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ロング・ロード・ホーム　一挙放送（3日 ～14：30）
ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ」

歴史に残る武器・軍用品

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（4日 ～14：30）
ロング・ロード・ホーム「#5 選択」

廃墟お宝ハンター

1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

薬物に溺れたヒトラーの秘密
→アンネ・フランク 最期の日々

→無情の海域 ～沈みゆく真実を追う
→戦火の記憶

グレート・ヒューマン～人類をたどる旅

雑学サイエンス２、脳トリック、知って得するサイエンス、あなたの知らない世界史２

アジア 恐怖伝説、バクチ・アメリカ～巧妙な賭け、地球最後の日を生きる、
完全再現！歴史的パーティー、潜入！クリスタルの洞窟、黒海に眠る亡霊

クジラたちの深海への旅
→ロシア：氷に隠された自然の神秘

→超巨大地震から身を守れ！
→死と意識の謎

→潜入！台湾の住宅事情
→クルーズ船は大騒ぎ！

旅するシェフの仰天レシピ、南太平洋の島探検、徹底スキャン:世界の歴史建造物、エクスプローラー

インフォメーション

インフォメーション

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（4日 ～16：30）
ロング・ロード・ホーム「#7 消え行く希望」

スーパーカー大改造 2

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のすばらしき新世界「完璧都市」

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（4日 ～15：30）
ロング・ロード・ホーム「#6 天国と呼ばれた場所」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のすばらしき新世界「仮想世界」

中国を知る
鷹匠マカン、

潜入！中国の春節連歓晩会、
インサイド、
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて 3

サベージ・キングダム 2：新たな支配者
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

サベージ・キングダム 2：新たな支配者
→スーパーカー大改造

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（3日 ～16：30）
ロング・ロード・ホーム「#3 未知の領域」

ロング・ロード・ホーム

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（3日 ～15：30）
ロング・ロード・ホーム「#2 混沌」

チェーン・オブ・コマンド

無情の海域 ～沈みゆく真実を追う、一攫千金！巨大マグロ漁 4（28日 ～17：00）、
タイタニック号　隠された火災、 レーガン大統領 銃弾の真相（30日 ～17：00）

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、

メーデー！１１：航空機事故の真実と真相

密着！国境警備の戦い:
番外編、

エクスプローラー、
ナチスに残る都市伝説の真相

武器コレクター、
ダイヤモンドと金塊と銃、
完璧な武器はどれだ！

第二次世界大戦の潜水艦、ハイテクのルーツ２、21世紀の最新鋭艦 特別版、
潜入！アメリカ連邦捜査局、潜入！インド最大の刑務所、厳重警備：刑務所内の闇取引、

英国情報部 VS ナチス ～極秘盗聴作戦～、ヒトラーの殺人部隊、ヒトラーの極秘米軍収容所、
海底に沈んだミステリー、潜入！麻薬ビジネスの世界、第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実

ビッグ・キャット・ウィーク
最強のライオン軍団、解剖でわかる動物たちの謎２、因縁の対決：カバ vs ライオン、因縁の対決：ライオン vs バッファロー、
ライオン対カバ 水辺の攻防戦、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、ライオン・レンジャー、アフリカ～驚くべき種の進化～、

捕食者の弱点:人間 vs チーター、ザ・プレデター ～仁義なき戦い～、瞬殺の美学、究極の捕食者：トップ・キャット、
ライオン：過酷な戦闘地帯、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側

Dr.K エキゾチック動物専門医 2

マシン・インポッシブル:未来テクノロジーを追え！、トップ・ギア シーズン2、トップ・ギア シーズン3

ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、ナチス政権 最後の日々、トップ・ギア USA シーズン3、戦闘ヘリの限界に挑む！、世界最強の怪力ヘリコプター

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

→シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

サベージ・キングダム 2：
新たな支配者、

ロング・ロード・ホーム:
真実のヒーロー、

チェーン・オブ・コマンド

インフォメーション

世界の巨大工場６、
世界の巨大工場７

インフォメーション

執念の追跡
消えた我が子を捜して

エクスプローラー
→PHOTO ARK：動物の箱舟

エアバスＡ３８０：
世界最大の旅客機、

解体！F-4ファントム戦闘機、
潜入！台湾の住宅事情、
1917年 ロシアを変えた

２つの革命

宇宙アワー
イヤーミリオン「シンギュラリティ」

/イヤーミリオン「不老不死」
/イヤーミリオン「仮想世界で生きる」

/イヤーミリオン「マインドの融合」
/イヤーミリオン「宇宙エネルギー」

ボストン絞殺魔の正体、
世界大自然紀行：

オーストラリア

インフォメーション

南太平洋の島探検
→チェーン・オブ・コマンド

宇宙アワー
スター・トーク３「伝達のチカラ」

/スター・トーク３「NASA 知られざる数学者の活躍」
/スター・トーク３「名司会者が語るコメディと科学」

/スター・トーク３「意識と信念、そして瞑想」
/スター・トーク３「フランク・オズ 人形操演の舞台裏」
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UFO地球襲来の真実

生き抜け！原始生活
黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

第二次世界大戦の潜水艦

クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界
→真相解明！恐怖の人食い動物

潜入！メキシコの麻薬抗争、レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～（2日 ～28：00）、
世界の巨大工場、アメリカ軍を率いた将軍たち、ザ・解体屋：巨大建造物をブッ壊せ２、

