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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！番外編：惨劇の全貌、台湾・高雄 改革の裏側

潜入！暗黒産業、現代テロリズムの進化と戦術、戦場の記録、D-Day：史上最大の作戦 Ⅰ、D-Day：史上最大の作戦 Ⅱ、
ヒトラーの極秘収容所 米兵捕虜の記録、ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ戦、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、解体！スーパー航空機、完全再現！史上最強の軍隊

世界の巨大工場６

捕食者の死闘：
ライオンvsチーター、
サベージ・キングダム 2

宇宙の奇石

ジーニアス：ピカソ

怪奇現象Ｘファイル 2、考古学が語る聖書の秘密、解析！超自然現象２、世にも奇妙な伝説バスター、都市伝説の真相

サベージ・キングダム：残酷の王国、最強のライオン軍団、ハイエナ・クイーン、サベージ・キングダム 2：新たな支配者、
植物だって生きている 特別版、ライオン・レンジャー、インドネシア諸島の神秘の動物たち～進化の歴史～、

ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、ワイルド・ドルフィンズ、インド～大自然と野生動物～

インフォメーション

クリッターカム：野生動物のカメラアングル、ジャングルで戦うレスキュー隊 2、バ科学5、ナショジオ どうぶつ調査団、マレーシアの旅

ゴミを宝に！都会お宝ハンター、密着！ドバイ国際空港

脳トリック2、密着！ドバイ国際空港

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

黄河と長江
いにしえの文化を訪ねて 3、

中国 秘境への道

宇宙～時空超越の旅～
「#1タイムトラベル」「#2宇宙空間の謎」
「#3量子力学で見る「現実」」
「#4多元的宇宙の謎」

アメリカ～国立公園を巡る旅、
因縁の対決：カバ vs ワニ、
生きもの地球大紀行

ナチスに残る
都市伝説の真相、
窮地のヒトラー：
進撃の連合軍

黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、
ヒトラーの極秘収容所 米兵捕虜の記録、
ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、

ナチス政権 最後の日々

都市伝説
～超常現象を解明せよ！～

UFO：欧州未解決事件簿、
CIA極秘ファイル：エリア51、
消えたハイジャック犯の謎、
デンジャーゾーン！潜入マル秘ルポ３
ナチスに残る都市伝説の真相、
薬物に溺れたヒトラーの秘密、
旧ソ連の怪奇ファイル、
クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

バ科学3、ジョニーとリチャードの“こんなコト知ってた？”

世界の巨大工場５
→世界の巨大工場7

（7・14日 15：54～）中村獅童の予期せぬ旅

独裁者のルール

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏
（6・13日 20：54～）中村獅童の予期せぬ旅
→世界の巨大工場４→世界の巨大工場３

衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間４、ジーニアス：ピカソ、衝撃の瞬間５

インフォメーション

インフォメーション

バ科学5

エクスプローラー ジャーナリズム・アメリカ

スゴ腕どうぶつドクター２、
アニマルER
緊急治療の現場

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

（7日 14：54～）中村獅童の予期せぬ旅

アメリカ軍を率いた将軍たち
→ヒトラーの極秘収容所
米兵捕虜の記録、

ロンドンを襲ったドイツの秘密飛行船

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２
→シーザー・ミランの 子犬トラブル

→台湾・高雄 改革の裏側
→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー：アジア編

世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車6

→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車5

衝撃の瞬間5、衝撃の瞬間6、衝撃の瞬間2

アジアの英雄、鄭成功の帆船
→真珠湾に眠る英霊たちへ
→アフガニスタンの英雄 最後の勇士
→ ベトナム戦争 英雄たちの絆

ジャーナリズム・アメリカ
→ザ・ボーダーライン
税関国境警備局２

密着！国境警備の戦い:
番外編

囚われし者たち～戦火の絆、
台湾・高雄 改革の裏側、
ナチス・ドイツの巨大建造物

ライバルが暴く
真実と秘密、

第二次世界大戦の潜水艦

元素の掟：ヒンデンブルク号と
水素の罠、

戦闘ヘリの限界に挑む！、
恐怖と緊迫の事件簿

黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦

アウトロー・アイランド
～隔絶された町

世界の巨大工場４、世界の巨大工場5、地下6400キロの旅、
ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ、イヤーミリオン、

地獄の地図 悪しき魂が集う闇、LA 92、宇宙から見る人類の歩み、
イエス・キリスト 磔刑の真相、永遠の地球

UFO：欧州未解決事件簿
「宇宙人と消えた操縦士」/
地球を襲う宇宙の嵐

「猛烈な砂じん嵐」「宇宙の大嵐」「危険な太陽風」

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車2

ジーニアス：ピカソ、
密着！国境警備犬、
世界の飛行機大図鑑

密着！
ホルヘ・チャベス空港警察

ロシアで最も苛酷な仕事、
ハイテクのルーツ、
ハイテクのルーツ２

南太平洋の島探検、
ハイテクのルーツ

セックスの秘密

ジャーナリズム・アメリカ、
世紀の性の奴隷たち

世界の巨大工場２、
（1日 12：24～）中村獅童の予期せぬ旅、

世界の巨大工場3、
世界の巨大工場4　

メーデー !15：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 !11：航空機事故の真実と真相、メーデー！番外編：惨劇の全貌、

