
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約65本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

インサイド・アフリカ（クロサイ保護活動）英語／
日本語無し 2019年7月

10月15日～

アフリカのサハラ以南に生息するクロサイは、今大規模な密猟の危機に晒され、ザンビア
アの人々が保護活動に立ち上がった。子供達は幼少時からクロサイに触れ、密猟者をど
う取り締まるか等を学ぶ研修を経て、クロサイの生息数を増やす保護活動に貢献してい
る。また、保全管理の仕事により、雇用や生活環境の改善などがもたらされるなど、保護
活動の現状をリポートする。

インサイド・アフリカ（クロサイ保護活動）英語／
日本語有り 2019年7月

10月15日～

アフリカのサハラ以南に生息するクロサイは、今大規模な密猟の危機に晒され、ザンビア
アの人々が保護活動に立ち上がった。子供達は幼少時からクロサイに触れ、密猟者をど
う取り締まるか等を学ぶ研修を経て、クロサイの生息数を増やす保護活動に貢献してい
る。また、保全管理の仕事により、雇用や生活環境の改善などがもたらされるなど、保護
活動の現状をリポートする。

インサイド・アフリカ（セネガルのサーフィン）英
語／日本語無し 2019年6月

10月15日～
素晴らしいサーフ・スポットとして世界にその名を轟かせるセネガル。セネガル初の女性世
界チャンピオンや、15歳でサーフィンを始め、今はダカールでサーフ・キャンプを運営し、
現地の若者にサーフィンを教えている人物など、セネガルのパイオニアたちを紹介する。

インサイド・アフリカ（セネガルのサーフィン）英
語／日本語有り 2019年6月

10月15日～
素晴らしいサーフ・スポットとして世界にその名を轟かせるセネガル。セネガル初の女性世
界チャンピオンや、15歳でサーフィンを始め、今はダカールでサーフ・キャンプを運営し、
現地の若者にサーフィンを教えている人物など、セネガルのパイオニアたちを紹介する。

インサイド・アフリカ（世界遺産公園内の峠道）
英語／日本語無し 2019年4月

10月15日～

南アフリカとレソト王国の両国にまたがる世界遺産の公園の中を通り抜ける山道。ここは、
溶岩で形成された岩山の中に古くはけもの道として存在し、地元民が貨物運搬用に利用
した。やがて民間会社が道路として整備し観光客用のツアーを始めると、美しい景観で人
気を博し、発展。マウンテンバイクなどでこの道を楽しむ人々も多い。この道の将来的な保
全についての状況を紹介する。

インサイド・アフリカ（世界遺産公園内の峠道）
英語／日本語有り 2019年4月

10月15日～

南アフリカとレソト王国の両国にまたがる世界遺産の公園の中を通り抜ける山道。ここは、
溶岩で形成された岩山の中に古くはけもの道として存在し、地元民が貨物運搬用に利用
した。やがて民間会社が道路として整備し観光客用のツアーを始めると、美しい景観で人
気を博し、発展。マウンテンバイクなどでこの道を楽しむ人々も多い。この道の将来的な保
全についての状況を紹介する。

ウィニング・ポスト（3歳牝馬の最強決定戦）英
語／日本語字幕無し 2019年6月

10月15日～

日本から武豊騎手が参戦した、3歳牝馬の最強決定戦ディアヌ賞詳報。2017年のジャパ
ンカップにプレゼンターとして来日したこともある、俳優のサイモン・ベイカーに競馬の魅力
について聞く。またシャンティイの町発祥の有名な生クリーム「クレーム・シャンティイ」を紹
介。

ウィニング・ポスト（3歳牝馬の最強決定戦）英
語／日本語字幕有り 2019年6月

10月15日～

日本から武豊騎手が参戦した、3歳牝馬の最強決定戦ディアヌ賞詳報。2017年のジャパ
ンカップにプレゼンターとして来日したこともある、俳優のサイモン・ベイカーに競馬の魅力
について聞く。またシャンティイの町発祥の有名な生クリーム「クレーム・シャンティイ」を紹
介。

