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～ 海の News（11 月）～
３０（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 文在寅「無能で危険な外交」は日本に多大な迷惑 中国ベタ褒め、コロナ拡散も歴
史歪曲もスルー（デイリー新潮）
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11300601/?all=1
○ バイデン外交に「足かせ」 駆け込みで制裁・撤収―トランプ政権（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112900213&g=int
○ トランプ公約の「国境の壁」建設、年内完成を急ぐ(Newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95097.php
○ オーストラリア、「不快な」フェイク写真めぐり中国に謝罪要求(BBC)
https://www.bbc.com/japanese/55127165
○ 日本の外交敗北──中国に反論できない日本を確認しに来た王毅外相
（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95101.php
２９（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 動画：菅首相、航空観閲式に出席 空自入間基地（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3318455
○ 中国で進む「人間ハッキング」、コロナ禍で監視強化…歴史家「ＩＴ独裁への潮流
心配」（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20201124-OYT1T50174/
２８（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国軍、大連に飛行船基地 ミサイル探知、日本対象か（共同通信）
https://this.kiji.is/705157973252031585
○ バイデン政権の誕生を看過できない決定的な「不安材料」（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77798
○ 国防長官人事に二の足 党内左派の反発で―次期米政権（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112700605&g=int
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○ イラン有数の核科学者、テヘラン近郊で殺害
（BBC）
https://www.bbc.com/japanese/55112169
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外相は「国家によるテロ」と非難

２７（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 「脱中国」を急ぐインドの戦略、RCEP 不参加の先に見る夢とは（ダイヤモンドオ
ンライン）
https://diamond.jp/articles/-/255519
○ 習近平は焦っている…行き詰まった中国が、とうとう日本に「媚び」始めた…！
（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77738
○ 北沈黙の裏に「米を刺激するな」と厳命 トランプ氏の退任に不安感か（産経新
聞）
https://www.sankei.com/world/news/201127/wor2011270012-n1.html
○ 習近平、人民解放軍に戦勝を指示「死も恐れるな」（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95085.php
２６（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ トランプ大統領、元側近のフリン氏に恩赦 民主党は批判（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNCV3C64NCVUHBI005.html
○ 中国の王毅外相が韓国外相と会談、日米韓連携にくさび（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201126/wor2011260023-n1.html
○ バイデンとの関係に苦慮する文在寅政権（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95075.php
○ 中国外相「米国だけでない」…習氏訪韓に賭ける文政権揺さぶり（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201126/wor2011260029-n1.html
２５（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 米、「国際協調」回帰鮮明 オバマ政権高官多用、手堅く―バイデン氏外交チーム
（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112400732&g=int
○ バイデン氏「米国は戻ってきた」…国際協調・同盟重視訴える（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/uspresident2020/20201125-OYT1T50204/
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○ 元通りのアメリカを目指すバイデンの閣僚候補（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95068.php
○ 尖閣など安保警戒で日本の対中観は厳しく（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201125/wor2011250024-n1.html
２４（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ イスラエル首相がサウジ極秘訪問、皇太子と会談＝高官（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/israel-saudi-idJPKBN283297
○ 日本人は知らない…中国は「尖閣の実効支配化」にいよいよ乗り出す（現代ビジネ
ス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77630
○ オバマ政権元高官ずらり バイデン氏、多様性重視の人事（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNCS343NNCSUHBI001.html
○ トランプ氏、バイデン氏への政権移行手続き開始を容認（BBC）
https://www.bbc.com/japanese/55053484
○ 台湾 初めて潜水艦の建造を開始 対中国軍の抑止力向上へ（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201124/k10012728431000.html
○ 「豪は米の言いなりではない」 モリソン首相、いたずらな対中関係悪化を非難
（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3317585
○ 暗黒の香港から台湾への脱出者が急増中 日本など近隣諸国にも（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95057.php
○ 米国務長官に指名されたブリンケンの外交語録（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95058_1.php
○ バイデン次期政権の人事発表、５つのポイント（CNN）
https://www.cnn.co.jp/usa/35162861.html
○ オバマ回顧録は在任中の各国リーダーを容赦なく斬りまくり（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95059.php
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○ Navy Denies Claim Russians Drove Out U.S. Destroyer From Sea of Japan
（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/24/navy-denies-claim-russians-drove-out-u-sdestroyer-from-sea-of-japan#more-81678
○ 米艦がロシア極東沖で「航行の自由」実施 ロシアは「領海侵犯」と反発（産経新
聞）
https://www.sankei.com/world/news/201124/wor2011240034-n1.html
２３（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ China Vows Response Following U.S. Admiral’s Trip to Taiwan（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/23/china-vows-response-following-u-s-admiralstrip-to-taiwan#more-81638
○ 中国 TPP 参加意欲は以前から──米政権の空白を狙ったのではない
（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/tpp-24.php
２２（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 【米大統領選 2020】 トランプ陣営、開票結果の認定延期や再々集計を要求
は訴え棄却（BBC）
https://www.bbc.com/japanese/55026369

