
新聞記事一覧　2015.4.1～

掲載年月日 掲載紙 タイトル 区分

2016/3/31  日本経済新聞 軍の利権、経済改革に壁 政治

2016/3/31 読売新聞
新政権　軍の協力必須
スーチー氏頼み　不安も

政治

2016/3/31 朝日新聞 ミャンマー新政権発足 政治

2016/3/31 毎日新聞 ミャンマー新大統領就任 政治

2016/3/30 山陽新聞 ミャンマー　今日文民政権発足 政治

2016/3/26 日本経済新聞 ヤンゴン証取　取引スタート 経済

2016/3/25 産経新聞 株投資ブームに　ミャンマー期待 経済

2016/3/23 日本経済新聞 スー・チー氏、要職兼務か 政治

2016/3/23 朝日新聞
スーチー氏入閣　外相

ミャンマー新政権　当面４ポスト兼務
政治

2016/3/23 読売新聞
新政権に直接関与　スー・チー氏入閣

国防評議会で軍けん制
政治

2016/3/22 朝日新聞
ミャンマー　省庁再編案を承認

次期大統領提出　行政改革アピール
政治

2016/3/20 産経新聞
民主化ミャンマー市場も魅力　人口5千万超

経済成長中
経済

2016/3/17 日本経済新聞
ミャンマー進出に意欲

保険のAIA,外資開放期待
経済

2016/3/16 日本経済新聞
スー・チー氏側近選出
大統領半世紀ぶり文民

政治

2016/3/16 産経新聞
ミャンマー半世紀ぶり文民大統領

副大統領に元軍強硬派
政治

2016/3/16 朝日新聞
非軍人大統領　ミャンマー沸く

市民「夢見た歴史的瞬間」
政治

2016/3/16 読売新聞
スー・チー氏　政権主導へ

軍との関係構築焦点
政治

2016/3/16 毎日新聞 ミャンマー新政権　二重構造　危うさも 政治

2016/3/13 読売新聞
中国、日本産化事業に進出
ミャンマー「ダウェイ特区」

経済

2016/3/11 山陽新聞
スー・チー氏側近大統領へ
与党擁立、来週にも選出

政治

2016/3/11 産経新聞
スー・チー氏側近　大統領へ

ミャンマー来週にも選出
政治

2016/3/11 朝日新聞
スーチー氏側近　選出へ　ティンチョー氏　ミャン

マー新大統領
政治

2016/3/11 朝日新聞
大統領「中継ぎ」に腹心

スーチー氏、なお就任めざす
政治

2016/3/11 読売新聞 ミャンマー　スー・チー氏側近　大統領へ 政治

2016/3/11 毎日新聞
「スーチー大統領」断念

新政権、国軍を説得できず
政治

2016/3/10 日本経済新聞 ミャンマー新車　熱視線　VW・仏PSA上陸 経済

2016/3/9 日本経済新聞
味の素、ミャンマー再進出

　17年ぶり製販　経済特区に工場
経済
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2016/3/7 山陽新聞
ミャンマー大型支援　1000億円規模

