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ローバーが魅せる火星の秘密、NASA盗難事件 狙われた月の石 特別版、真相解禁 アポロ計画の裏側、ロズウェルに堕
ちた宇宙人、エジプト遺産の守り人、ベトナム戦争 英雄たちの絆、黄金に魅せられた人類、始皇帝陵の暴かれた真実、
独裁者のルール、解明！バミューダ・トライアングルの謎、潜入！地下ポーカー、潜入！NYマフィア捜査、朝鮮王朝の王墓群、
潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、死と意識の謎、マヤ文明 密林に隠された真実

（6日～16日） 黙示録：カラーで見る第二次世界大戦、真珠湾に眠る英霊たちへ、日本軍の極秘潜水艦、
衝撃の瞬間６、激戦！ 硫黄島～星条旗と戦いの記憶、ナチス政権 最後の日々、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、ナチスに残る都市伝説の真相、
戦火の記憶、第二次世界大戦の潜水艦、第二次世界大戦の潜水艦２

メーデー！４：航空機事故の真実と真相

世界の巨大工場５

新 都市伝説～超常現象を解明せよ！～、探偵ダイバー、海の謎に迫る！、カリブ海に沈む海賊都市の謎、
海底に沈む第二次世界大戦の真実、ザ・ハプニング 奇術師たちの挑戦、ダイアン･フォッシー：真実は霧のかなたに、

消えたハイジャック犯の謎、CIAの深い闇

　　　　　　 　　　 （1日～3日） グレート･バリア･リーフ 生命の輝き
PHOTO ARK：動物の箱舟、トゥブ：女王猿として生まれて、ヨーロッパ紀行：大自然の誘い、捕食生物の隠れた生態、

生きもの地球大紀行、地球が奏でるシンフォニー、ザ・カリスマ　ドッグトレーナー～犬の里親さがします～

危険な時代に生きる 2、食べものがたり、脳トレ最新科学、
脳トリック 特別編：気軽に試せる脳トレゲーム、雑学サイエンス、脳トリック

インフォメーション

デンジャーゾーン！潜入マル秘ルポ ２、ライフハック～人生の裏ワザ、知って得するサイエンス、あなたの知らない世界史２

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

唐時代の宝船、鷹匠マカン、
中国：蒼き水中洞窟、

マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の旅、
フード・スクール：中国

検証：UFO事件の新事実「ロズウェル事件」
実「テキサスUFO目撃事件」
「三角形の飛行物体」
「家畜の変死と宇宙人」

地球が奏でるシンフォニー、
カストロが愛したサンゴ礁、
アメリカ～国立公園を巡る旅

ヒトラー･ユーゲント：
ナチスの子供たち、

ナチス潜水艦U-745の謎、
第二次世界大戦の潜水艦２

続 潜入！北朝鮮：
金王朝の真実、

ライバルが暴く 真実と秘密、
ナチス・ドイツの巨大建造物

ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、
ヒトラーの殺人部隊、

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

UFO地球襲来の真実

一攫千金！巨大マグロ漁 7、
UFO：欧州未解決事件簿

野生に生きる２、
ナチスに残る
都市伝説の真相

バ科学2、ジャングルで戦うレスキュー隊 2、ワイルド・ベイビー！

世界の巨大工場６
→世界の巨大工場５

スーパーカー大改造 2
→白州～森とウイスキーの物語～

→新 都市伝説～超常現象を解明せよ！～
→解体！F-4ファントム戦闘機
→21世紀の最新鋭艦 特別版

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

衝撃の瞬間４、ザ・2000年代～振り返る悲劇、史上最悪の地球の歩き方８、
史上最悪の地球の歩き方７、史上最悪の地球の歩き方６

インフォメーション

インフォメーション

リスクを見抜け！デンジャー解析 新 衝撃の瞬間

エクスプローラー 一攫千金！
巨大マグロ漁 7

スゴ腕どうぶつドクター２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

→中村獅童の予期せぬ旅
by e-Golf

水と権力 特別篇：
盗まれた資源

→灰にまみれて

→戦火の記憶

→ナチス・ドイツの
巨大建造物 総集編

→ザ・ステイト～虚像の国

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２

世界の巨大工場６

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

世界の巨大工場

検証：UFO事件の新事実、UFO地球襲来の真実、衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間４

アンダーカバー・
エンジェル マーズ 火星移住計画

アラスカの
最強メカニック

女性刑務官の戦いと真実、
アメリカ軍を率いた将軍たち、
続 潜入！北朝鮮：金王朝の真実、
密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、

ボストン絞殺魔の正体

ロング・ロード・ホーム、
ライバルが暴く
真実と秘密

完全再現！史上最強の軍隊、
地獄の地図 悪しき魂が集う闇

（10日　～6：00）、
第二次世界大戦の潜水艦

ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～、
ナチス・ドイツ 地獄のアルバム、
ビリー・ザ・キッド 新たな写真（20日 ～6：00）、
戦場のレスキュー作戦

