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～ 海の News（３月）～
３１（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○北朝鮮、米国務長官を非難 「対話への期待捨てた」と表明（時事通信）
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200331-00000018-jij_afp-int
○米軍の病院船がＮＹに到着 州の死者１２００人に（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200331/wor2003310003-n1.html
○世界の新型コロナ感染者８０万人超 死者３．９万人―米大集計（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020033101261&g=int
〇海自護衛艦と中国漁船衝突で中国政府「船の安全に影響」(TBS)
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3944846.html
３０（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮、発射のミサイルは「超大型砲」 金正恩氏視察せず（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200330/wor2003300008-n1.html
〇世界の感染者７０万人超 死者３．４万人―新型コロナ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020033000079&g=int
〇モスクワで外出禁止令 感染拡大に歯止めかからず(Livedoor)
https://news.livedoor.com/article/detail/18042098/
○護衛艦、中国漁船と衝突 東シナ海、死者不明者なし（産経新聞）
https://www.sankei.com/affairs/news/200331/afr2003310002-n1.html
２９（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮 日本海に向け飛しょう体発射 今月４回目（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200329/k10012356121000.html
〇サウジ、弾道ミサイル迎撃 首都上空、フーシ派か（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200329/wor2003290009-n1.html
〇米露、核軍縮査察停止 新型コロナで４月末まで(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200329/wor2003290027-n1.html
〇米海軍病院船がＬＡ到着 医療施設の態勢拡充(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200329/wor2003290023-n1.html
〇焦点：新型コロナが物流寸断、世界の陸海空でモノが大渋滞（ロイター）
https://news.livedoor.com/article/detail/18037322/
○尖閣周辺に中国船 ２４日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200329/wor2003290015-n1.html
２８（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮ミサイル施設で動き 新たに道路建設―衛星画像（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032800263&g=int
○トランプ大統領が「ＴＡＩＰＥＩ法案」に署名台湾外交の支援目指す（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200328/wor2003280011-n1.html
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〇新型コロナ、世界の感染者６０万人超 死者２．８万人（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032800428&g=int
○米空母２隻での感染は対中抑止に重大な影響 「ロナルド・レーガン」でも２人
横須賀基地を閉鎖（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200328/wor2003280019-n1.html
〇来月 8 日、封鎖解除 日常が戻りつつある中国・武漢(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/photo/202003287306638/
２７（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇世界の感染者５０万人突破 米、中国抜き最多に―新型コロナ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032700197&g=int
〇感染者は皆無 …だったはずの北朝鮮 国際社会に助けを求める(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202003277302555/
○米中首脳が新型コロナ巡り電話会談、トランプ氏「緊密に連携」
https://jp.reuters.com/article/us-china-coronavirus-idJPKBN21E0LZ
〇米空母で新型コロナ感染者が急増、２５人に 海軍当局者（ＣＮＮ）
https://news.livedoor.com/article/detail/18028535/
〇米軍、ＮＹとシアトルに仮設病院開設へ 病院船も投入(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200327/wor2003270025-n1.html
〇韓国 哨戒艦沈没事件から 10 年 追悼式典で北朝鮮に言及せず（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200327/k10012353301000.html
〇尖閣周辺に中国船 ２２日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200327/wor2003270024-n1.html
○国内造船最大手の今治造船と２位のＪＭＵが関係強化で合意（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200327/k10012354321000.html
２６（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米艦が台湾海峡通過「通常任務」、中国「極めて危険な行為」（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-security-usa-idJPKBN21D0AN
〇米軍の海外移動 60 日間停止 感染防止、9 万人に影響（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASN3V5R5TN3VUHBI013.html
〇チュオンサ群島での中国の違法な活動に反対するベトナム(ベトナムの声)
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/チュオンサ群島ての中国の違法な活動に反対す
るヘトナム-840116.vovP-3C など、ロシア海軍艦艇 18 隻の宗谷海峡東航を確認 3 月
26 日(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/123160
○ P-3C など、ロシア海軍 2 隻を対馬海峡で北東進を確認 3 月 26 日(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/123159
〇新型コロナ危機で露呈、グローバル化世界の「厳しすぎる現実」（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71337
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２５（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇世界の感染４０万人突破 死者１万８千人―新型コロナ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032500208&g=int
〇アメリカ原子力空母の乗組員３人が新型コロナ感染(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012348701000.html
〇インド､感染者 500 人に迫り全土に外出禁止令 南アジアで新型コロナウイルス懸
念高まる(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/500-6.php
〇IOC、東京五輪を 2021 年に延期と発表(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3275130?cx_part=top_latest
〇ニュージーランド、国家非常事態を宣言 新型コロナ感染者が急増（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-newzealand-casesidJPKBN21C04T
〇中国 Y-9 情報収集機が対馬海峡通過、日本海へ(wing)
http://www.jwing.net/news/23183
２４（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ＷＨＯ「パンデミックは加速している」米で４万人超 深刻に(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200324/k10012346801000.html
〇イギリスで外出制限命令 罰則伴う(BBC)
https://www.bbc.com/japanese/52013783
〇フランス外出禁止令、悪質再犯に４４万円の罰金 欧州、新型コロナ封じ込めに焦
り(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200324/wor2003240022-n1.html
〇米ハワイが全域「閉鎖」 25 日から外出禁止措置(共同通信)
https://news.infoseek.co.jp/topics/kyodo_kd-newspack-2020032401001318/
〇14 機目のロシア軍機がイタリアに到着 新型コロナ対策支援で(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/covid-19/202003247295449/
〇露航空宇宙軍の戦略ミサイル輸送機 2 機、日本海と太平洋の公海上を飛行(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/russia/202003247295118/
〇【社説】韓国最大の抑止力である空軍力、北の新型ミサイルで無力化（朝鮮日報）
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/03/24/2020032480046.html
○海自、中国海軍の艦艇 1 隻が対馬海峡を通過を確認 日本海にも進出(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/123080
２３（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米、北朝鮮やイランに支援用意 記者会見でトランプ氏(共同通信)
https://this.kiji.is/614653365517288545
〇トランプ大統領、3 州に州兵配備(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/us/202003237291287/
〇“中国より前に米で感染者の疑い” 中国報道官 また挑発(NHK)
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200323/k10012346011000.html
〇東シナ海防空識別圏内で中国 Y-8 早期警戒機確認(WING)
http://www.jwing.net/news/23011

