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7.14.21.28

1.8.15.22.29

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機、
日本軍への残虐な戦犯、
潜入！イラク危険地帯、
1917年 ロシアを変えた２つの革命

2.9.16.23.30 3.10.17.24.31

4.11.18.25

5.12.19.26

激戦！硫黄島〜星条旗と戦いの記憶、世界の巨大工場５、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ、完璧な武器はどれだ！、戦闘ヘリの限界に挑む！、アメリ
カ軍を率いた将軍たち、タイタニックと米海軍極秘任務、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！アフガ
（前日に引き続き）
潜入！グアンタナモ基地、潜入！アメリカ連邦捜査局、密着！国境警備の戦い：
ンの米海兵隊基地、CIA極秘ファイル：エリア51 特別版、
命がけの突破、密着！国境警備の戦い：番外編、ザ・ボーダーライン 税関国境警備局

検証：UFO事件の新事実「家畜の変死と宇宙人、ザ・ハプニング 奇術師たちの挑戦、
Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、知られざるUFOの謎

空の英雄たち

6.13.20.27
ザ・ステイト〜虚像の国
→解体！スーパー航空機
→第二次世界大戦の潜水艦
→第二次世界大戦の潜水艦2
→地上の地獄：
シリア崩壊とISISの台頭

インフォメーション
生き抜け！原始生活 総集編

廃墟お宝ハンター→摩訶不思議な生き物の世界、
→摩訶不思議な生き物の世界 2、→世界遺産

廃墟お宝ハンター、ワイルド・ベイビー！、クリッターカム：野生動物のカメラアングル、

ワイルドな一日 3、ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、海の巨人マンタの謎めく生態、ワイルド・ドル
フィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、願いの海：水中に広がる美しき宝、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、世界大自然紀行：ハワイ、グレート･バリア･
リーフ 生命の輝き、エクアドル：ガラパゴス諸島、ジェーン・グドールと救う楽園の島、地中海〜謎に包まれた魅惑の世界〜、光で照らす深海世界、美しき
海：破壊にピリオドを、ニュージーランド：穏やかな海岸

密着！ドバイ国際空港、密着！ドバイ国際空港 2、密着！ドバイ国際空港 3

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー２

ෂਡɬඪɥ
中国と海洋文化
「#3」、
中国サーカス：エリート、
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3
「#1」
「#2」
「#3」
「#4」

→シーザー・ミランの
愛犬レスキュー 3

一攫千金！
巨大マグロ漁 6

インフォメーション
世界大自然紀行：
スコットランド 第二章
→サバイバルゲーム：
熾烈な生存競争

メーデー !15：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 !13：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

PHOTO ARK：動物の箱舟
→世界大自然紀行：ボルネオ

インフォメーション
終戦への階段、武器コレクター、完璧な武器はどれだ！、空の英雄たち、ベトナム戦争 英雄たちの絆

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場5

動物界の意外なお友達 2
→動物界の意外なお友達 3

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

スゴ腕どうぶつ
ドクター 2

インフォメーション
完璧な武器はどれだ！、
ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、 潜入！巨大空母アイゼンハワー、
世界の巨大工場５、
世界最強の怪力ヘリコプター、 空母ロナルド・レーガンの最新構造、 戦闘ヘリの限界に挑む！、
ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機、
完璧な武器はどれだ！、
黙示録：カラーで見る
完璧な武器はどれだ！、
タイタニックと米海軍極秘任務、 アメリカ軍を率いた将軍たち、
第一次世界大戦、
黙示録：カラーで見る
日本軍への残虐な戦犯、 アフガニスタンの英雄 最後の勇士、
潜入！イラク危険地帯、
第一次世界大戦、
CIA極秘ファイル：エリア51 特別版、 潜入！アフガンの米海兵隊基地、
潜入！アメリカ連邦捜査局、
潜入！グアンタナモ基地、
密着！国境警備の戦い：番外編 密着！国境警備の戦い：番外編 密着！国境警備の戦い：番外編 密着！国境警備の戦い：番外編

ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、
ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ、
戦闘ヘリの限界に挑む！、
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、
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

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間：特別編、衝撃の瞬間〜番外編〜、衝撃の瞬間４

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

メーデー！７：
航空機事故の真実と真相

空の英雄たち、独裁者のルール、海底に沈む第二次世界大戦の真実、真珠湾に眠る英霊たちへ、発見！北朝鮮の歩き方、
戦火の記憶、空母ロナルド・レーガンの最新構造、チェーン・オブ・コマンド

→メーデー！９：
航空機事故の真実と真相

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

スーパーカー大改造
ʢʏʿʐʂ!ʍˋʟĜ!ʑʠĜ˂Ĝ

インフォメーション

【平成最後に振り返る2000年代】
（６日）
ザ・2000年代 〜振り返る革新

新 衝撃の瞬間

「#1」
「#2」
「#3」
「#4」

【満喫！アメリカ国立公園】
（13日）
アメリカ〜国立公園を巡る旅 総集編

エクスプローラー、ジャーナリズム・アメリカ、危険な時代に生きる 2、世界を動かすマネーの裏側、潜入！暗黒産業

スーパーカー大改造
ෂਡɬඪɥ

ナチス・ドイツの巨大建造物 3、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、ナチス・ドイツの巨大建造物 2
ヒトラーの極秘米軍収容所、潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝、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・ドイツ 最後の一年、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、ヒトラーの教皇 闇の真実（16日 〜22：00）、
ナチス政権 最後の日々、ヒトラーの殺人部隊、ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子供たち、ヒトラーの極秘収容所 米兵捕虜の記録、
ナチス潜水艦U-745の謎、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、THE SS：ナチス親衛隊
ۧහɺˇĜ

