
コスモス：時空と宇宙、真相解禁 アポロ計画の裏側、ロズウェルに堕ちた宇宙人、
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（18日 ～11：00）

ヒトラーの教皇　闇の真実（1日 ～12：30）、ナチス・ドイツの巨大建造物 2、ナチス・ドイツの巨大建造物 3、
あなたの知らない世界史２、ナチス・ドイツの巨大建造物 4、ナチス巨大砲V3の謎、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶

潜入！ボストン 爆弾テロ事件捜査、潜入！NYマフィア捜査、潜入！アメリカ連邦捜査局、
潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、潜入！アメリカ国境攻防戦、密着！国境警備の戦い：ドラッグの密輸現場、

密着！国境警備の戦い：命がけの突破、潜入！コカイン密輸潜水艦、密着! エル・ドラド空港警察、
消えたハイジャック犯の謎、エアフォースワン：大統領専用機の秘密

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場２

徹底スキャン：世界の歴史建造物、死と意識の謎、潜入！クリスタルの洞窟、バイキング大虐殺の謎、
ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～、キリストの墓 ついに解かれた封印、破壊へ導く侵略者たち、

消えたハイジャック犯の謎、解析！超自然現象２、知られざるUFOの謎、ロズウェルに堕ちた宇宙人、UFO地球襲来の真実

ライオン～ルワンダへの帰還、ライオン：闘いの一生、驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５、肉食動物の惑星、因縁の対決：ライオン 
vs バッファロー、百獣の王ライオン～トップの座を巡る闘い～、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、因縁の対決：ライオン vs キリン、
最強のライオン軍団、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、大型ネコ科：驚愕の能力、ネコ科最強決定戦、ベンガルトラ：王者が巡る旅

試験放送（22日）

びっくり！ギガ建造物、ナチスに残る都市伝説の真相、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、
検証：UFO事件の新事実

インフォメーション

脳トリック3、新 都市伝説～超常現象を解明せよ！～、常識破りの科学者たち

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

中国の伝統と技術、
中国 巨大国家の真実、
中国と海洋文化

コスモス：時空と宇宙「未知を楽しむ」
/UFO地球襲来の真実

「集団目撃」「夜空を横切る謎の光」
「ヘリを襲う謎の飛行物体」「政府の隠ぺい」

世界大自然紀行：ボルネオ、
世にも奇妙な深海の魔物たち、
世界大自然紀行：ボツワナのライオン兄弟、
世界大自然紀行：コンゴ

空の英雄たち、
ヘンリー王子

輝かしき人生の光と影、
終戦への階段

空母ロナルド・レーガンの最新構造、
ギャラクシーＣ-５：

アメリカ空軍巨大輸送機、
アメリカ軍を率いた将軍たち

囚われし者たち～戦火の絆、
ロイヤル・ウェディングの
知られざる世界、

ナチスに残る都市伝説の真相
世界の巨大工場４

旅するシェフの
仰天レシピ、

生き抜け！原始生活

生き抜け！原始生活２

一攫千金！
巨大マグロ漁 7

野生に生きる

廃墟お宝ハンター、ワイルド・ベイビー！、黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて

世界の巨大工場７

 カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

→スーパーカー大改造 2

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

→世界の巨大工場２

無情の海域～沈みゆく真実を追う、密着！ドバイ国際空港、密着！ドバイ国際空港 2

インフォメーション

インフォメーション
歴史に残る武器・軍用品

→リスクを見抜け！デンジャー解析 新 衝撃の瞬間
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サバイバルゲーム：
熾烈な生存競争

一攫千金！
巨大マグロ漁 7

バ科学2
→スゴ腕どうぶつドクター

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

武士道と弓矢
→ナチス・ドイツの
巨大建造物

シーザー・ミランの
ラスベガス・ライブ（3日 ～12：30）
→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー

スーパーカー大改造 2

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

無情の海域～沈みゆく真実を追う
→解明！バミューダ・
トライアングルの謎

→ケネディ大統領を殺した男
→世界の巨大工場

→ナチス・ドイツの巨大建造物
→バカと科学でバ科学なのだ!!

→バ科学2

世界の巨大工場５

アウトロー・アイランド～隔絶された町、衝撃の瞬間６、ロング・ロード・ホーム、ボストン絞殺魔の正体、
ロイヤル・ウェディングの知られざる世界

第二次世界大戦の潜水艦、
黙示録：カラーで見る
第二次世界大戦

武器コレクター、
黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、
第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実

武器コレクター、
ナチスに残る
都市伝説の真相

チェーン・オブ・コマンド
→アジア 恐怖伝説

世界大自然紀行：ボルネオ
→世界大自然紀行：ナミビア
→世界大自然紀行：
ボツワナのライオン兄弟

ナチス・ドイツ 最後の一年、
恐怖のナチス潜水艦 
U-166の記憶、

ロング・ロード・ホーム
潜入！暗黒産業

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3

ۧහɺˇĜ

宇宙の奇石
「#1 息吹」「#2 狂騒」「#3 防護」

「#4 創始」「#5 生存」
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カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

世界の巨大工場７
→世界の巨大工場４

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ライオン：闘いの一生、驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５、肉食動物の惑星、因縁の対決：ライオン vs バッフ
ァロー、百獣の王ライオン～トップの座を巡る闘い～、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、因縁の対決：ライオン vs 
キリン、最強のライオン軍団、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、因縁の対決：カバ vs ライオン、大型ネコ科：驚愕の
能力、ネコ科最強決定戦、ベンガルトラ：王者が巡る旅