メーデー !10：航空機事故の真実と真相、メーデー !：航空機事故の真実と真相

戦火の記憶、THE SS：ナチス親衛隊、終戦への階段、ナチス・ドイツの巨大建造物 3、窮地のヒトラー：進撃の連合軍、
ナチス・ドイツの巨大建造物、ナチス・ドイツの巨大建造物 2

サベージ・キングダム 2、
ソノラ砂漠：
独特な自然の命

中国 秘境への道「#1」「#2」「#3」、
シルクロード鉄道：歴史と文化

「#1」「#2」

密着！ドバイ国際空港「差し迫る VIPの到着」
「欠航便でトラブル発生」
「定時運航への挑戦」
「黄金をドバイ土産に」

メーデー！４：
航空機事故の真実と真相、
メーデー！番外編：惨劇の全貌

古都：京都、自由の女神、
キリマンジャロ、
トルコ：カッパドキア

潜入！コカイン密輸潜水艦
→潜入！大人顔負けコドモ宣教者

→血塗られた遺物
→ジャーナリズム・アメリカ
地球最後の日を生きる
→ヴィルンガ国立公園

～内戦の傷跡
→潜入！シンガポール航空

ジーニアス：ピカソ、
サベージ・キングダム 2

空母ロナルド・レーガンの
最新構造

→窮地のヒトラー：
進撃の連合軍

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

（7日 23：54～0：00）中村獅童の予期せぬ旅

UFO：欧州未解決事件簿
→戦士たちの墓場

→仰天！海の底まる見え検証

ジーニアス：世紀の天才
アインシュタイン、

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン

ダ・ヴィンチ 幻の傑作、
大戦を左右した
伝説の奇襲作戦、

ナチス潜水艦U-745の謎、
戦闘ヘリの限界に挑む！、
恐怖と緊迫の事件簿

ジーニアス：ピカソ、
謎の古代文明 猿神王国を求めて

コスモス:時空と宇宙「銀河に立つ」
「生命の流れ」「知識の栄光」

ナショジオ版・
決定的瞬間！、

ザ・ステイト～虚像の国

メーデー！７：
航空機事故の真実と真相

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

（11日 23：54～）中村獅童の予期せぬ旅

躍動の青い惑星
→大戦を左右した伝説の

奇襲作戦

ジーニアス：ピカソ
→ジェネレーションＸ

メーデー !15：
航空機事故の真実と真相

空の英雄たち
→窮地のヒトラー：
進撃の連合軍

ロング・ロード・ホーム、
ヒトラーの教皇 闇の真実

ジャーナリズム・アメリカ、
仰天！海の底まる見え検証

完璧な武器はどれだ！、
空の英雄たち

囚われし者たち～戦火の絆～、
恐怖のナチス潜水艦
U-166の記憶、

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編

独裁者のルール、
ナチス巨大砲V3の謎、
第二次世界大戦の潜水艦

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、
台湾・高雄 改革の裏側、
怪奇現象Ｘファイル

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４、

（4日 22：54～）中村獅童の予期せぬ旅、
ニューオーリンズ物語

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車6、
（5・12日 21：54～）中村獅童の予期せぬ旅、

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車3

ジーニアス：ピカソ
→潜入！チャンギ空港が

示す近未来
→超巨大地震から身を守れ！

ジャーナリズム・アメリカ
→仰天！海の底
まる見え検証

ザ・潜入！

ワイルド・ミシシッピ～共存する動物たち、世界大自然紀行：ハワイ、
神秘の大自然 フィリピン、ゴロンゴーザ：野生王国の再生、
カストロが愛したサンゴ礁、海の巨人マンタの謎めく生態

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 ! 5 ：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 !11：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 ! 4 ：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

（16日～30日）

台湾・高雄 改革の裏側

【動物愛護】
（７日）神秘の大自然 フィリピン「美しき島々」

「珍しい野生動物たち」/
生命の源：セレンゲティ

【アジアが誇るテクノロジー】
（14日）潜入！チャンギ空港が示す近未来/

潜入！シンガポール航空
【「仰天！海の底 まる見え検証」放送直前SP】
（21日）海底に沈む第二次世界大戦の真実/

海底に沈んだミステリー/
仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎

【世界のミステリー】
（28日）古の財宝を求めて：装飾の謎/

マヤ文明 密林に隠された真実/
キリストの墓 ついに解かれた封印