スー・チー氏要請
政治

2016/3/2 産経新聞
「スー・チー大統領」見送り

ミャンマー候補指名10日に前倒し
政治

2016/3/2 日本経済新聞
「スー・チー大統領」遠のく

憲法規定の停止、断念　国軍との溝あらわ
政治

2016/2/23 日本経済新聞
アルミ缶　東南アで先手

日米企業、中国勢との競争備え
経済

2016/2/20 山陽新聞
国際貢献大学校支援の福島・石田小

震災後の学校生活説明　ミャンマー大使館訪問
その他

2016/2/5 毎日新聞 スーチー大統領へ特別法　ＮＬＤ、国会提案へ 政治

2016/2/4 産経新聞
スー・チー氏　独自外交へ

ミャンマー主要１１か国の大使召還
政治

2016/2/4 読売新聞
少数民族、正副議長に

ミャンマー上院　国民和解に配慮
政治

2016/2/3 山陽新聞 「スー・チー大統領」実現不透明 政治

2016/2/2 山陽新聞 ミャンマー新議会開会　スー・チー氏、融和重視 政治

2016/2/2 朝日新聞
「スーチ―大統領」道探る

ミャンマーＮＬＤ、軍と交渉か
政治

2016/2/2 読売新聞 ミャンマー新議会招集　ＮＬＤ体制スタート 政治

2016/2/2 毎日新聞
「スーチー大統領」交渉　ミャンマー与党　憲法

凍結案　国会開会 政治

2016/1/24 朝日新聞
工業団地　世界も注目

ミャンマー１３か国・地域から５６社 経済

2016/1/23 日本経済新聞
スー・チー氏、閣外から統率

大統領候補に88歳側近 政治

2016/1/13 日本経済新聞
ミャンマーの港湾　受注

東洋建設とＪＦＥエンジ　経済特区で 経済

2016/1/6 山陽新聞
SAマリン　ミャンマー事業本格化

子会社設立　　今春めどにコンサル 経済

2016/1/6 日本経済新聞
縫製工場　労働改善へ　バングラデシュやミャン

マー 経済

2016/1/6 日本経済新聞
ミャンマーで自動車保険　損保ジャパン日本興

亜
外資で初参入

経済

2016/1/5 日本経済新聞
ミャンマー西部の経済特区　中国企業主導で開

発へ 経済

2016/1/5 毎日新聞
ミャンマーでの合弁事業　ダム計画「民意」の壁

中国　苦手な住民対策 政治

2016/1/5 毎日新聞 国内は反対封じ込め 政治

2015/12/31 日本経済新聞
東南ア成長加速へ　ASEAN共同体発足

人口６億人の巨大経済圏 経済

2015/12/31 産経新聞
タイに抗議　ミャンマー過熱
死刑判決めぐり連日デモ 政治

2015/12/15 日本経済新聞
IT人材争奪ミャンマーで

日立/現地大学と育成、NTTデータ/技術者2.5倍
に

社会

2015/12/7 毎日新聞
スーチー氏を「最大支援」

旧軍政トップ　タンシュエ氏約束
政治

2015/12/5 読売新聞 軍政復活　拭えぬ不安 政治
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2015/12/3 産経新聞
円滑な政権移行　協力

スー・チー氏、大統領と確認
政治

2015/11/30 日本経済新聞
「スー・チー政権」始動
国軍と協力なお不可欠

政治

2015/11/30 日本経済新聞
経済成長　広がる沃野
金融基盤づくり急ピッチ

経済

2015/12/1 毎日新聞
軍と関係構築はかる

スーチー氏、トップ会談へ
政治

2015/11/28 読売新聞
スー・チー氏の来日要請

岸田外相ＮＬＤ幹部と会談
政治

2015/11/21 日本経済新聞
冷凍野菜　日本へ輸出

ミャンマーベル、年間5000トン
経済

2015/11/13 日本経済新聞 スー・チー氏に祝意　米大統領「民主化へ努力」 政治

2015/11/12 日本経済新聞
スー・チー氏頼み危うさ　「大統領より上」発言波

紋
政治

2015/11/12 日本経済新聞 ミャンマー政権交代へ　大統領「平和的に移譲」 政治

2015/11/11 日本経済新聞
スー・チー派「単独過半数」政権交代の可能性

経済安定成長、期待と不安
政治

215/11/11 山陽新聞
野党NLD過半数

スー・チー氏主導　政権交代の見通し
政治

2015/11/10 山陽新聞
総選挙後のミャンマー　民主国家へ歩み加速

国際社会で立ち位置変化
政治

2015/11/10 読売新聞
ミャンマー選挙後　課題多く
大統領選出/国軍の存在

政治

2015/11/10 読売新聞
野党優勢に国民熱狂

スー・チー氏「真の勝者は寛大」
政治

2015/11/9 山陽新聞 ミャンマーで総選挙　スー・チー氏の野党優勢 政治

2015/11/5 読売新聞
ミャンマー総選挙終盤戦

スー・チー氏人気　野党単独過半数が焦点
政治

2015/11/5 毎日新聞
ミャンマー与党　防戦一方　民主化アピール届

かず
政治

2015/10/29 毎日新聞
ミャンマー最大野党優勢

　「反スーチー氏」・不正　予断許さず
政治

2015/10/29 毎日新聞
ミャンマー総選挙　スーチー氏優勢　「敬虔 仏教

徒」も変革期待　イスラム優遇で相克
政治

2015/10/21 朝日新聞
「ミャンマー　自由な選挙を」
東京でロヒンギャ４０人デモ

政治

2015/10/16 中国新聞
８武装勢力と停戦署名　ミャンマー、全土は先送

り
政治
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2015/10/14 産経新聞 政権交代　少数民族政党カギ 政治