エコ・ソリューションズ：再生可能エネルギー最
新事情 英語／日本語字幕無し

10月15日～

この数世代で、世界の電力供給源は全く変わった。未来の燃料はクリーンかつ環境にや
さしいもので、再生可能エネルギーが上昇している。UAEのアブダビで開催された再生可
能エネルギーに関する世界最大級の展示会「世界未来エネルギーサミット」で、次世代の
クリーンエネルギーについて取材。次世代エネルギー開発の最新動向や最先端技術を紹
介する。2018年1月放送。

エコ・ソリューションズ：再生可能エネルギー最
新事情 英語／日本語字幕有り

10月15日～

この数世代で、世界の電力供給源は全く変わった。未来の燃料はクリーンかつ環境にや
さしいもので、再生可能エネルギーが上昇している。UAEのアブダビで開催された再生可
能エネルギーに関する世界最大級の展示会「世界未来エネルギーサミット」で、次世代の
クリーンエネルギーについて取材。次世代エネルギー開発の最新動向や最先端技術を紹
介する。2018年1月放送。

トーク・アジア（フィリピンのジャーナリスト）英語
／日本語字幕無し 2019年6月

10月15日～

フィリピンの著名ジャーナリスト、マリア・レッサ。CNNのマニラ支局長を務めた後、編集長
を務めるニュースサイト「ラップラー」でドゥテルテ大統領を公然と批判。政府の妨害を受け
ながらも真実を追求し続け、米タイム誌2018年の「今年の人」に選ばれた。彼女に報道へ
の情熱やSNSが政治に与える影響、ドゥテルテ大統領との闘いについて聞く。

CNNｊ セレクト
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CNNｊ セレクト

トーク・アジア（フィリピンのジャーナリスト）英語
／日本語字幕有り 2019年6月

10月15日～

フィリピンの著名ジャーナリスト、マリア・レッサ。CNNのマニラ支局長を務めた後、編集長
を務めるニュースサイト「ラップラー」でドゥテルテ大統領を公然と批判。政府の妨害を受け
ながらも真実を追求し続け、米タイム誌2018年の「今年の人」に選ばれた。彼女に報道へ
の情熱やSNSが政治に与える影響、ドゥテルテ大統領との闘いについて聞く。

ハノイ旧市街探訪 英語／日本語字幕無し 10月15日～

歴史と文化の街、ベトナム・ハノイの旧市街を探訪。地ビールのビアホイを飲める店が集
まるターヒエン通り。名物料理、川魚の油鍋チャーカーが食べられる名店。ハノイのシンボ
ルで1911年建設のオペラハウスから伸びる、フランス植民地時代から残るチャンティエン
通り。盆栽や骨董品が集まるホアンホタム通りを紹介する。2018年11月放送。

ハノイ旧市街探訪 英語／日本語字幕有り 10月15日～

歴史と文化の街、ベトナム・ハノイの旧市街を探訪。地ビールのビアホイを飲める店が集
まるターヒエン通り。名物料理、川魚の油鍋チャーカーが食べられる名店。ハノイのシンボ
ルで1911年建設のオペラハウスから伸びる、フランス植民地時代から残るチャンティエン
通り。盆栽や骨董品が集まるホアンホタム通りを紹介する。2018年11月放送。

ビジネス・テクノロジー最前線 英語／日本語字
幕無し

10月15日～

未来を変える最先端テクノロジーを扱うビジネスを取材。大気汚染解消のため、3輪タク
シーの電動化を目指すインドの自動車メーカーや、オランダのAI搭載音声翻訳機、大都市
の限られたスペースでインドア農業を行う、米カリフォルニアの企業などを紹介する。2018
年2月放送。

ビジネス・テクノロジー最前線 英語／日本語字
幕有り

10月15日～

未来を変える最先端テクノロジーを扱うビジネスを取材。大気汚染解消のため、3輪タク
シーの電動化を目指すインドの自動車メーカーや、オランダのAI搭載音声翻訳機、大都市
の限られたスペースでインドア農業を行う、米カリフォルニアの企業などを紹介する。2018
年2月放送。

ファリード・ザカリアGPS（ナンシー・ペロシ）英
語／日本語字幕無し 6月16日

10月15日～
民主党のナンシー・ペロシ米下院議長とファリード・ザカリアが対談。トランプ大統領の政
策や外交問題等について話を聞く。中国への容疑者引き渡しを可能にする条例改正案に
反対する香港のデモ。デモの鍵となるリーダーの思いとは？