潜入！北朝鮮：3代の独裁王朝、
ナチス・ドイツの巨大建造物総集編、
ナチス・ドイツの巨大建造物独ソ戦

仰天！海の底
まる見え検証

コスモス：時空と宇宙
「解き放たれた世界」
「未知を楽しむ」、
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」

検証：UFO事件の
新事実

マーズ 火星移住計画「第一話 新世界」、
火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡、
潜入！スペースX、
スペースシャトルの秘密「パート1」
「パート2」

ۧහɺˇĜ

ۧහɺˇĜ
潜入！日産GTR 誕生の裏側、
Ｘプライズ：超低燃費車コンテスト、 マーズ 火星移住計画「第二話 赤き大地」
〜時空超越の旅〜
「#1タイムトラベル」
宇宙
ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏、
「#2宇宙空間の謎」
「#3量子力学で見る「現実」」
レンジローバー ヴェラール：ザ・メイキング
「#4多元的宇宙の謎」
ۧහɺˇĜ
宇宙アワー（1日）マーズ

潜入！北朝鮮：
3代の独裁王朝、
発見！北朝鮮の歩き方、
ナチスに残る
都市伝説の真相、
第二次世界大戦の潜水艦

【宇宙のロマン】

世界の巨大工場７、
世界の巨大工場

スーパーカー大改造

世界大自然紀行：スコットランド 第二章、 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相、
世界大自然紀行：ハワイ、
ザ・解体屋：巨大建造物を
世界大自然紀行：ナイル、
ブッ壊せ
ナショナル・モール：歴史溢れる国立公園、
カリフォルニア〜大地と海が出会う場所〜、
世界大自然紀行：イエローストーン、
一攫千金！
世界大自然紀行：カリブ海諸島、
カー・ストリッパーズ２
世界大自然紀行：ザンジバル諸島

火星移住計画「第三話 苦闘」
「第四話 嵐の前に」

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！番外編：惨劇の全貌、
メーデー !15：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 !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
ۧහɺˇĜ
宇宙アワー（1日）マーズ

火星移住計画「第五話 漆黒の闇」

衝撃の瞬間6、衝撃の瞬間5、衝撃の瞬間：特別編
ۧහɺˇĜ
宇宙アワー（1日）マーズ

火星移住計画「最終話 決断」

ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、完璧な武器はどれだ！、戦闘ヘリの限界に挑む！、アメリカ軍を率いた将軍たち、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、アフガニスタンの英雄 最後の勇士、日本軍への残虐な戦犯、潜入！グアンタナモ基地、潜入！メキシコの麻薬抗争、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：番外編、ザ・ボーダーライン 税関国境警備局
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【米国大統領SP】

（20日）
リンカーン大統領暗殺の真相
中国サーカス：エリート、
ケネディ大統領を殺した男
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3
レーガン大統領 銃弾の真相
「#1」
「#2」
「#3」
「#4」
「#5」
「#6」

౦ۆޢદ
ケニア：トゥルカナ湖国立公園群
世界大自然紀行：ナイル、
ニューオーリンズ物語、
アフリカ大飛行：上空から見る大自然、
アフリカの失われた楽園

「命の営み」
「春夏秋冬」
「山々を抱く国立公園」
「水が彩る国立公園」
「色彩豊かな風景」
「命のドラマ」

生贄になったミイラの謎 （27日）火星探査車キュリオシティ：生命の痕跡
→アンガ族：燻製ミイラの謎
潜入！スペースX
→黒人ファラオ：異端の王の謎
真相解禁 アポロ計画の裏側
都市伝説〜超常現象を解明せよ！３〜「火星人」
→死と意識の謎
200万年前の男の子
→弔いの儀式
→失われた暗黒時代の財宝
→生贄になったミイラの謎
発見！恐竜ミイラ
→ヒマラヤ 天空ミイラの謎
→海底に沈んだミステリー
→アンガ族：燻製ミイラの謎

ローバーが魅せる火星の秘密

（６日）
21:00〜

新 潜入！北朝鮮、
続 潜入！北朝鮮：金王朝の真実

アジア 恐怖伝説
→人間ランプシェードと大虐殺の謎
→黒人ファラオ：異端の王の謎

怪奇現象Ｘファイル

ザ・ステイト〜虚像の国
→第二次世界大戦の
潜水艦
→第二次世界大戦の
潜水艦 2
→ナチス潜水艦
U-745の謎

モンスター・
フィッシュを探せ！４
→野生動物
ビックリ映像集
→野生動物
ビックリ映像集 2

