
  ２．３．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

～ 海のNews（２月）～ 

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

○ シリア政権軍のトルコ軍空爆 安保理 ロシア批判次々（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020022902000269.html 

 

○ ポンペオ国務長官立ち会いへ 米・タリバン和平案調印―トランプ氏（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022900224&g=int 

 

○ トランプ新和平案が浮き彫りにした中東の地殻変動（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92539.php 

 

○ 自衛隊、タイ中部で邦人保護訓練 米軍と連携を確認（共同通信） 

https://this.kiji.is/606425801216541793 

 

○ 米とタリバン和平合意 アフガン米軍「１４カ月内に完全撤収」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200229/wor2002290037-n1.html 

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

○ 北朝鮮への環境事業 韓国が独自に再開模索（日本テレビ） 

http://www.news24.jp/articles/2020/02/28/10601731.html 

 

○ シリア北西部のトルコ軍、空爆で 33 人死亡 アサド政権軍に報復攻撃（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3270662 

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

○ 中国「一帯一路」にも影 新型肺炎で一部計画延期（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020022702000153.html 

 

○ 米韓の合同軍事演習を延期 韓国軍内にもコロナ感染者（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN2W3J6PN2WUHBI00H.html 

 

○ ミサイル発射台、砂色に 北朝鮮、輸出目的？―国連報告書（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022700828&g=int 

 

○ ＩＡＥＡ事務局長「解明されていない」イラン施設でウラン検出（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012304461000.html 
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  ２．３．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

 

○ 露外務省が新ＳＴＡＲＴ失効の見通し示す 「米国が実務者協議を拒否した」（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200227/wor2002270025-n1.html 

 

○ “われはロシアなり” ～いつまで続く？プーチン体制（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012303791000.html 

 

○ Chinese Destroyer Lases U.S. Navy P-8A Plane Operating Near Guam（USNI 

News） 

https://news.usni.org/2020/02/27/chinese-destroyer-lases-u-s-navy-p-8a-plane-

operating-near-guam#more-73942 

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

○ 安保理 北朝鮮への医療関連物資持ち込み認める 制裁の例外措置（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200226/k10012301991000.html 

 

○ 北朝鮮制裁緩和で「動機づけ」を 米朝協議へ、韓国補佐官（共同通信） 

https://this.kiji.is/605301250334229601 

 

○ 自衛隊中東派遣 護衛艦部隊が現地で活動開始（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200226/k10012302521000.html 

 

○ 韓国、大統領「弾劾」請願に賛同 80 万人 新型肺炎拡大（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN2V6336N2VUHBI01G.html 

 

○ 台湾・陳副総統インタビュー詳報 日本の支援に感謝（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200226/wor2002260030-n1.html 

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

○ 新型肺炎は習近平にとって統治危機か、それとも正統性強化の契機か？（ダイヤモ

ンドオンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/229658 

 

○ 米、中国記者追放検討か ＷＳＪ退去要求への報復（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200225/wor2002250007-n1.html 

 

○ 米韓合同演習、規模縮小を検討 新型肺炎で、国防相会談（共同通信） 

https://this.kiji.is/604852288010437729 
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  ２．３．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ 在日米軍司令官「自衛隊が米国人のため協力…感謝」 クルーズ船対応（産経新

聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200225/wor2002250019-n1.html 

 

○ 在日米軍首脳、駐留経費見直しを 日米交渉は今夏にも本格化（共同通信） 

https://this.kiji.is/604952635788936289 

 

○ 首相 ＩＡＥＡ事務局長と会談 北朝鮮やイランの核問題で連携（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200225/k10012300691000.html 

 

○ タイでアジア最大規模の軍事演習 新型ウイルス予防措置も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200225/k10012300881000.html 

 

○ 対中国、安保連携加速へ 「包括的戦略関係」に格上げ―米印首脳（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022501004&g=int 

 

○ 在日米軍司令官、サイバー分野で「十分な戦闘・防衛能力が必要」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200225/wor2002250033-n1.html 

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

○ ＩＡＥＡトップ 就任後初の訪日へ 福島第一原発視察も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200224/k10012298501000.html 

 

○ 習近平「新型ウイルスの経済への影響は不可避、減税など政策調整を強化」（ニュ

ーズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92480.php 

 

○ イタリアで感染急増、カーニバル打ち切り 韓国も最高度の警戒（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/51609280 

 