ファリード・ザカリアGPS（ナンシー・ペロシ）英
語／日本語字幕有り 6月16日

10月15日～
民主党のナンシー・ペロシ米下院議長とファリード・ザカリアが対談。トランプ大統領の政
策や外交問題等について話を聞く。中国への容疑者引き渡しを可能にする条例改正案に
反対する香港のデモ。デモの鍵となるリーダーの思いとは？

ファリード・ザカリアGPS（米国の外交問題を検
証）英語／日本語字幕無し 6月9日

10月15日～
移民問題など米国とメキシコの外交を考察。また、パレスチナ評議会のハナン・アシュラ
ウィ氏と共和党外交顧問のダン・セノア氏に米国が抱える中東和系問題について話を聞
く。

ファリード・ザカリアGPS（米国の外交問題を検
証）英語／日本語字幕有り 6月9日

10月15日～
移民問題など米国とメキシコの外交を考察。また、パレスチナ評議会のハナン・アシュラ
ウィ氏と共和党外交顧問のダン・セノア氏に米国が抱える中東和系問題について話を聞
く。

フリーダム・プロジェクト：人身売買の実態 英語
／日本語字幕無し

10月15日～

北アフリカに位置するリビアの屋外市場で、わずか400ドルで欧州へ向かうアフリカ系移民
を売っている奴隷競売人に潜入取材。このCNNの取材は、世界からの抗議を呼び起こし、
世界のリーダーたちに激しい非難を起こさせ、リビアや欧州、国連への取材に導いた。ま
た、現代の人権に対する残虐行為の一助となる根本的な政治的意図について取材する。
2018年3月放送。

フリーダム・プロジェクト：人身売買の実態 英語
／日本語字幕有り

10月15日～

北アフリカに位置するリビアの屋外市場で、わずか400ドルで欧州へ向かうアフリカ系移民
を売っている奴隷競売人に潜入取材。このCNNの取材は、世界からの抗議を呼び起こし、
世界のリーダーたちに激しい非難を起こさせ、リビアや欧州、国連への取材に導いた。ま
た、現代の人権に対する残虐行為の一助となる根本的な政治的意図について取材する。
2018年3月放送。

「東京」伝統文化の魅力 英語／日本語字幕無
し

配信中

日本の伝統文化が現代芸術に与える影響とは？21世紀の東京で現代の巨匠たちに取
材。いけばなや浮世絵の木版画、建築や着物など、日本の古代から伝わる芸術の未来の
展望について聞く。また、建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を受賞した有名建
築家、伊東豊雄と妹島和世にインタビュー。昔の日本建築から受けた影響を聞く。2018年
7月放送。
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CNNｊ セレクト

「東京」伝統文化の魅力 英語／日本語字幕有
り

配信中

日本の伝統文化が現代芸術に与える影響とは？21世紀の東京で現代の巨匠たちに取
材。いけばなや浮世絵の木版画、建築や着物など、日本の古代から伝わる芸術の未来の
展望について聞く。また、建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を受賞した有名建
築家、伊東豊雄と妹島和世にインタビュー。昔の日本建築から受けた影響を聞く。2018年
7月放送。

CNNキャスター 東京探訪（後編）英語／日本語
字幕無し

配信中

元NFL選手でCNNスポーツ・キャスターのコイ・ワイヤーが母方の祖国、日本の東京へ。
後編では、相撲部屋を訪問し力士たちの稽古の様子も見せてもらい、それがプロレスに与
える影響も知る。また日本で最も新しいスポーツで億単位規模の市場を見込むeスポーツ
のトーナメントも観戦。そして最後に2020年に迫る東京五輪の準備状況を取材する。2018
年10月放送。

CNNキャスター 東京探訪（後編）英語／日本語
字幕有り

配信中

元NFL選手でCNNスポーツ・キャスターのコイ・ワイヤーが母方の祖国、日本の東京へ。
後編では、相撲部屋を訪問し力士たちの稽古の様子も見せてもらい、それがプロレスに与
える影響も知る。また日本で最も新しいスポーツで億単位規模の市場を見込むeスポーツ
のトーナメントも観戦。そして最後に2020年に迫る東京五輪の準備状況を取材する。2018
年10月放送。

