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3.10.17.24.31
密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、
激戦！ 硫黄島〜星条旗と戦いの記憶、
ベトナム戦争 英雄たちの絆、
真珠湾に眠る英霊たちへ、
世界の飛行機大図鑑

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

歴史に残る武器・軍用品
潜入！アメリカ連邦捜査局、
→客家ロマンチック街道の旅
21世紀の最新鋭艦、
→ベルグラーノ：撃沈された戦艦の真実
チェーン・オブ・コマンド、
→レーガン大統領 銃弾の真相
世界の巨大工場、
→世界最強の怪力ヘリコプター

第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、潜入！暗黒産業、
密着！国境警備の戦い:番外編、空の英雄たち、
チェーン・オブ・コマンド、囚われし者たち〜戦火の絆

アメリカ軍を率いた将軍たち
→レスキュー！海難救助隊２
→独裁者のルール
→戦闘ヘリの限界に挑む！
客家ロマンチック街道の旅
→エアフォースワン：大統領専用機の秘密
→ダイヤモンドと金塊と銃
→空母ロナルド・レーガンの最新構造
→日本軍の極秘潜水艦
→ドイツ軍が沈めた客船の謎
→元素の掟：ヒンデンブルク号と水素の罠
→日本軍への残虐な戦犯

怪奇現象Ｘファイル 2、知られざるUFOの謎、UFO地球襲来の真実、
インフォメーション

バ科学5、永遠の地球、
解体トレジャーハンター、廃墟お宝ハンター

あなたの知らない世界史２、客家ロマンチック街道の旅、生き抜け！原始生活 総集編、解体トレジャーハンター、廃墟お宝ハンター
恐るべき野生の殺し屋、ワイルドな一日、ワイルドな一日 2、ワイルドな一日 3
ෂਡɬඪɥ

密着！ドバイ国際空港 3、密着！ホルヘ・チャベス空港警察、
密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、密着！ドバイ国際空港

カンフー・モーション
「人間ジャグリング」
「京劇 孫悟空」、
中国と海洋文化「#1」
「#2」

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー

一攫千金！
巨大マグロ漁 5

→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２

→一攫千金！
巨大マグロ漁 6

インフォメーション
メーデー！番外編：惨劇の全貌、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

戦場の記録、ロング・ロード・ホーム、完全再現！史上最強の軍隊、第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、
戦火の記憶、アメリカ軍を率いた将軍たち、終戦への階段

世界の巨大工場４

エアバスA380：世界最大の旅客機、巨大建造物：究極の鉄道、恐怖！地上1200Mの展望台、
豪華絢爛！ドバイの巨大競馬場、地球最後の日を生きる、２億5000万年後の地球大陸、潜入！暗黒産業、
CIA極秘ファイル：エリア51 特別版、ホーキング博士のジーニアス、NASA盗難事件 狙われた月の石 特別版

CSI：恐竜科学捜査班
→ジェーン・グドールと救う楽園の島 アメリカ〜国立公園を巡る旅
総集編
→驚愕！サメとの電撃戦
→世界大自然紀行：スコットランド 第二章

インフォメーション

動物界の意外なお友達 3

スゴ腕どうぶつドクター
→スゴ腕どうぶつドクター２

動物界の意外なお友達 4
動物界の意外なお友達 2

インフォメーション
アウトロー・アイランド〜隔絶された町、示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、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、潜入！メキシコの麻薬抗争、潜入！暗黒産業、密着！国境警備の戦い：番外編、
潜入！アメリカ連邦捜査局、歴史に残る武器・軍用品、空の英雄たち、21世紀の最新鋭艦、ベルグラーノ：撃沈された戦艦の真実、
チェーン・オブ・コマンド、レーガン大統領 銃弾の真相、囚われし者たち〜戦火の絆

インフォメーション
新 衝撃の瞬間
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

ණ࢝Ʌୣɚჩ （31日）ジェーン
地球に住む命

メーデー！４：
航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間６
ණ࢝Ʌୣɚჩ （31日）シロナガスクジラ 神秘の王国（〜17：00）
地球に住む命

→メーデー！５：
航空機事故の真実と真相

チェーン・オブ・コマンド、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、
黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、黙示録：カラーで見る第二次世界大戦、カラーで見るノルマンディー上陸作戦

→客家ロマンチック街道の旅

世界の巨大工場７
→カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

→ 新 衝撃の瞬間

スーパーカー大改造

→メーデー！７：
航空機事故の真実と真相

インフォメーション
客家ロマンチック街道の旅、新 衝撃の瞬間

「ヒトラーの隠れ家」
「ヒトラーの防衛線」
「ヒトラーの秘密兵器」
「ヒトラーの報復兵器」

エクスプローラー、終わらない社会問題：ヘロイン、ジャーナリズム・アメリカ、ジャッキー･チェンのリサイクル大作戦
৽Ȣɥණ࢝ࠞࣃ （31日）ジェーン・グドールと救う楽園の島
考える地球環境

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 独ソ戦、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、ナチス・ドイツの巨大建造物 3
৽Ȣɥණ࢝ࠞࣃ （31日）地球が壊れる前に（〜21：00）
考える地球環境

窮地のヒトラー：進撃の連合軍、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、ナチス潜水艦U-745の謎、ナチス巨大砲V3の謎、
ナチス・ドイツ 地獄のアルバム、ナチスのドラムビート作戦、ヒトラーの野望〜絶滅動物の復活計画〜、
薬物に溺れたヒトラーの秘密、ナチス政権 最後の日々、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、ナチス・ドイツ 最後の一年