法廷

○ 米海軍幹部、台湾を電撃訪問 中国の軍事圧力など協議か（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNCQ6WMXNCQUHBI00X.html
２１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国 習主席 TPP 参加に意欲示す 米離脱で主導したい狙いか（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201121/k10012724031000.html
○ 北朝鮮の瀬取り監視のカナダ軍艦長「数多く目撃した（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201121/k10012724171000.html
○ アメリカと台湾 新たな経済対話で中国けん制（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201121/k10012724301000.html
○ 「気さくで老練、課題は…」前駐米大使が見たバイデン氏（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNCN4QZ3NCMUTFK019.html
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○ 米台経済対話、トランプ氏と親密な蔡政権、バイデン政権がどこまで継承するか
（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201121/wor2011210028-n1.html
○ 海自艦、中国“領海”通過を計画 南シナ海で、反発懸念し見送り（共同通信）
https://this.kiji.is/702853791255954529
２０（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ RCEP 誕生で中国は TPP 包囲網を突破、米国に対抗する「次の一手」とは（ダイ
ヤモンドオンライン）
https://diamond.jp/articles/-/254732
○ 「失明に気をつけよ」中国が「FIVE EYES」に猛反発
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000198987.html
○ 南シナ海問題「深刻な懸念」 東アジアサミットの議長声明で（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201120/k10012722691000.html
○ 中国反体制派の在米富豪に、怪し過ぎる「共産党スパイ」疑惑（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95045.php
○ RCEP 締結に習近平「高笑い」──トランプ政権の遺産（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/rcep-2.php
１９（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ バイデン氏が制裁解除なら核合意を順守 イラン外相表明（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3316732
○ トランプ氏が激変させた欧州との関係…軍事で「脱米国」促す仏、安保に不可欠と
主張の独（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20201119-OYT1T50076/
○ 国連委、北朝鮮非難を決議 拉致被害者の即時帰還を要求（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201119/wor2011190005-n1.html
○ 英、サイバー軍創設へ 冷戦後最大の防衛投資（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111900299&g=int
○ 米英豪など 5 か国が共同声明 香港の議員資格剥奪は「義務違反」（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3316840
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○ 米爆撃機 2 機が中国の防空識別圏に異例の進入（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/2-319.php
○ 中国への頭脳流出は締め付けを強化しても止められない......「千人計画」の知られ
ざる真実（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-95035_1.php
○ U.K. Prime Minister Boris Johnson Pledges $32B Military Build-Up（USNI
News）
https://news.usni.org/2020/11/19/u-k-prime-minister-boris-johnson-pledges-32bmilitary-build-up#more-81573
１８（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 日米、初の ICBM 迎撃実験成功 共同開発、イージス艦から実証（共同通信）
https://this.kiji.is/701462631114835041
○ アフガン駐留米軍を２５００人に削減 イラク・ソマリアも（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201118/wor2011180003-n1.html
○ ASEAN 首脳会議 南シナ海問題で “複数の首脳が懸念” 議長声明（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201118/k10012719331000.html
○ Report to Congress on Aegis Ballistic Missile Defense（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/18/report-to-congress-on-aegis-ballistic-missiledefense-4#more-81561
○
１７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 習近平はバイデン政権の「中国包囲網」をどう迎え撃とうとしているか（ダイヤモ
ンドオンライン）
https://diamond.jp/articles/-/254094
○ 中国主導の「RCEP 合意」…トランプ敗北の影響がアジアに出始めた（現代ビジネ
ス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77423
○ 国連安保理に「有益な解決策」なし、マクロン仏大統領（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3316307
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○ IHO 日本海の呼称継続 数字表記を暫定承認（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201117/k10012716461000.html
○ トランプ大統領、イランの核施設攻撃を検討か
https://www.cnn.co.jp/usa/35162578.html