CNNキャスター 東京探訪（前編）英語／日本語
字幕無し

配信中

元NFL選手でCNNスポーツ・キャスターのコイ・ワイヤーが母方の祖国、日本の東京へ。
前編では、日本のクラフツマンシップは車のデザインにも活かされている。有名なガレージ
を訪れ、若い世代がどのように車をドレスアップしているかも目の当たりに。また、東京は
世界で一番ミシュランの星が多いと言われる街だが、彼は居酒屋で東京の夜を楽しむ。
2018年10月放送。

CNNキャスター 東京探訪（前編）英語／日本語
字幕有り

配信中

元NFL選手でCNNスポーツ・キャスターのコイ・ワイヤーが母方の祖国、日本の東京へ。
前編では、日本のクラフツマンシップは車のデザインにも活かされている。有名なガレージ
を訪れ、若い世代がどのように車をドレスアップしているかも目の当たりに。また、東京は
世界で一番ミシュランの星が多いと言われる街だが、彼は居酒屋で東京の夜を楽しむ。
2018年10月放送。

アフリカン・ボイス（空に魅了された人々）英語
／日本語 2019年5月

配信中
2千時間以上飛行経験のある、ケニアの熱気球パイロットの大ベテラン。自分でスポン
サーを集めたヨハネスブルグの女性パイロット。子供の頃から空を飛ぶことを夢見て、つ
いにはヒマラヤ山脈でも飛んだモーリシャスのパラグライダーを紹介する。

アフリカン・ボイス（空に魅了された人々）英語
／日本語無し 2019年5月

配信中
2千時間以上飛行経験のある、ケニアの熱気球パイロットの大ベテラン。自分でスポン
サーを集めたヨハネスブルグの女性パイロット。子供の頃から空を飛ぶことを夢見て、つ
いにはヒマラヤ山脈でも飛んだモーリシャスのパラグライダーを紹介する。

アフリカン・ボイス（車に魅了された人々）英語
／日本語 2019年5月

配信中
スピニングとドリフティングに情熱を注ぐ南アの女性。シボレーやポンテアック等のアメリカ
系の車を乗りこなす、ガーナのクラシック・カー・マニア。最年少13歳でラリーのナビゲー
ターとなったモーリシャスの女性を紹介する。

アフリカン・ボイス（車に魅了された人々）英語
／日本語無し 2019年5月

配信中
スピニングとドリフティングに情熱を注ぐ南アの女性。シボレーやポンテアック等のアメリカ
系の車を乗りこなす、ガーナのクラシック・カー・マニア。最年少13歳でラリーのナビゲー
ターとなったモーリシャスの女性を紹介する。

インサイド・アフリカ（クライミンングの伝統）英
語／日本語 2019年6月

配信中
ケニアは、マウンテン・クライミング、アイス・クライミング、ロック・クライミング、ボルダリン
グ等のクライミングの伝統がある国で、この国のクライミング事情とそのパイオニア達を紹
介する。
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インサイド・アフリカ（クライミンングの伝統）英
語／日本語無し 2019年6月

配信中
ケニアは、マウンテン・クライミング、アイス・クライミング、ロック・クライミング、ボルダリン
グ等のクライミングの伝統がある国で、この国のクライミング事情とそのパイオニア達を紹
介する。

インサイド・アフリカ（コンブの森を守る）英語／
日本語 2019年6月

配信中

南ア南端の海で映画監督が毎日ダイビングをし、海底のコンブの森の調査と撮影をしてい
る。コンブの森へは、非常に低温の海水に入って行くかなくてはならないが、海の自然との
一体感を得るため、ウェットスーツは着ない。また、海底の地形図を作成や海洋生物の生
態記録、海中のプラスチックゴミ排除などを行い、政府に海洋保護の必要性を訴えてい
る。

インサイド・アフリカ（コンブの森を守る）英語／
日本語無し 2019年6月

配信中

南ア南端の海で映画監督が毎日ダイビングをし、海底のコンブの森の調査と撮影をしてい
る。コンブの森へは、非常に低温の海水に入って行くかなくてはならないが、海の自然との
一体感を得るため、ウェットスーツは着ない。また、海底の地形図を作成や海洋生物の生
態記録、海中のプラスチックゴミ排除などを行い、政府に海洋保護の必要性を訴えてい
る。