ʢʏʿʐʂ!ʍˋʟĜ!ʑʠĜ˂Ĝ
【ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編 一挙放送】
（２日）
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編

潜入！日産GTR 誕生の裏側 【類人猿の世界】
→客家ロマンチック街道の旅 （９日）ジェーン
人間とチンパンジー：DNA２％の相違
→スーパーカー大改造
密着！ゴリラのファミリー
ෂਡɬඪɥ

「#2」
「#3」
中国と海洋文化「#1」

世界の巨大工場７

オランウータン 最後の楽園

【メーデー！番外編：惨劇の全貌
カンフー・モーション
4時間マラソンSP】
「人間ジャグリング」
「京劇 孫悟空」（16日）
メーデー！番外編：惨劇の全貌
「見えない手がかり」
「事故か陰謀か」
「ステライル・コックピット・ルール」

「火炎地獄」
検証：UFO事件の新事実
→検証！古代建造物の謎
【ビフォア・クリスマスSP】
→失われた暗黒時代の財宝
（23日）
イエス・キリスト 磔刑の真相
→ヘロデ王：隠された王墓の謎
「前編」
「後編」
イエス・キリストと7つの謎
→ナスカの地上絵：古代の秘密

キリストの墓 ついに解かれた封印

検証：UFO事件の新事実
౦ۆޢદ
ۧහɺˇĜ
レンジローバー ヴェラール：
ブガッティ・シロン
→謎の古代文明 猿神王国を求めて 【平成最後の年末に振り返る1990年代】
アメリカ：エヴァグレーズ国立公園、
ザ・メイキング、
名車誕生の舞台裏、
コスモス：時空と宇宙
（30日）
→ローマ沈没船の秘密
90s〜90年代 21世紀への選択
イタリア：ヴェネツィアとその潟、
「太陽の姉妹」
「地球という世界」 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
カー・SOS 蘇れ！
「戦争への道」
「リアリティ」
「内なる敵」
ジェーン、LA 92、
→秘められた旧約聖書の謎
エクアドル：ガラパゴス諸島、
「新しい衝突」
「暴かれる真実」
「永遠の命」
思い出の名車３
チェコ：プラハ
→検証！古代建造物の謎
クレイジー・ジャーナリスト： 「電気に魅せられた少年」
Ċ႘TQ （26日）
潜入！北朝鮮SP
「次の世紀へ」
マイケル・ウェアが見た世界、
検証：UFO事件の新事実
潜入！北朝鮮：交わされた約束、
アメリカ〜国立公園を巡る旅 総集編、
メーデー！番外編：
→マヤ文明 密林に隠された真実 （２日）ナチス・ドイツの巨大建造物 3
ダイアナ妃の告白、
仰天！
潜入！北朝鮮：約束の行方
→唐時代の宝船
ジェーン・グドールと救う楽園の島
世界大自然紀行：地獄谷のニホンザル、
惨劇の全貌、
ジェンダー革命
海の底まる見え検証
→ルネサンス誕生の地 フィレンツェの秘密 （16日）ジェーン
世界大自然紀行：スコットランド 第二章
→失われた暗黒時代の財宝
メーデー！
５
：
（31日）
৽Ȣɥණ࢝ࠞࣃ
考える地球環境
航空機事故の真実と真相、
ジャッキー･チェンのリサイクル大作戦（〜22：00） アルカトラズに秘められた謎、 ナチスに残る都市伝説の真相
生き抜け！原始生活
アジア 恐怖伝説
カリブ海に沈む海賊都市の謎、
一攫千金！
ණ࢝Ɉ˅ʶˋ
地球のロマン（31日）
総集編、
（26日）
Ċ႘TQ
潜入！北朝鮮SP
→ヘロデ王：
海底に沈む第二次世界大戦の真実、
カー・ストリッパーズ２、
失われたアトランティス大陸を求めて 仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎 続 潜入！北朝鮮：金王朝の真実 世界大自然紀行：ハワイ
隠された王墓の謎

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、メーデー！９：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 !13：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
ණ࢝Ɉ˅ʶˋ
地球のロマン（31日）地下6400キロの旅

特別版

仰天！
海の底まる見え検証

→進化する巨大ナマズ
→巨大タコを探せ！

アメリカ空軍 救難員日記
〜最後の戦い〜

→ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機
→レスキュー！海難救助隊２
衝撃の瞬間２、衝撃の瞬間３
→独裁者のルール
ණ࢝Ɉ˅ʶˋ
地球のロマン（31日）宇宙から見る人類の歩み（〜28：00）
→戦闘ヘリの限界に挑む！
→潜入！アフガンの米海兵隊基地
黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、潜入！メキシコの麻薬抗争、密着！国境警備の戦い：番外編、歴史に残る武器・軍用品、
空の英雄たち、21世紀の最新鋭艦、ベルグラーノ：撃沈された戦艦の真実、チェーン・オブ・コマンド、レーガン大統領 銃弾の真相、 →潜入！イラク危険地帯
→潜入！巨大空母アイゼンハワー
囚われし者たち〜戦火の絆、世界の巨大工場、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２
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モンスター・フィッシュを探せ！４

→古代魚シーラカンスの再来
→幻の深海魚 リュウグウノツカイ
→モンスター・フィッシュを探せ！２
→モンスター・フィッシュを探せ！3
→モンスター・フィッシュを探せ！4

