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Yahoo! Japan News Topics
19:11 2015/4/27 Movie, The Moment of Mt. Everest Snowslip 
18:49 2015/4/27 TBS Bureau Chief Wrote on Bunshun Becomes Deposition, National

Twitter
19:04 - 2015年4月27日　YOL スポーツ @YOL_sports　鶴竜、夏場所復帰に意欲「悔しい思いぶつける」 http://j.mp/1GzmAH3 
19:04 - 2015年4月27日　YOL スポーツ @YOL_sports　日本ハム、キャンプをアリゾナで…来年２月 http://j.mp/1GzmAqE 
19:01 - 2015年4月27日　AFPBB News @afpbbcom　大地震によるエベレスト雪崩、生存者の証言 AFP特派員も http://ift.tt/1HNi3kD  世界の最
新ニュースはこちらから→ http://ift.tt/1yk8O3X  
19:01 - 2015年4月27日　AFPBB News @afpbbcom　【AFP記者コラム】「イスラム国」から奪還した町に戻るクルド人 http://ift.tt/1HNfUFG  
世界の最新ニュースはこちらから→ http://ift.tt/1yk8O3X  
19:00 - 2015年4月27日　ロイター.co.jp @Reuters_co_jp　世界一安い日本のディズニーランド、円安でＵＳＪは外国人客急増 http://bit.ly/
1HNhYxi 
19:00 - 2015年4月27日　CNN International @cnni　Nepal earthquake death toll rises to 3,726, with at least 6,500 injured, Nepalese 
police spokesman says. http://cnn.it/1EIdkQJ 
19:00 - 2015年4月27日　ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 
月期もアイフォーン好調が追い風となったもよう　http://on.wsj.com/1FqH3fR  
19:00 - 2015年4月27日　The New York Times @nytimes　Laughter (and a few boos) as Obama takes aim at the White House 
Correspondents’ Association dinner http://nyti.ms/1z6Vpkz 
18:59 - 2015年4月27日　BBC Sport @BBCSport　Selfie sticks have been banned from the Wimbledon tennis championships  Full story: 
http://bbc.in/1GxizQO  
18:57 - 2015年4月27日　Vogue Magazine @voguemagazine　8 skin perfecters to try this spring: http://vogue.cm/1EHvoKQ 
18:56 - 2015年4月27日　TIME.com @TIME　Kathmandu on edge after deadly quake http://ti.me/1b5Jec3  
18:54 - 2015年4月27日　朝日新聞(asahi shimbun） @asahi　日本列島、４月なのに「夏」　北海道で１７年ぶり真夏日 http://t.asahi.com/hotj 
18:54 - 2015年4月27日　BBC Sport @BBCSport　More on the news that #LFC striker Daniel Sturridge could miss the rest of the season 
http://bbc.in/1JJW6Ag  
18:52 - 2015年4月27日　The New York Times @nytimes　How to limit the number of currency exchange charges when traveling abroad 
http://nyti.ms/1I5z5cB 
18:50 - 2015年4月27日　ロイター.co.jp @Reuters_co_jp　ドイツ銀行、外為取引操作疑惑で大きな影響見込まず＝ＣＦＯ http://bit.ly/1PL3Ci8 
18:49 - 2015年4月27日　The New York Times @nytimes　Katmandu: Before the Quake http://nyti.ms/1bvvvM7 
18:48 - 2015年4月27日　YOL 社会 @YOL_national　スギ・ヒノキ花粉、月内で終息…東北は来月上旬 http://j.mp/1GzjSRX 
18:48 - 2015年4月27日　ニューズウィーク日本版 @Newsweek_JAPAN　ケリー米国務長官、27日にイランのザリフ外相と会談へ | ワールド | 最新
ニュースニューズウィーク日本版 http://www.newsweekjapan.jp/headlines/world/2015/04/148306.php …
18:45 - 2015年4月27日　The New York Times @nytimes　The Republican field woos Iowa Evangelical Christians http://nyti.ms/1bsPif5 
18:45 - 2015年4月27日　ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan　遺伝子組み換え食品に対して米消費者の間で不安が広がるなか、

18:44 - 2015年4月27日　YOL スポーツ @YOL_sports　慶大が勝ち点１、早大は勝ち点２に…東京六大学 http://j.mp/1PL2rzu 
18:44 - 2015年4月27日　YOL スポーツ @YOL_sports　錦織、世界ランク５位で変わらず…男子テニス http://j.mp/1PL2r2f 
18:42 - 2015年4月27日　BBC Sport @BBCSport　England will face France ahead of their autumn international series against New 
Zealand http://bbc.in/1HNdoz9  
18:42 - 2015年4月27日　東スポWebニュース @tospo_news　たかじんさんの遺産２億円　社団法人に寄付…妻さくらさん返還請求なし http://
www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/394248/ … #tospo
18:40 - 2015年4月27日　TIME.com @TIME　 “The two countries were once as close as lips and teeth, but Beijing is increasingly wary of 
Pyongyang” http://ti.me/1GyZzEr 
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