インサイド・アフリカ（チンパンジーの保護区）英
語／日本語 2019年6月

配信中

リベリアのチンパンジー保護区に情熱を注ぐ夫婦に密着。彼らは結婚後の旅行で虜にな
り、元の仕事を投げ打って、獣医学も学びこの仕事に取組み始めた。アフリカのチンパン
ジーは、生息地の消失やペット取引、密猟等で数が減り、リベリアが最期の生息地と言わ
れる状況。彼らと地元の人々の保護活動を伝える。

インサイド・アフリカ（チンパンジーの保護区）英
語／日本語無し 2019年6月

配信中

リベリアのチンパンジー保護区に情熱を注ぐ夫婦に密着。彼らは結婚後の旅行で虜にな
り、元の仕事を投げ打って、獣医学も学びこの仕事に取組み始めた。アフリカのチンパン
ジーは、生息地の消失やペット取引、密猟等で数が減り、リベリアが最期の生息地と言わ
れる状況。彼らと地元の人々の保護活動を伝える。

インサイド・アフリカ（高床式水上生活）英語／
日本語 2019年4月

配信中

ガーナの首都アクラから300kmほど西にある14世紀頃からできた村では、湿地帯の上に
高床式の住居が立ち並ぶ。ここには、22の通りがあり、それぞれの家長の名前が付けら
れる等管理が行き届き、テレビ視聴も可能。難点は木製住居のため柱の腐食による定期
的な建替えと医療や交通アクセスの不便さだが、次世代継承のために行っている活動を
紹介する。

インサイド・アフリカ（高床式水上生活）英語／
日本語無し 2019年4月

配信中

ガーナの首都アクラから300kmほど西にある14世紀頃からできた村では、湿地帯の上に
高床式の住居が立ち並ぶ。ここには、22の通りがあり、それぞれの家長の名前が付けら
れる等管理が行き届き、テレビ視聴も可能。難点は木製住居のため柱の腐食による定期
的な建替えと医療や交通アクセスの不便さだが、次世代継承のために行っている活動を
紹介する。

ウィニング・ポスト（G1世界最多勝利の名牝）英
語／日本語字幕無し 2019年4月

配信中

シドニーで開催されたオーストラリア最高峰のレース、クイーン・エリザベス・ステークスを
特集。日本からはクルーガーが出走した熱戦の模様をリポート。豪州最多連勝記録とG1
世界最多勝利記録をもつ名牝ウィンクスが33連勝という偉業を賭け引退試合にのぞん
だ。ウィンクスの馬主と調教師に取材。

ウィニング・ポスト（G1世界最多勝利の名牝）英
語／日本語字幕有り 2019年4月

配信中

シドニーで開催されたオーストラリア最高峰のレース、クイーン・エリザベス・ステークスを
特集。日本からはクルーガーが出走した熱戦の模様をリポート。豪州最多連勝記録とG1
世界最多勝利記録をもつ名牝ウィンクスが33連勝という偉業を賭け引退試合にのぞん
だ。ウィンクスの馬主と調教師に取材。

ウィニング・ポスト（米の世界的調教師に密着）
英語／日本語字幕無し 2019年5月

配信中

米競馬界の祭典、ケンタッキーダービー。米ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場
から熱戦の模様をリポート。この大会で5勝を遂げ、米三冠が計15勝で最多記録をもち、
2009年に米競馬界の殿堂入りを果たしている米国の世界的調教師、ボブ・バファートに密
着。レースに向けた情熱と成功の秘訣について聞く。

ウィニング・ポスト（米の世界的調教師に密着）
英語／日本語字幕有り 2019年5月

配信中

米競馬界の祭典、ケンタッキーダービー。米ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場
から熱戦の模様をリポート。この大会で5勝を遂げ、米三冠が計15勝で最多記録をもち、
2009年に米競馬界の殿堂入りを果たしている米国の世界的調教師、ボブ・バファートに密
着。レースに向けた情熱と成功の秘訣について聞く。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約65本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