○ 「攻撃的外交官」デビュー 中国外務省の新報道官（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022400661&g=int 

 

○ 全人代延期、習氏訪日にも影響か 終息描けず苦しい指導部 中国（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200224/k00/00m/030/139000c 

 

○ 「米国はインドを愛す」 トランプ氏初訪印 中国念頭に連携強化（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200224/wor2002240027-n1.html 

２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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  ２．３．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ 日本渡航、危険度引き上げ 新型ウイルスで下から２番目に―米（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022300189&g=int 

 

○ 全人代、延期正式決定へ 新型肺炎、２１地域で感染増ゼロ―中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022300203&g=int 

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

○ 米軍 新型核巡航ミサイル 7～10 年で配備 トマホーク後継（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200222/k00/00m/030/053000c 

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

○ 「空母より病院を」 新型肺炎まん延、軍拡に不満―中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022000740&g=int 

 

○ 米大統領、情報長官代行を交代 「ロシアが再選期待」下院報告に立腹か（東京新

聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020022102000266.html 

 

○ 「移民排斥の歴史二度と」 日系人の強制収容 米加州が公式謝罪（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020022102000269.html 

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

○ 習近平国賓訪日への忖度が招いた日本の「水際失敗」（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92453.php 

 

○ 日本批判、次は自国へ 「対岸の火事」終わる―新型肺炎・クルーズ船隔離（時事

通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022000889&g=int 

１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の「国営ハッカー」に、日本一のセキュリティ企業が丸裸の衝撃（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70325 

 

○ 米地裁、米国防権限法の違憲性巡り中国ファーウェイの訴え棄却（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-huawei-tech-idJPKBN20C2S1 
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  ２．３．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ 日本政府のクルーズ船対応「好ましい」 ＷＨＯ幹部が評価（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200219/wor2002190013-n1.html 

 

○ 米政権、中国国営メディア５社を「共産党プロパガンダ機関」認定（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200219/wor2002190016-n1.html 

 

○ 「新型ウイルスについて正しい判断を」 専門家や国際組織が理性的対応を呼び掛

け（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3269100 

 

○ 日米台の安保対話に期待 シュライバー前米国防次官補（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200219/wor2002190036-n1.html 

１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ EU、リビア武器密輸を阻止へ 加盟国の海空軍動員で基本合意（共同通信） 

https://this.kiji.is/602237309997253729 

 

○ 米に「より建設的な姿勢」＝米ロ戦略対話巡りラブロフ外相（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/russia-usa-pompeo-idJPKBN20C00Y 

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

○ 揺らぐ多国間協調 欧州の対米不信顕著 ミュンヘン安保会議（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020021702000138.html 

 

○ 全人代延期へ 新型肺炎で異例措置―習氏に打撃・中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020021700771&g=int 

 

○ 「米国こそハッカー帝国」 中国、外交公電解読批判（読売新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200217/wor2002170022-n1.html 

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

○ “ウクライナ危機”は今も続いている 大統領が国際社会に訴え（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200216/k10012287561000.html 

 

○ イラン外相がトランプ政権を批判 日仏の仲介失敗で（共同通信） 

https://this.kiji.is/601540589452035169 

 

○ 米 国防長官と国務長官 中国の脅威強調 結束を各国に呼びかけ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200216/k10012287681000.html 
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○ ロシア外相「欧州で冷戦時代の対立構造 再現されつつある」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200216/k10012287691000.html 

 

○ 米国防長官の“脅威論”Ⅱ中国外相「すべて嘘だ」（テレビ朝日） 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000176416.html 

 

○ 米欧同盟の亀裂を露呈、米側が中国やロシアの脅威に結束を求めるも欧州はそっぽ

（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200216/wor2002160018-n1.html 

 

○ 米、英との諜報共有に変更なし 華為機器の導入決定も（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35149462.html 

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

○ 世界の防衛費、増加幅 10 年で最大に 米中がけん引（時事通信） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3268419 

 

○ 米とタリバン、７日間の「暴力行為の停止」合意（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200215/wor2002150007-n1.html 

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

○ 米、ファーウェイを追起訴 企業秘密窃取など 16 の罪で（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3268230 

 

○ 米 北朝鮮に支援を表明 新型ウイルス対策で 対話の糸口模索か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200214/k10012285001000.html 

 

○ ウクライナ疑惑で懲りたトランプ、外国首脳との電話会談はもう「誰にも聞かせな

い」（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92397.php 

 