米紙報道（CNN）

○ RCEP は「中国のクーデター」と危機感を強めるアメリカ、世界貿易の欧米離れを
止められるか（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/rcep-1.php
○ 日米豪印、アラビア海でも訓練 中国けん制（共同通信）
https://this.kiji.is/701396254001792097
○ 日本、際立つ豪州重視 中国へのけん制が結束強めた「準同盟国」（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20201117/k00/00m/030/335000c
○ SECNAV Braithwaite Calls for New U.S. 1st Fleet Near Indian, Pacific Oceans
（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/17/secnav-braithwaite-calls-for-new-u-s-1st-fleetnear-indian-pacific-oceans
○ Navy Says Hypersonic Weapons Coming to Subs in 5 Years（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/17/navy-says-hypersonic-weapons-coming-tosubs-in-5-years#more-81529
○ VIDEO: MDA, Navy Down ICBM with Destroyer-Launched Missile Interceptor
（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/17/video-mda-navy-down-icbm-with-destroyerlaunched-missile-interceptor#more-81502
１６（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 主導権確保で米国に対抗へ 中国勢力の拡大に追い風―ＲＣＥＰ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111500303&g=int
○ 中国、「戦争準備」本格化 制服組トップ、態勢転換に言及―台湾などの緊張にら
む（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111500201&g=int
１５（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 「日米関係」だけでは見誤る「ポスト・ポスト冷戦期」の日本外交（デイリー新
潮）
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https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11150530/?all=1
○ 米大統領補佐官、東アジアサミットで中国の行動を名指しで懸念（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201115/wor2011150010-n1.html
○ 「アジア軽視」のトランプ氏が ASEAN に残したもの バイデン氏への期待と不安
（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20201115/k00/00m/030/136000c
１４（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 韓国文大統領がトランプ敗北で窮地、「北朝鮮核問題」の行方を元駐韓大使が解説
（ダイヤモンドオンライン）
https://diamond.jp/articles/-/254244
○ 中国は「自由で開かれたインド太平洋」阻止に躍起（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201114/wor2011140014-n1.html
１３（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ バイデン政権で極めて微妙な新米中関係、中国メディア「3 つの予測」（ダイヤモ
ンドオンライン）
https://diamond.jp/articles/-/254089
○ バイデン政権誕生で中東に走る激震 石油産業に不安、サウジめぐる情勢にも（共
同通信）
https://this.kiji.is/699230178141406305
○ 中国共産党が「香港」を本気で蹂躙し始めた…「議員罷免」のウラで起きているこ
と（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77303
○ 中国、国防相の訪日打診 安保分野の信頼醸成狙い（共同通信）
https://this.kiji.is/699800422739395681
○ バイデン氏勝利認定を要請 元米高官ら「国家の安全脅かす」（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111300327&g=int
○ 中国が本心ではトランプ再選を望む理由（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94987.php
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○ 【米大統領選 2020】 「不正証拠ない」と調査委
イデン氏に（BBC）
https://www.bbc.com/japanese/54927733
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アリゾナ州とジョージア州もバ