死に直面した瞬間、ヒトラーの教皇　闇の真実（19日 ～28：00）、衝撃の瞬間６

サベージ・キングダム 2：
新たな支配者

ロング･ロード･ホーム 製作秘話

ナショジオ サンデー ストーリー（18日）
地球の巨大生物TOP10（～20：00）

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のジーニアス「地球は宇宙のどこにある？」

スター・トーク３

新 潜入！北朝鮮
→潜入！台湾の住宅事情

ナショジオ フロントライン（10日、24日、31日）
ダイヤモンドと金塊と銃

/世界を動かすマネーの裏側
/潜入！NYマフィア捜査

スーパーカー大改造 2
→ローバーが魅せる火星の秘密（24日 ～22：00）

→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ストーリー・オブ・アス WITH モーガン・フリーマン
→ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン 2

→マーズ 火星移住計画

クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界
→執念の追跡 消えた我が子を捜して

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

衝撃の瞬間６
→双子宇宙飛行士の新たな挑戦

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のジーニアス「地球外生命は存在するのか？」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（4日 ～17：30）
ロング・ロード・ホーム「#8 夢を見て」

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
スター・トーク３「スティーブン・ホーキング博士の素顔」

ロング･ロード･ホーム 製作秘話

ナショジオ フロントライン（10日～31日）
潜入！暗黒産業 2「高級車強盗」
/潜入！暗黒産業 2「臓器売買」

/潜入！暗黒産業 2「麻薬売買とマネーロンダリング」
/潜入！暗黒産業 2「石油開発に沸いた街」

ロング・ロード・ホーム　一挙放送（3日 ～17：30）
ロング・ロード・ホーム「#4 死の谷」

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

中国を知る
潜入！中国の春節連歓晩会

/インサイド「ニューイヤー・フィーバー in 香港」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#1 トン族 カムの人々 祭

り」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#2 トン族 カムの人々 葬

儀」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#3 モンゴル族 死者との対

話」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#4 リス族 恋の歌」

/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#5 ナシ族 癒しのハーブ」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#6 ミャオ族 新年の祝い」

ナチス・ドイツ　最後の一年、蘇るローマ帝国の殺人、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、空の英雄たち、
ザ・ステイト ～虚像の国、密着！国境警備の戦い:命がけの突破、密着！国境警備の戦い:ドラッグの密輸現場、今語られる 大統領暗殺未遂の真実

ボストン絞殺魔の正体
→消えゆく王～ナミブ砂漠のライオン

→史上最悪の地球の歩き方７

ビッグ・キャット スペシャル
驚愕！戦慄！野生動物の

決定的瞬間 総集編、
アフリカの獣達～壮絶な人生

黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

ビッグ・キャット・ウィーク
解剖でわかる動物たちの謎２、因縁の対決：カバ vs ライオン、因縁の対決：ライオン vs バッファロー、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、ライオン・レンジャー、アフリカ～驚くべき種の進化～、
捕食者の弱点:人間 vs チーター、ザ・プレデター ～仁義なき戦い～、瞬殺の美学、究極の捕食者：トップ・キャット、

ライオン：過酷な戦闘地帯、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側

Dr.K エキゾチック動物専門医 2

解析！超自然現象２
世界の巨大工場７、

世界の巨大工場

エアバスＡ３８０：
世界最大の旅客機、

ナチス・ドイツの巨大建造物

シャーク・マンデー
シャークマン

巨大ザメ捕獲大作戦 2

クジラたちの深海への旅
→ナショジオの表紙を飾った傑作写真

→恐竜世界へタイムスリップ

武器コレクター、
完璧な武器はどれだ！

スーパーカー大改造 2、
トップ・ギア USA

シーズン5
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２、

潜入！日産GTR　誕生の裏側、
ブガッティ・シロン

名車誕生の舞台裏、
マシン・インポッシブル:

未来テクノロジーを追え！、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機、
ノース・ブランチ刑務所：

ハイテク巨大施設の全貌、
ヒトラーの殺人部隊、
海上の大虐殺ガリポリ

第二次世界大戦の潜水艦、
女性刑務官の戦いと真実、
潜入！麻薬ビジネスの世界

チェーン・オブ・コマンド
世界大自然紀行：

オーストラリア

戦士たちの墓場、
戦火の記憶

解体トレジャーハンター、もしもの時の生存マニュアル

密着！国境警備の戦い:
番外編、

ナチスに残る
都市伝説の真相

メーデー！１３：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！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！１２：航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間:特別編、アメリカ軍を率いた将軍たち

執念の追跡
消えた我が子を捜して

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

ロング・ロード・ホーム

サベージ・キングダム 2：新たな支配者
→地獄の地図　悪しき魂が集う闇（18日 ～28：00）

→史上最悪の地球の歩き方８

トップ・ギア シーズン2、
トップ・ギア シーズン3

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

潜入！台湾の住宅事情、衝撃の瞬間:特別編

チェーン・オブ・コマンド

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

ロング・ロード・ホーム:真実のヒーロー（4日 ～18：30）

ナショジオ サンデー ストーリー（11日、18日）
忍び寄る超巨大地震の恐怖（～19：00）

/謎の巨大肉食恐竜

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のジーニアス「時空の旅は可能か？」

エクスプローラー
→史上最悪の地球の歩き方８

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→潜入！日産GTR　誕生の裏側

→ カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～
（4日 ～21：00）

ナショジオ サンデー ストーリー（11日）
衝撃の瞬間５「福島第一原発」

追悼 スティーブン・ホーキング博士（25日）
ホーキング博士のジーニアス「命とは何か？」