2015/10/9 読売新聞
スー・チー氏人気で攻勢　ミャンマー総選挙

与党は実績ＰＲ
政治

2015/10/8 日本経済新聞 ミャンマーの証券会社免許　大和系などが取得 経済

2015/10/8 毎日新聞
ミャンマー　選管の中立性　疑義　来月総選挙

膨大なミス
政治

2015/10/7 日本経済新聞ミャンマーで投資急増　電力供給・法整備に課題 経済

2015/9/24 読売新聞 ミャンマー特区　日本主導で開業 経済

2015/9/19 毎日新聞
おまじない政治学　深層ミャンマー

未来を変える占星術　独自に発展　政策を左右
政治

2015/9/16 日本経済新聞 ミャンマーで農機生産　クボタが組み立て工場 経済

2015/9/15 日本経済新聞
欧米ホテル、ミャンマー開拓

アコー・ヒルトン・シェラトン　低価格型や地方進
出も

経済

2015/9/15 毎日新聞
おまじない政治学　深層ミャンマー

「政権転覆の能力」恐れ
政治

2015/9/9 山陽新聞
ミャンマー選挙戦開始

次期政権懸け与野党対決
政治

2015/8/22 朝日新聞
軍の政治関与「続ける」

ミャンマー軍トップ　　　単独会見
政治

2015/8/20 日本経済新聞
ミャンマーのビール最大手　キリン、700億円で

買収
経済

2015/8/19 日本経済新聞
与党前党首の解任批判　スー・チー氏　協力関

係は継続へ
政治

2015/8/19 毎日新聞
下院議長「排除」進む　政権、解雇や逮捕の可

能性
政治

2015/8/14 読売新聞
ミャンマー、正常緊迫　与党党首解任

大統領側が実力行使
政治

2015/8/5 朝日新聞
もう一つの祖国　ミャンマー編

日本人になった三男
その他

2015/8/5 日本経済新聞
ミャンマー新工場稼働

コマツ　建機部品を修理・再生
経済

2015/8/5 日本経済新聞 ミャンマーに排外主義の影 宗教

2015/8/3 毎日新聞 洪水深刻化　27人が死亡 災害
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2015/8/1 日本経済新聞
証取　11月にも開設　財務副大臣「3年で20社上

場見込む」　ミャンマー、広がる市場
経済

2015/7/30 日本経済新聞
産業育成「日本に期待」

ミャンマー大統領　続投に意欲
政治

2015/7/30 日本経済新聞
バランス外交、中国配慮も

少数民族武装勢力との停戦　11月の総選挙前
に

政治

2015/7/14 毎日新聞
ミャンマー与党亀裂　スーチー氏の野党

総選挙参加　主導権争い対立
政治

2015/7/11 日本経済新聞
外食勃興　ミャンマー　ＫＦＣが米国勢の先陣

課題の物流　双日が冷食配送
経済

2015/7/8 日本経済新聞
ミャンマー、ヤミ市場でドル高

チャットを変動相場制に
経済

2015/7/4 産経新聞
　　　　フロンティア進出後押し
特区開発参画　動く日本企業

経済

2015/7/4 産経新聞
 ボランティアで地域貢献

「安定した医療実現に力尽くす」
医療

2015/7/3 産経新聞
医療者不足　救えぬ命

「心疾患治療のノウハウわずか」
医療

2015/7/2 産経新聞
日本の医療支援に期待

「ミャンマー発展の助けに」
医療

2015/7/1 産経新聞
ミャンマーで医療支援決定
５年間、国循などと協力

医療

2015/6/29 山陽新聞
「ジャパンハート」吉岡代表に聞く

継続へネット時代が味方　病院つくり人材育成を
医療

2015/6/26 日本経済新聞
日立、ミャンマー合弁生産

電力インフラ、民主化後で初　経済成長で需要
増

経済

2015/6/21 毎日新聞
ロヒンギャ支援４億円

岸田外相表明　避難所設置などに
民族

2015/6/21 日本経済新聞
日本、ミャンマー特区参加

東南アジア最大級　産業拠点開発
経済

2015/6/19 朝日新聞
難民認定されぬまま８年

ミャンマーから逃れ群馬へ　就労不可　移動も制
限

民族

2015/6/19 日本経済新聞
燃料輸入に優遇レート　ミャンマー中銀

インフレ抑制へ
経済

2015/6/18 読売新聞
ロヒンギャ族救済へ結束

ＡＳＥＡＮ緊急会合へ
民族

2015/6/11 産経新聞
スー・チー氏が訪中

ミャンマー総選挙にらみ決断
政治
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2015/6/11 朝日新聞
スーチー氏　習氏と会談

