﹃北朝鮮問題﹄︑﹃台湾問題﹄が絡む米中関係の今後と日本の選択｜｜
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最もわかりやすいのは﹁ド ロー
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障が経済に結びつく時代もない
のではないでしょ︑っか︒
う声もありますが︑どう考えま
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もっとも︑日本は少子高齢化
でした︒部小平の改革開放以来

渡 辺 え え ︒これ までもそう
焦点です︒
︵
了
︶

を見せるか︑ここが注目すべき

できるだろうか？という疑問

ません ︒
が︑賛同できません ︒

とではないでしょうか︒政策に
の先頭を走っていますが︑韓国

は戦後均年の間でも初めてのこ
対する実体経済の反応が非常に