○ フィリピン､米軍との地位協定破棄を通告 暴走するドゥテルテの真意は？（ニュ

ーズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92403.php 

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

○ 言論弾圧と忖度は人を殺す──習近平 3 回目のテレビ姿（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/3-181.php 
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○ 中国、太平洋地域の安定を脅かしている＝米軍司令官（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/australia-usa-defence-idJPKBN2070VM 

 

○ フィリピン、米軍地位協定を破棄 米国防長官が遺憾表明（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35149365.html 

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

○ ＷＨＯが新型コロナウイルスの名称を「ＣＯＶＩＤ－１９」に １８カ月以内にワ

クチン（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200212/wor2002120001-n1.html 

 

○ 米中覇権争いの中、イギリスが「大胆な外交戦略」を描く理由（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70336 

 

○ 米軍さえ太刀打ちできない「中国の極超音速兵器」その恐るべき実力（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70330 

 

○ パレスチナ議長、トランプ氏の中東和平案の拒否呼び掛け 国連安保理（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3267821 

 

○ 寧辺核施設で廃棄物搬出か 北朝鮮、米研究所が分析（共同通信） 

https://this.kiji.is/600105633715274849 

 

○ 北朝鮮が制裁違反の輸出継続、核開発を推進 国連報告書（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35149270.html 

 

○ スイス製暗号機、米 CIA などが細工 他国の機密を長年収集か＝報道（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/51470849 

 

○ イスラム教徒数、世界一 インドネシアでもロヒンギャ苦境（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020021202000231.html 

 

○ 台湾周辺に米軍のＢ５２爆撃機 中国軍機越境で牽制（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200212/wor2002120023-n1.html 

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

○ 米政権、4.8 兆ドルの 21 年度予算案提示 民主党は反発（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-trump-budget-defense-idJPKBN2042CM 
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○ 米政権、核近代化など重点投資 中国、ロシアとの大国間競争で（共同通信） 

https://this.kiji.is/599791061471642721 

 

○ イランの米軍基地攻撃、米軍関係者 100 人以上の脳損傷が判明（ニューズウィー

ク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/100-54.php 

 

○ 米予算教書発表 中国にらみ国防費増を確保 本格検討は大統領選後（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200211/wor2002110009-n1.html 

 

○ 北朝鮮、核・ミサイル計画継続 ４０６億円分の石炭輸出―国連報告書（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020021100211&g=int 

 

○ 米司法省、中国軍ハッカーを起訴 1 億 4700 万人の情報流出で（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/51454225 

 

○ 瀬取り 7 割超が中国船か、国連 北朝鮮の石炭、制裁逃れ（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4510757.html 

 

○ 脱北元公使、韓国総選挙出馬表明「誰よりも北朝鮮の体制を知る」（TBS） 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3902486.html 

 

○ 「軍事的挑発を敢行」 北朝鮮、衛星打ち上げ非難（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020021100691&g=int 

 

○ 比政府、米軍地位協定の破棄を通知…米側「同盟関係に深刻な影響」（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20200211-OYT1T50175/ 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 新型コロナウイルスで「習近平訪日は中止」か…状況はかなり厳しい（現代ビジネ

ス 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70333 

 

○ 台湾総統選「蔡英文」再選のウラ 中国共産党のあからさまな支援に台湾住民が反

発（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/02101102/?all=1 

 

○ 米、核関連予算大幅増か 近代化に 3 兆円要求と報道（共同通信） 

https://this.kiji.is/599491667559597153 
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○ 「史上最も危険なトランプ大統領の終わりの始まりだ」“大荒れ”初戦アイオワで

異変 本当の勝者は誰だ？（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00050195HDK/202002101730_MizumiFujita_HDK 

 

○ 中国軍護衛機が台湾海峡の中間線越える 台湾戦闘機が警告 昨年３月以来（産経

新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200210/wor2002100016-n1.html 

 

○ 「トランプの“アメリカ・ファースト”を変える」 軍事行動に慎重なブティジェ

ッジ氏の外交政策（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00050208HDK/202002101830_tarokimura_HDK 

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

○ 北朝鮮 軍の創建記念日「いかなる形態の戦争にも対応」（TBS） 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3900618.html 

 

○ 海のシルクロードの玄関口、福建省泉州に初の保税物流センター（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3265868 

 