２２（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇正恩氏、トランプ氏親書に謝意コロナ協力申し出関係改善は「未知数」(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200322/wor2003220024-n1.html
〇北朝鮮の発射飛しょう体 去年８月のミサイルと同種類か(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200322/k10012343851000.html
〇「戦術誘導兵器」試射を視察 新型ミサイル、近く実戦配備か―金正恩氏（時事通
信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032200108&g=int
〇世界の感染者３０万人超す 拡大ペース、急加速(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200322/wor2003220008-n1.html
〇尖閣周辺に中国船 １７日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200322/wor2003220013-n1.html
〇首相、防大卒業式で憲法改正で自衛隊明記に意欲(産経新聞)
https://www.sankei.com/politics/news/200322/plt2003220006-n1.html
〇南極で輸送担うヘリ、支える航空士海上自衛隊運航の観測船「しらせ」(47NEWS)
https://www.47news.jp/4636631.html
２１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北発射２発、迎撃困難な新型か 落下～低空飛行～急上昇の軌道(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200321/wor2003210026-n1.html
〇北の弾道ミサイルは約４１０キロ飛行 韓国軍が分析(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200321/wor2003210016-n1.html
〇「極超音速兵器」の飛行体の発射実験に成功 米国防総省(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200321/k10012342721000.html
〇ベトナム、中国の「九段線」を否定（ベトナムの声）
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナム中国の九段線を否定-837935.vov
〇新型コロナ拡大で見えた中国ＩＴ活用の「光と影」【洞察☆中国】（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031900404&g=int
２０（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国の巨大タンカー84 隻が一斉にペルシャ湾めざす(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/84-4.php
〇米国務省、国民に海外渡航中止を勧告 帰国も促す(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASN3N21X6N3NUHBI005.html
〇France to Deploy Mistral Amphib to Serve as Hospital Ship(USNINEWS)
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https://news.usni.org/2020/03/20/france-to-deploy-mistral-amphib-to-serve-ashospital-ship
〇尖閣沖に中国海警局の船が侵入（sputnik）
https://jp.sputniknews.com/asia/202003207286270/
〇海上から護衛艦や造船所間近に 舞鶴の遊覧船増便、20 日から運航開始（京都新
聞）
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/186537
１９（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇トランプ大統領、「国防生産法」に署名…マスクや手袋増産要求可能に（読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200319-OYT1T50195/
〇中国、新型コロナでも台湾へ軍事圧力(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200319/wor2003190019-n1.html
〇海自イージス艦「まや」就役 「共同交戦能力」初搭載(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/japan/202003207285792/
〇護衛艦はたかぜ、練習艦に艦種変更 3 月 19 日(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/122933
１８（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米 3 紙記者 事実上“国外退去” 米中対立激化（ＦＮＮ）
https://www.fnn.jp/posts/00434083CX/202003181218_CX_CX
〇Trump: Hospital Ship Comfort to go to New York City, Mercy Set for West Coast
Support(USNI news)
https://news.usni.org/2020/03/18/trump-hospital-ship-comfort-to-go-to-new-yorkcity-mercy-set-for-west-coast-support
〇オーストラリアが「非常事態宣言」 新型コロナで事実上の出国禁止
https://www.sankei.com/world/news/200318/wor2003180029-n1.html
〇中国軍の研究機関 新型コロナウイルスのワクチン臨床試験へ(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200318/k10012336781000.html
〇海自 P-3C、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(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/122864