宇宙の奇石「#10 故郷」
/ロズウェルに堕ちた宇宙人
/真相解禁 アポロ計画の裏側

/ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

世界の巨大工場４
→世界の飛行機大図鑑

ジーニアス：ピカソ

ロング・ロード・ホーム

サッダーム・フセイン 真実の姿、
オサマ・ビンラディン 殺害の真実、
第二次世界大戦の潜水艦２

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！７：航空機事故の真実と真相
白州～森とウイスキーの物語～、新 都市伝説～超常現象を解明せよ！～、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ

ナチス・ドイツの巨大建造物 3、ナチス巨大砲V3の謎、THE SS：ナチス親衛隊、ナチス・ドイツの巨大建造物 4、
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、CIAの深い闇、潜入！アメリカ連邦捜査局、第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、戦場の記録

野生動物
ビックリ映像集 2

鷹匠マカン/中国:蒼き水中洞窟
/マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の旅#1～3

/フード・スクール:中国

ローバーが魅せる火星の秘密
（2日 ～22：00）、

マーズ 火星移住計画

エクソマーズ：火星での生命探査、
都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、
スター・トーク、火星探査～生命の存在

密着！ホルヘ・チャベス空港警察
「#6 スーツケース改造の新手口」「#7 広がる密輸路線」

「#8 麻薬取締官の苦悩」
/密着！ドバイ国際空港「世界ナンバーワン空港を目指せ！」

メーデー!16：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!15：航空機事故の真実と真相

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

密着！ホルヘ・チャベス
空港警察

→消えたハイジャック犯の謎

THE SS：ナチス親衛隊
→ヒトラー･ユーゲント：
ナチスの子供たち

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→中村獅童の予期せぬ旅

by e-Golf
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

ジーニアス：ピカソ

続 潜入！北朝鮮：金王朝の真実
→ジーニアス：ピカソ
→知られざるUFOの謎

→宇宙から見る人類の歩み 特別版

ジーニアス：
世紀の天才 

アインシュタイン

セックスの秘密、
タブー ～性なる秘密～

ジーニアス：ピカソ

ヒトラー･ユーゲント：
ナチスの子供たち、

ナチス政権 最後の日々、
第二次世界大戦の潜水艦２

ジーニアス：ピカソ

メーデー !14：
航空機事故の真実と真相

世界の巨大工場７、
中村獅童の予期せぬ旅

by e-Golf

クレイジー・ジャーナリスト：
マイケル・ウェアが
見た世界

宇宙の奇石
→ジーニアス：ピカソ

ナショジオ サンデー ストーリー
（5日）ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子供たち

「#1 総統に命を捧げて」「#2 戦士の夢と現実」
ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵」

脳の不思議
（12日）脳トリック 特別編： 

気軽に試せる脳トレゲーム
MR. MUSIC BRAIN 

恐竜スペシャル
（19日）不死身の怪物： 

ティラノサウルスの秘密 特別版
地球の巨大生物TOP10 

恐竜スペシャル
（26日）謎の巨大肉食恐竜

恐竜たちのロストワールド
恐竜デスマッチ：新種の殺し屋

ダ・ヴィンチ 幻の傑作

密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#5 ミイラの
運び屋」「#6 スーツケース改造の新手口」
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編

→ザ・ステイト ～虚像の国

密着！国境警備犬「麻薬探知犬」
「密輸組織とＫ９の戦い」
第二次世界大戦の潜水艦２

メーデー !16：
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

独裁者のルール

アラスカの
最強メカニック

アメリカ軍を率いた将軍たち、
新 潜入！北朝鮮、

ザ・シークレットサービス：
偽造犯逮捕の瞬間、
蘇るローマ帝国の殺人

ロング・ロード・ホーム、
独裁者のルール

Ｘ-ファイル：
古代神秘の謎２

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

ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏、
中村獅童の予期せぬ旅 by e-Golf、
潜入！日産GTR　誕生の裏側、
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

密着！密輸阻止の現場：
ＪＦＫ国際空港

→ジーニアス：ピカソ

メーデー !15：
航空機事故の真実と真相
→独裁者のルール

世界の巨大工場７
→ブガッティ・シロン
名車誕生の舞台裏

　　　　　　 　　　  （1日、2日） グレート･バリア･リーフ 生命の輝き
PHOTO ARK：動物の箱舟、巨大タコを探せ！、巨大イカ VS マッコウクジラ、クジラたちの深海への旅、進化する巨大ナマズ、ニュージーランド：穏やかな海岸、

マレーシア～神秘的な海の楽園～、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、カストロが愛したサンゴ礁、地球が奏でるシンフォニー、ミッション・クリティカル、
海の巨人マンタの謎めく生態、進化の奇跡：ハンマーヘッド・シャーク、サファリ・ブラザーズ： アフリカツアーの裏側

メーデー !10：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 !12：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、
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 !16：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　
第二次世界大戦の潜水艦、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機、空母ロナルド・レーガンの最新構造、

アンネ・フランク 最期の日々、ナチス巨大砲V3の謎、宇宙の奇石

（3日～24日）

（4日、11日）

（4日、11日）

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

衝撃の瞬間：特別編