ナチス・ドイツ　最後の一年、21世紀の最新鋭艦 特別版、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、ナチス潜水艦U-745の謎、
日本軍の極秘潜水艦、ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎、潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、空母ロナルド・レーガンの最新構造、

ハイテクのルーツ２、世界の巨大工場５、世界の飛行機大図鑑、チェーン・オブ・コマンド、
エアフォースワン：大統領専用機の秘密、ヘンリー王子 輝かしき人生の光と影
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サバイバルゲーム：
熾烈な生存競争、

野生動物ビックリ映像集

中国 巨大国家の真実
「受け継がれる伝統」

「巨大国家の急成長を追う」
/中国と海洋文化「#1」「#2」「#3」
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カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

検証：UFO事件の新事実、
マヤ文明

密林に隠された真実

クレイジー・ジャーナリスト：
マイケル・ウェアが見た世界、

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

第二次世界大戦の潜水艦、
黙示録：カラーで見る
第二次世界大戦

宇宙の奇石

解体！スーパー航空機、
解体！F-4ファントム戦闘機

　
メーデー !16：航空機事故の真実と真相
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６、
メーデー !14：航空機事故の真実と真相、
メーデー !15：航空機事故の真実と真相、

消えたハイジャック犯の謎

スーパーカー大改造、
スーパーカー大改造 2

日本軍の極秘潜水艦
→第二次世界大戦の

潜水艦
ナチス・ドイツの巨大建造物 3
→大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

戦場の記録 宇宙の奇石

地球：45億年物語 特別版（3日）
ナショジオ サンデー ストーリー
ノルマンディー上陸作戦（10日）

カラーで見るノルマンディー上陸作戦
「苦悩と決断」「パリ解放」

/大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ノルマンディー上陸作戦：レンジャー部隊」

小さな昆虫の世界（17日）
驚異のアリ帝国/昆虫の驚くべき世界
/破壊へ導く侵略者たち「吸血寄生昆虫」
UFOの噂と真相（24日 ～22：00）
ロズウェルに堕ちた宇宙人

/UFO地球襲来の真実「日本航空機が遭
遇した巨大UFO」/知られざるUFOの謎
/検証：UFO事件の新事実「小さなエイリアン」
/解析！超自然現象２「ミステリーサークル」

密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ」「コカイン密輸の手口」

「出入国審査官たちの奮闘」
「悲しい運び屋」「さまざまな空港犯罪」
ʢʏʿʐʂ!ʭ˅ˋʠˁɼˋ

密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊
/戦場の記録

「#1 アフガニスタン 混乱といら立ち」
「#2 メディバックの決意」

「#3 死と隣り合わせの渓谷」「#4 戦友の絆」

地球の巨大生物TOP10（3日 ～18：00）
→潜入！日産GTR 誕生の裏側
→メーデー !16：航空機事故の

真実と真相

戦場の記録

ナチス・ドイツ 最後の一年、
ナチス巨大砲V3の謎、
ロング・ロード・ホーム

歴史に残る武器・軍用品、
ナチスに残る
都市伝説の真相

歴史に残る武器・軍用品、
黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

セックスの秘密
→タブー ～性なる秘密～
→潜入！ボストン
爆弾テロ事件捜査
→ナチス・ドイツの
巨大建造物

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3

シロナガスクジラ 神秘の王国（2日 ～24：00）
→ロイヤル・ウェディングの知られざる世界

消えたハイジャック犯の謎
/エアフォースワン：大統領専用機の秘密

/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#1 絶対に見破れない密輸」

ヘンリー王子 輝かしき人生の光と影
→裏偉人伝：時代の反逆者たち
→ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機
→密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港

メーデー !11：航空機事故の真実と真相、メーデー !12：航空機事故の真実と真相、
メーデー！４：航空機事故の真実と真相、メーデー！５：航空機事故の真実と真相、
メーデー！７：航空機事故の真実と真相、メーデー！９：航空機事故の真実と真相、
メーデー !10：航空機事故の真実と真相、メーデー !13：航空機事故の真実と真相、
メーデー !14：航空機事故の真実と真相、メーデー !15：航空機事故の真実と真相　

ູୠćਂ ऋ࡙ૢঠɂེ੯ （15日～29日）
ູୠćਂ ऋ࡙ૢঠɂེ੯ （16日～30日）

メーデー！５：航空機事故の真実と真相、メーデー !12：航空機事故の真実と真相、メーデー !14：航空機事故の真実と真相、
メーデー！７：航空機事故の真実と真相、メーデー !10：航空機事故の真実と真相、メーデー！９：航空機事故の真実と真相、
メーデー !11：航空機事故の真実と真相、メーデー !15：航空機事故の真実と真相、メーデー !16：航空機事故の真実と真相、

メーデー！４：航空機事故の真実と真相、メーデー !13：航空機事故の真実と真相
衝撃の瞬間：特別編、ダイアナ妃の告白、衝撃の瞬間３、世界の飛行機大図鑑

宇宙の奇石
→ローバーが魅せる
火星の秘密

→世にも奇妙な深海の
魔物たち

→ハッブル宇宙望遠鏡
25年の軌跡
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4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24
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