１７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米国務長官「感染拡大の責任を転嫁」 中国側と非難の応酬か(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200317/k10012334841000.html

１６（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国軍機、台湾周辺空域に

初の夜間飛行か―国防部（時事通信）
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031700441&g=int
〇尖閣周辺に中国船 １１日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/politics/news/200316/plt2003160006-n1.html
〇防衛省、新型コロナ対策の災害派遣活動終了(WING)
http://www.jwing.net/news/22692
〇海自、護衛艦「あさひ」「いせ」などで近海練習航海 5 月 22 日まで(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/122572
〇「海で溶ける」プラスチック開発 大阪大、植物材料で作製(共同通信)
https://www.47news.jp/national/science-environment/4619600.html
１５（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇世界の新型コロナ感染、累計１５万人突破 米大集計、欧州で拡大（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031500088&g=int

１４（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇新型コロナの「米軍起源説」 米国務省、中国大使に厳重抗議（毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200314/k00/00m/030/091000c
〇トランプ大統領 国家非常事態を宣言 感染拡大を受けて(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200314/k10012331021000.html
〇米国防総省 すべての軍人とその家族 米国内での移動禁止（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200314/k10012331491000.html
１３（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮 キム委員長 再び射撃訓練を視察（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012329251000.html
〇米軍、イラン関与の民兵組織をイラクで空爆（ＣＮＮ）
https://news.livedoor.com/article/detail/17958152/
〇新型ウイルスは米軍が武漢に持ち込んだ、中国報道官が主張(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3273177?cx_part=logly
〇尖閣周辺に中国船 ８日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/politics/news/200313/plt2003130009-n1.html
〇中東派遣の海上自衛隊部隊 活動状況を公表 不審船の対応なし（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012329741000.html
〇沖縄県警初の｢国境離島警備隊｣、那覇空港に大型ヘリ 米軍内での訓練は想定せず
（沖縄タイムス）
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/546134
１２（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇新型コロナウイルスは｢パンデミック｣
様になる恐れ警告(newsweek)