○ Services Looking for ‘Synergy’ in JADC2 Efforts（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/13/services-looking-for-synergy-in-jadc2efforts#more-81455
１２（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ CNO Gilday Ready to Act on Parts of Future Fleet Plan — As Long As It
Doesn’t Hurt Readiness（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/11/cno-gilday-ready-to-act-on-parts-of-futurefleet-plan-as-long-as-it-doesnt-hurt-readiness#more-81402
○ ＡＳＥＡＮ関連会合が開幕 ＲＣＥＰ署名へ、米中焦点（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201112/wor2011120014-n1.html
○ Panel: France Could be ‘Bridge Partner’ Between U.S., Europe to Counter
China, Russia（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/12/panel-france-could-be-bridge-partner-betweenu-s-europe-to-counter-china-russia#more-81426
○ New Evidence Suggests North Korea has a Naval Marine Mammal Program
（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/12/new-evidence-suggests-north-korea-has-anaval-marine-mammal-program
○ 【トランプからバイデン 変わる世界】朝鮮半島、正恩氏の戦略破綻…韓国の対北
対話も頓挫（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201112/wor2011120019-n1.html
○ 菅首相、バイデン氏と初の電話協議 日米同盟強化を確認（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNCD32WCNCDULFA003.html
１１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 「文在寅の後継者」に懲役 2 年、次期大統領選に向けて親文派窮地に（現代ビジネ
ス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77229
○ 日米ブラジルが初の協議枠組み ５Ｇで中国けん制（産経新聞）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111100238&g=int

おおくぼ

２．１２．１
なるひこ（幹候 35 期）

○ 中国、米との対立緩和は「幻想」 バイデン氏は包囲網形成（事実通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111000994&g=int
○ ＵＡＥにＦ３５、無人機売却へ 総額２兆４６００億円―米（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111100327&g=int
○ 中露主導のＳＣＯ首脳会議 米大統領選に言及せず（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201111/wor2011110015-n1.html
○ ロシア・中国のスパイ、チェコで暗躍 保安情報庁（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3315182
○ 韓国政府高官、五輪期間中の日韓米朝首脳会談を提案＝韓国紙（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/southkorea-japan-idJPKBN27R0GB
○ 台湾で米軍と合同訓練、40 年ぶりに実施を認める（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/40-32.php
○ ワクチン開発に成功したら......それをどう世界に運ぶ？（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2020/11/post-94973.php
○ 国防総省を骨抜きにするトランプの危険な妨害工作（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/4-130.php
○ 【米大統領選 2020】 バイデン氏の勝利は世界にとって何を意味するのか（BBC）
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-54858256
１０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 豪首相、訪日へ 防衛協力で中国けん制―地元紙（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111000262&g=int
○ 関係改善へ歓迎一色 トランプ政権への対応に苦慮の欧州―米大統領選（時事通
信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020110900796&g=int
○ エスパー米国防長官を解任 デモ鎮圧でトランプ大統領と対立（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111000125&g=int
○ バイデン外交３本柱は「多国間主義・同盟重視・指導力の回復」（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201110/wor2011100030-n1.html

おおくぼ

２．１２．１
なるひこ（幹候 35 期）

○ 習近平氏「世界の繁栄には中国が必要」 米新政権の「切り離し」路線継続を牽制
（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201110/wor2011100032-n1.html
０９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 田中均が読む「バイデン米国」の行方、分断解消や対外政策はどうなる？(ダイヤ
モンドオンライン)
https://diamond.jp/articles/-/253556
○ バイデン氏当選確実 各国の反応（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201108/k10012700731000.html
○ バイデン政権は日韓の和解を強く求めることになるだろう...次期政権の対日・対
北・対中政策を占う(FNN プライムオンライン)
https://www.fnn.jp/articles/-/105175
○ Trump Removes Esper; Christopher Miller New Acting SECDEF（USNI
News）
https://news.usni.org/2020/11/09/trump-removes-esper-christopher-miller-newacting-secdef#more-81327
○ CNO Gilday: Navy Needs ‘Fundamental Change’ in How it Develops Fighters
（USNI News）
https://news.usni.org/2020/11/09/cno-gilday-navy-needs-fundamental-changein-how-it-develops-fighters#more-81347
○ 抗米援朝戦争は世界の平和を維持 習総書記が重要演説（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3314698
○ 政権移行期にトランプがやりそうな「破壊活動」（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94954.php
０８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 北朝鮮と韓国が「トランプ勝利」を熱望した理由(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77155
○ 日本の「人口あたり論文数」が先進国で最下位に 研究者が中国に向かう背景とは
(デイリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11080557/?all=1