○ 日曜安全保障 「低出力核弾頭」と米ロの思惑（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00431821CX/202002091836_CX_CX 

 

○ 「即時一括帰国は絶対に譲れない」 拉致被害の家族会らが新運動方針を決定（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200209/wor2002090016-n1.html 

 

○ 「お互いが抱き合えてこそ解決」 “タイムリミット”意識の拉致被害者家族、政

府に一層の奮起促す（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200209/wor2002090018-n1.html 

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

○ 米中貿易合意の実施が遅れる可能性 米政府高官（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200208/wor2002080007-n1.html 

 

○ トランプ大統領 不利証言のＥＵ大使や陸軍中佐を解任（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200208/k10012278021000.html 

 

○ 英外相「日本との連携は経済・安全保障分野で最も重要」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200208/k10012278331000.html 

０７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ ロシア 最新鋭の地対空ミサイルシステムをインドに納入へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200207/k10012276201000.html 

 

○ 米、「アラビア半島のアルカイダ」指導者を殺害 イエメン（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35149108.html 

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

○ トランプ大統領の弾劾裁判 権力乱用と議会妨害で無罪評決（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200206/k10012274521000.html 

 

○ ロシアとの核軍縮交渉、近く開始へ 米補佐官（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35149057.html 

 

○ 大国の競争でアフリカ「再冷戦化」の恐れ、ケニア大統領が警告（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3266990 

 

○ ロシアに先を越された極超音速兵器の開発急ぐアメリカ（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92330.php 

 

○ 露「戦勝国」誇示で強硬 真摯な領土交渉は期待薄（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200206/wor2002060031-n1.html 

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

○ 米「低出力核」弾道ミサイルを海軍に配備 中ロに優位示す（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200205/k10012273051000.html 

 

○ Pentagon Confirms Low-Yield Nuclear Warhead on Ballistic Missile Sub（USNI 

News） 

https://news.usni.org/2020/02/04/pentagon-confirms-low-yield-nuclear-warhead-

on-ballistic-missile-sub#more-73230 

 

○ 【一般教書】「米国の再起」と米中合意の実績誇示 トランプ氏が一般教書演説

（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200205/wor2002050013-n1.html 

 

○ ファーウェイ、欧州に製造拠点設置へ EU に欧州産 5G の提供目指す（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3266788 

 

○ 英研究者、新型コロナウイルスのワクチン開発で大きな進展 来週にも動物実験開

始か（ニューズウィーク） 
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92327.php 

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

○ トランプの制裁解除できない金正恩 国民に｢長期戦｣呼びかけ（ニューズウィー

ク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92300_1.php 

 

○ イギリス 5G ネットワークへのファーウェイ容認にアメリカが激怒（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92302.php 

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

○  オーストラリア森林火災、自衛隊の輸送部隊に同行（TBS テレビ） 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3895424.html 

 

○ 中国､新型コロナウイルス死者 361 人･感染者 1 万 7205 人に 株価･商品相場急落

など経済へ影響（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/36117205.php 

 

○ ブレグジット後にイギリスが解決すべき 5 つの問題（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-51352796 

 

○ トルコ大統領の“仰天”プロジェクト～「第 2 ボスポラス海峡」とは！？

（FNN） 

https://www.fnn.jp/posts/00050081HDK/202002031830_yasuhikoshimzu_HDK 

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

○ 中国が「軍民融合」で進める AI 軍事革命…このまま独走するのか（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70071 

 

○ 新型肺炎 武漢市のトップ、対応遅れ認める 中国感染１万人超（東京新聞） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/world/list/202002/CK2020020202000141.html 

 

○ 中東への自衛隊派遣 海上自衛隊護衛艦部隊が横須賀出港（nhk） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200202/k10012269341000.html 

 

○ アッバス議長「米やイスラエルと断絶」和平案に反発（テレビ朝日） 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000175236.html 
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０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 外交・安保協力、大枠維持へ 犯罪捜査で不安も―離脱後の英ＥＵ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020013101096&g=int 

 

○ 【英ＥＵ離脱】英国がＥＵを離脱 ジョンソン首相が「新しい時代の幕開け」を宣

言（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200201/wor2002010008-n1.html 

 

○ 米弾劾裁判、上院が証人召喚を否決 ５日に最終評決（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35148790.html 

 

○ 英 EU 離脱がもたらす「今後起きること」と「変わらないこと」（ニューズウィー

ク 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/eu-214.php 
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