WHO 事務局長､各国がイタリア･イラン同
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/who-21.php
〇9.11 からの 18 年戦争、米国のアフガン侵攻は敗北に終わった(DAIMOND)
https://diamond.jp/articles/-/231422
１１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇９日北発射のミサイル分析、固体燃料で飛翔(wing)
http://www.jwing.net/news/22524
〇54 基目の衛星打ち上げ、北斗測位網の完成まであとわずか 中国(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3272730
〇軍事転用可能な装置を中国に不正輸出した疑い、化学機械メーカーの社長ら逮捕へ
日本（Sputnik）
https://jp.sputniknews.com/japan/202003117257370/
〇中国・習主席、新型ウイルス「抑え込み」を宣言 武漢を初視察(BBC)
https://www.bbc.com/japanese/51829500
〇コロナ欧米拡大で｢国際海運｣が迎える正念場 コンテナ輸送は停滞､船舶検査の遅延
も発生（東洋新聞）
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/コロナ欧米拡大で｢国際海運｣が迎える正
念場-コンテナ輸送は停滞､船舶検査の遅延も発生/ar-BB110BQF
１０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇長距離砲部隊、再び指導 金正恩氏、訓練強化と実戦化指示（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031000357&g=int
〇米軍、アフガン撤収開始 停戦協議や捕虜解放進まず(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200310/wor2003100030-n1.html
〇中国に戦略安保対話招請 核軍縮体制への参加求める―米高官（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020031000446&g=int
〇尖閣周辺に中国船 ５日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200310/wor2003100016-n1.html
〇WHO｢新型コロナウイルス､パンデミックの脅威に現実味 なお制御可能｣
(Newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/who-20.php
〇「人民戦争」勝利アピール 習近平氏の武漢視察、宣伝工作は迷走(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200310/wor2003100034-n1.html
〇海自佐世保地方総監・中尾氏 インタビュー 「情報収集が重要」(長崎新聞)
https://this.kiji.is/609585619827868769?c=174761113988793844
０９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇“北朝鮮 飛しょう体３発発射” 韓国軍合同参謀本部（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200309/k10012320561000.html
〇北の飛翔体、「超大型ロケット砲」の実戦訓練か…３連射の可能性（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200309-OYT1T50286/

２．４．１
ささき

てるゆき（幹候 36 期）

〇北のミサイル 金正恩氏は実戦配備誇示 腰引ける文政権(産経新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200309-OYT1T50286/
〇北朝鮮で隔離の外交官ら出国 新型ウイルスで 1 カ月足止め（ＢＢＣ）
https://www.bbc.com/japanese/51796978
０８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇武漢市民、副首相に「全てうそ」隔離中で窓から絶叫（共同通信）
https://this.kiji.is/609288270907262049
〇三菱造船、フィリピン政府から大型多目的船 2 隻受注（newsclip）
http://www.newsclip.be/article/2020/03/09/42079.html
０７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮さらなるミサイル発射を示唆…欧州の非難声明に「別の反応を誘発」（読売
新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200307-OYT1T50201/
〇【新型肺炎】ＷＨＯが日韓の入国制限めぐり「政治的争い不要」(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200307/wor2003070008-n1.html
〇世界で感染者 10 万人突破 中国以外でも急増（ＦＮＮ）
https://www.fnn.jp/posts/00433443CX/202003071158_CX_CX
０６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ミサイル発射「深い懸念」安保理決議違反と北朝鮮非難―欧州５カ国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030600238&g=int
〇米原子力空母がベトナムに寄港 中国けん制するねらいか（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200306/k10012316391000.html
〇ロシア 2035 年までの北極圏政策策定 国益追求姿勢示す（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200306/k10012316621000.html
〇米大統領が露中に軍備管理の新提案を検討 ロシア側は米国の新型ミサイル実験に
抗議（sputnik）
https://jp.sputniknews.com/politics/202003067247015/
〇韓国、日本人へのビザ免除を 9 日から停止 新型コロナ対策に反発し「対抗措置」
（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20200306/k00/00m/030/327000c
〇日本という国が｢想定外の事態｣という言い訳を繰り返す根本原因（プレジデント）
https://news.infoseek.co.jp/article/president_33480/
〇【有為転変】第 142 回 進むも地獄、退くも地獄（下）（ＮＮＡ）
https://www.nna.jp/news/show/2010674
０５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米 “極超音速兵器” 数年以内にアジア配備へ 中・ロに対抗（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200305/k10012314751000.html