おおくぼ

２．１２．１
なるひこ（幹候 35 期）

○ 中国が新経済 5 か年計画公表 異例の「2035 年までの長期目標」も、その狙いは?
（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3314121
○ バイデン氏、「米国の品格」懸けた戦いに勝利
https://www.cnn.co.jp/usa/35162108.html

待ち受ける課題は（CNN）

○ 中国が南シナ海上空の“長時間パトロール”映像公開（テレビ朝日）
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000197831.html
０７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ ＷＴＯ事務局長選 ９日の一般理事会延期 １１月上旬の選出困難に(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/201107/wor2011070005-n1.html
○ 郵便投票不正疑惑―結局、不信と分断を決定的に増幅した米大統領選挙(現代ビジ
ネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77122
○ エスパー米国防長官、辞表準備 大統領選後の更迭見越し（CNN）
https://www.cnn.co.jp/usa/35162102.html
○ 【めぐみさんへの手紙】横田滋さん死去で親世代２人に(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/201107/wor2011070014-n1.html
○ 【めぐみさんへの手紙】拉致から４３年、残る時間多くない 東京・立川第七中の
生徒から(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/201107/wor2011070015-n1.html
○ 中国、海警法整備で「法律戦」 領有権主張の先兵に 軍事組織化も加速(産経新
聞)
https://www.sankei.com/world/news/201107/wor2011070019-n1.html
０６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 台湾総統が米大統領選で異例の声明「トランプ敗北でも冷静に」（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94926.php
○ 中国が「バイデン大統領」に期待感を漏らす（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94927.php
０５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

おおくぼ

２．１２．１
なるひこ（幹候 35 期）

○ 【調査報道】中国の「米大統領選」工作活動を暴く（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/600-6.php
○ 「武器使用」「防衛作戦への参加」を明記 中国が海警法案全文発表（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201105/wor2011050019-n1.html
○ 文在寅政権に捜査現場が「ノー」…韓国法相に検事３００人超が反旗（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201105/wor2011050025-n1.html
０４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 日米豪印 4 か国の共同訓練 中国の海洋進出の動きけん制も（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201104/k10012694141000.html
○ 海警局任務は「人工島」保全 根拠法案に明記―中国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020110401179&g=int
○ 中国 米の台湾への無人機売却に強く反発 対抗措置の可能性示唆（NHK）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201104/k10012695451000.html
○ 中国、海上警備に武器使用へ 尖閣周辺など、日本漁船も対象か（共同通信）
https://this.kiji.is/696716335757526113
０３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 習近平氏、米圧力に「反撃能力」 対中依存向上を指示（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201103/wor2011030002-n1.html
○ 中国・習近平が米大統領選直前に五中全会で掲げた「軍事目標」の正体（ダイヤモ
ンドオンライン）
https://diamond.jp/articles/-/253043
○ 北朝鮮が「建国の父・金日成」の遺訓に背いてまで核開発を続ける理由（現代ビジ
ネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76970
○ 習近平が、独裁者・毛沢東流の「上から」外交でアメリカを激怒させている…！
（現代ビジネス）
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76833
○ 米、台湾に高性能無人機「シーガーディアン」４機売却へ（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201103/wor2011030016-n1.html

おおくぼ

２．１２．１
なるひこ（幹候 35 期）

○ 米大統領選でバイデンが勝っても、欧州は「トランプ以前」には戻れない
（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94882.php
○ 金正恩氏、「大元帥」に格上げ可能性 体重も大幅増（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201103/wor2011030035-n1.html
０２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 「台湾軍は装備不足、（中国と）箒で戦えというのか」と台湾軍元将校
（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94871.php
○ 北朝鮮の瀬取り、見極め困難に カナダ艦、東シナ海監視で（共同通信）
https://this.kiji.is/695931807830738017
０１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 次期米大統領が直面する中国の軍事力拡大、最大の対外課題を解説（CNN）
https://www.cnn.co.jp/usa/35161777.html
○ 日本が「普通の国」を目指すのは正しい 間違っているのはプロセスだ
（Newsweek）
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94865.php

