼か（共同通信）
https://this.kiji.is/576223645199565921
〇馬毛島は米国の不沈空母となるか 日本政府が買収で合意（CNN）
https://www.cnn.co.jp/world/35146528.html
〇揚陸強襲艦「アメリカ」、佐世保基地に到着(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/118814
０７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇西之島、溶岩が海まで到達（福井新聞）
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/988756
〇ロシアのエネルギー外交：新しい側面（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/reportage/201912076901629/
０６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇エンジン実験再開準備か 北朝鮮のミサイル施設（ＣＮＮ）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120600320&g=int
〇中国による「静かなる侵略」に無防備でいいのか 北海道民「5 人に 1 人が中国
人!?」計画(デイリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/12060731/?all=1
〇中国が THAAD 問題で一方的発表、韓国政府は当惑（朝鮮日報）
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/06/2019120680005_2.ht
ml
〇米海軍、最新の強襲揚陸艦を配備(西日本新聞)
https://www.nishinippon.co.jp/item/o/566021/
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０５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ＮＡＴＯ首脳、ロシアの脅威や中国への対応で一致 対立も顕著に（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/nato-summit-idJPKBN1Y82JZ
〇国連安保理 北朝鮮の弾道ミサイル発射協議も結束示せず（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191205/k10012202641000.html
〇ロシアは「敵ではない」 戦略対話再開を訴え―仏大統領（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120500187&g=int
〇中国による「静かなる侵略」に無防備でいいのか 「島を丸ごと買いたい」と言わ
れた奄美・加計呂麻島(デイリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/12050731/?all=1
〇北朝鮮軍高官「米が軍事力行使なら即座に反撃｣ トランプ発言に反発(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13543.php
〇韓国大統領、中国の支援要請 北朝鮮巡り「重大な岐路」（共同通信）
https://this.kiji.is/575271874868315233
〇馬毛島移転は「脅威」 日米の情報収集力向上―中国紙（共同通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120500683&g=int
〇韓国苦悩、米中間で板挟み…際立つ平身低頭ぶり（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/191205/wor1912050041-n1.html
〇トランプ米大統領発言「危険な挑戦」 北朝鮮、連日の非難談話
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120501213&g=int
〇米軍艦、アラビア海でイラン製とみられるミサイル部品を捕獲(朝日新聞)
０４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇»トランプ氏、北朝鮮に「必要なら軍事力行使」（ＴＢＳ）
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3847018.html
〇北朝鮮「重大問題」決定へ下旬に党総会、核見直しも(共同通信)
https://this.kiji.is/574719988215481441
〇中国による「静かなる侵略」無防備でいいのか基地近くの土地が買われた宮古島(デ
イリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/12040700/?all=1
〇トランプ氏、在日米軍経費の負担増要求「米国助けなければならない」(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20191204-OYT1T50057/
〇釜山―対馬の旅客船乗客 95％減 1 日 6 隻から 1 隻に＝航空旅客は回復傾向
(WOWCOREA)
https://www.wowkorea.jp/news/korea/2019/1206/10246777.html
０３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国、米軍艦の香港寄港を拒否、香港人権法の報復措置(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191202/wor1912020025-n1.html

○ 混乱の文在寅政権 アメリカは「在韓米軍撤退」のカードを切るのか？(文春ｵﾝﾗｲﾝ)
https://news.infoseek.co.jp/article/bunshun_16610/
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〇日本の気持ちが米国から離れているのは明らか、でも米軍のこの行動が日本を苦し
める―中国メディア（Record China）
https://news.infoseek.co.jp/article/recordchina_RC_763771/
〇北朝鮮｢クリスマスプレゼントは米国次第｣トランプに改めて譲歩要求(Newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/12/post-13529.php
〇8 月の北朝鮮ミサイルは新型 少なくとも計 4 種類発射(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20191203/k00/00m/030/186000c
〇海自 P-3C、中国海軍の艦艇 1 隻が対馬海峡を通過 日本海にも進出（flyteam）
https://flyteam.jp/news/article/118594
〇プーチン大統領 今後数年でのロシア海軍の軍備増強を要請（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/russia/201912036885174/
０２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇冷戦終結宣言、きょう 30 年(共同通信)
https://this.kiji.is/573896182318105697

〇冷戦終結３０年 ロシア識者に聞く「現代の危機、冷戦以上」（産経新聞）
https://news.livedoor.com/article/detail/17463224/
○ 冷戦終結３０年 ウォルフォウィッツ元米国防副長官インタビュー「中国、ソ連よ
り手強い競争相手」(産経新聞)
https://news.livedoor.com/article/detail/17462866/
〇米ソ冷戦終結３０年 世界の現状と展望は(東京新聞)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201912/CK2019120202000243.html
〇女性初のイージス艦長が着任(共同通信)
https://www.47news.jp/national/lifestyle-interest/4275310.html
〇馬毛島 日本政府が買収合意を正式発表(Sputnik)
https://jp.sputniknews.com/japan/201912026885244/
〇中国、米軍艦の香港寄港を拒否、香港人権法の報復措置(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/191202/wor1912020025-n1.html
〇海運、排ガス洗浄装置導入推進 各社が硫黄酸化物の排出量削減目指す
（sankeibiz）
http://www.sankeibiz.jp/business/news/191202/bsd1912020500004-n1.htm

０１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇自衛隊とインド軍の共同訓練実施へ 海洋進出強める中国念頭に（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191201/k10012197631000.html
〇韓国・文在寅政権の誤算…狂った日韓の「コンノリペ」が招く泥沼（現代ビジネ
ス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68805