２．４．１
ささき

てるゆき（幹候 36 期）

〇中国 習近平国家主席の訪日延期 新型ウイルス対応で 官房長官（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200305/k10012315331000.html
〇正恩氏、韓国大統領に親書 新型コロナ「克服信じる」（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030500998&g=int
〇安倍首相､新型コロナウイルス感染拡大防止へ中韓から入国者抑制 2 週間待機や航
空機の到着制限(Newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/2-184.php
〇海自の新潜水艦を引き渡し、神戸 国内初のリチウムイオン電池搭載(Livedoor)
https://news.livedoor.com/article/detail/17917381/
〇海自と海保、3 月 5 日に若狭湾で不審船対処の共同訓練(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/122009
〇【米大統領選 2020】 スーパー・チューズデー、民主党の勝者と敗者（ＢＢＣ）
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-51734171
０４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇正恩氏妹が初談話 文政権非難「３歳児並み」(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200304/wor2003040002-n1.html
〇トランプ氏、北朝鮮ミサイルに「反応しない」(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030400330&g=int
〇尖閣周辺に中国船 １５日連続(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200304/wor2003040016-n1.html
〇第 21 航空群の SH-60K、青森県沖で貨物船の乗員捜索救助で災害派遣(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/122183
〇「病院船」建造議連、来年度の設計費計上求める決議 計 500 億円で 2 隻目指す
（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20200303/k00/00m/010/312000c
〇離島・澎湖は中国軍から台湾を守る防壁「失ったら窮地に」＝シンクタンク(ﾌｫｰｶｽ
台湾)
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202003040002.aspx
〇ツイッターに航跡図や艦内写真を投稿 護衛艦「ひゅうが」40 代 1 等海曹を懲戒
処分（京都新聞）
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/177735
０３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 金正恩氏、打撃訓練に「大満足」 飛翔体の発射間隔２０秒まで短縮(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200303/wor2003030008-n1.html
〇中国、「挑発的」空軍演習や偽ニュースで台湾に圧力＝関係筋（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-taiwan-china-idJPKBN20Q0IE
〇中国海軍 052D 型駆逐艦、ペリカンズ P-8A に軍用レーザー照射(FLYTEAM）
https://flyteam.jp/news/article/122085

２．４．１
ささき

てるゆき（幹候 36 期）

〇米軍統合本部長「新型コロナウイルスのワクチン､軍研究機関で開発」(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/post-92575.php

０２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮「飛翔体 2 発発射」...3 カ月ぶり 韓国軍が発表（ＦＮＮ）
https://www.fnn.jp/posts/00433090CX/202003021601_CX_CX
〇北朝鮮が短距離ミサイル 2 発発射、元山から海へ 3 カ月ぶり＝韓国軍（ロイタ
ー）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200302/k10012309661000.html
〇ＶＦＡ破棄で報道官「米国以外の他の国との関係に影響を及ぼすことはな
い」(マニラ新聞)
http://www.manila-shimbun.com/category/politics/news250003.html
〇自衛隊 統合幕僚長 ベトナム国防相と会談 防衛協力を確認（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200302/k10012309741000.html
〇日 本 は 「 ダ イ ヤ モ ン ド ・ プ リ ン セ ス 号 の 失 敗 」 を き っ と ま た 繰 り 返 す
も し も 難 民 が 大 挙 し て や っ て き た ら … (現 代 ビ ジ ネ ス )
https://gendai.ismedia.jp/articles/ -/70553
〇 新型肺炎、中国軍に影響 演習延期、艦長を隔離(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030200839&g=int

０１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇イラン誤射隠蔽７３時間の内幕(共同通信)
https://this.kiji.is/602754829781959777
〇 迷走続けたアフガン戦略 増派、撤収ともに失敗―米(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022900497&g=int
〇韓国大統領「日本と危機克服を」感染拡大で、三・一独立運動式典(共同通信)
https://this.kiji.is/606667625099854945
〇しらせ船上にオーロラ 南大洋、夜空彩る緑の光(京都新聞)
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/174747