年内に総選挙　政権獲得にらみ
政治

2015/6/10 日本経済新聞
「東西経済回廊」今夏ミャンマー区間開通
タイとの貿易活発に　ASEAN一体化後押し

経済

2015/6/3 産経新聞
中国、ミャンマーを威嚇

国境で軍事演習　誤爆防止求め
国際

2015/6/2 日本経済新聞
日立、ミャンマー開拓

データセンター来年末稼働　売上高5年後300億
経済

2015/5/31 毎日新聞 世界の見方　対中関係悩むミャンマー 国際

2015/5/30 読売新聞 ロヒンギャ　人道支援に合意 民族

2015/5/29 朝日新聞
いちからわかる！

ミャンマーから逃れるロヒンギャ族って？
民族

2015/5/29 日本経済新聞
ミャンマーに開発拠点

ベトナムIT　日本からの受注拡大
経済

2015/5/28 毎日新聞
ミャンマー「ロヒンギャ」　漂流する密航船

「支援に３２億円必要」
民族

2015/5/27 日本経済新聞
バンコク・ポスト（タイ）　　ロヒンギャ問題、タイが

すべきこと　　「善意」を行動で示せ
民族

2015/5/27 日本経済新聞
ミャンマーでガス火力

丸紅、工業団地に電力供給　事業費４００億円
経済

2015/5/27 日本経済新聞
ミャンマー保険市場開放
損保ジャパンが第１号

経済

2015/5/25 日本経済新聞
ミャンマー、国際会議参加
少数民族「ロヒンギャ」巡り

民族

2015/5/23 日本経済新聞
インフラ整備　急ピッチ

ミャンマー大統領府相　ソー・テイン氏
経済

2015/5/23 日本経済新聞
ミャンマーで貸工場事業

住商など　日系企業の進出支援
経済

2015/5/23 山陽新聞
ミャンマーと交流を

企業進出後押し　岡山推進会議が発足
経済

2015/5/21 読売新聞
ロヒンギャ受け入れへ

マレーシアとインドネシア　　一時避難所設置で
合意

民族

2015/5/21 山陽新聞
１４年岡山県内企業の海外展開

新規インドネシア１位  進出拠点４年ぶり減少
経済

2015/5/19 毎日新聞
ロヒンギャ族　行き場なく

周辺国押し付け合い
民族
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2015/5/12 毎日新聞
民族対立　２万５０００人脱出
ミャンマーのロヒンギャ族ら

民族

2015/5/12 日本経済新聞 ミャンマー経済　テーマに講演会　２２日に岡山 その他　

2015/5/12 日本経済新聞
ミャンマー　ビール戦国時代

カールスバーグなど消費急拡大に照準
経済

2015/5/8 日本経済新聞
軍関係のODA　まずミャンマー

行政官の留学受け入れ
政治

2015/4/23 山陽新聞
「勉強に対する意欲を感じた」

東南アジア訪問　　岡山大生ら報告会
その他

2015/4/23 日本経済新聞
三菱東京UFJ銀行が支店　ミャンマーで営業開

始
経済

2015/4/21 毎日新聞
おかやま　お仕事図鑑　NGO職員

ミャンマーで衛生向上に尽力
その他

2015/4/16 毎日新聞
少数民族と対話「日本も参加を」

ミャンマー大統領府相会見
民族

2015/4/12 読売新聞
アジアに根付け　言論の自由

アジア総局長　西島　太郎
政治

2015/4/10 毎日新聞
ミャンマー大統領　改憲論議に距離

単独会見「政治と軍　離せぬ」
政治

2015/4/10 日本経済新聞
ミャンマー、大型火力に沸く

東洋エンジ系など相次ぎ計画
経済

2015/4/9 山陽新聞
台船使いコンテナ輸送
ミャンマーでSAマリン

経済

2015/4/8 朝日新聞
民政４年　訪れぬ平穏　内戦のミャンマー北部

避難する少数民族
民族

2015/4/7 産経新聞
日本のODAで１２０億円供与

カンボジアに斜張橋
経済

2015/4/7 日経産業新聞
ミャンマー、携帯市場拡大

利用者、１９年末に２．６倍へ
経済

2015/4/6 山陽新聞
私たちはどこへ　戦後７０年
第４部「アジア主義の虚実」

歴史

2015/4/5 日本経済新聞 ミャンマー大統領「主権守るのは軍」 政治

2015/4/5 毎日新聞 軍人優位　憲法改正を 政治

2015/4/3 日本経済新聞
ミャンマー支店　今月開業

三菱東京UFJ・三井住友銀　外資の大陣
経済