CNNｊ セレクト

クエストの世界都市紀行（アムステルダム）英語
／日本語字幕無し 2019年4月

配信中

自由な街として知られる、オランダの首都アムステルダム。世界の建築界を牽引している
建築家集団OMAの建築家、エレン・ファン・ルーンに都市の再開発や再生、お気に入りの
建築について聞く。また、受賞歴のある作家、アーサー・ジャピンと没後350年を迎えた画
家レンブラントを堪能。さらに「アンネ・フランクの家」を館長が案内しながらオランダの歴
史を紐解いていく。

クエストの世界都市紀行（アムステルダム）英語
／日本語字幕有り 2019年4月

配信中

自由な街として知られる、オランダの首都アムステルダム。世界の建築界を牽引している
建築家集団OMAの建築家、エレン・ファン・ルーンに都市の再開発や再生、お気に入りの
建築について聞く。また、受賞歴のある作家、アーサー・ジャピンと没後350年を迎えた画
家レンブラントを堪能。さらに「アンネ・フランクの家」を館長が案内しながらオランダの歴
史を紐解いていく。

クエストの世界都市紀行（マラケシュ）英語／日
本語字幕無し 2019年5月

配信中
モロッコの迷宮都市マラケシュ。古い邸宅を改装したホテルでモロッコ流ミントティーを堪能
し、円すい形の蓋が付いた鍋で作るモロッコを代表する家庭料理、タジン作りに挑戦する。
また、旧市街の中心、ジャマ・エル・フナ広場で大道芸や屋台を満喫。

クエストの世界都市紀行（マラケシュ）英語／日
本語字幕有り 2019年5月

配信中
モロッコの迷宮都市マラケシュ。古い邸宅を改装したホテルでモロッコ流ミントティーを堪能
し、円すい形の蓋が付いた鍋で作るモロッコを代表する家庭料理、タジン作りに挑戦する。
また、旧市街の中心、ジャマ・エル・フナ広場で大道芸や屋台を満喫。

クエストの世界都市紀行（香港）英語／日本語
字幕無し 2019年3月

配信中
100万ドルの夜景で有名な香港。手相・顔相占い体験に、街の食堂で香港麺を堪能。高層
ビル群が一望できる山へハイキングや九龍半島と香港島を結ぶスターフェリーにも乗船。
ハッピーバレー競馬場でナイト競馬の観戦も案内する。

クエストの世界都市紀行（香港）英語／日本語
字幕有り 2019年3月

配信中
100万ドルの夜景で有名な香港。手相・顔相占い体験に、街の食堂で香港麺を堪能。高層
ビル群が一望できる山へハイキングや九龍半島と香港島を結ぶスターフェリーにも乗船。
ハッピーバレー競馬場でナイト競馬の観戦も案内する。

ビジネス・トラベラー（欧州便の未来）英語／日
本語字幕無し 2019年4月

配信中

ヨーロッパでは、航空自由化の推進による路線や乗客の増加に伴い、フライトの遅延や欠
航が著しく増加。ドイツ航空大手「ルフトハンザ」、欧州格安航空大手「ライアンエアー」と
「イージージェット」に、欧州便の将来について取材。音楽や映画とデジタルが融合する大
イベントなど、機内での革新的な娯楽を提供する取組を紹介する。

ビジネス・トラベラー（欧州便の未来）英語／日
本語字幕有り 2019年4月

配信中

ヨーロッパでは、航空自由化の推進による路線や乗客の増加に伴い、フライトの遅延や欠
航が著しく増加。ドイツ航空大手「ルフトハンザ」、欧州格安航空大手「ライアンエアー」と
「イージージェット」に、欧州便の将来について取材。音楽や映画とデジタルが融合する大
イベントなど、機内での革新的な娯楽を提供する取組を紹介する。

ファリード・ザカリアGPS（NYPDテロ対策）英語
／日本語字幕無し 4月28日

配信中
ISISの犯行声明が出た、スリランカで起きた爆弾テロについて、ニューヨーク市警察のテロ
対策担当者に聞く。また、世界経済は再び危機に陥ろうとしているのかどうか、3人の専門
家たちから話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（NYPDテロ対策）英語
／日本語字幕有り 4月28日

配信中
ISISの犯行声明が出た、スリランカで起きた爆弾テロについて、ニューヨーク市警察のテロ
対策担当者に聞く。また、世界経済は再び危機に陥ろうとしているのかどうか、3人の専門
家たちから話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（ヒラリー・クリントン）英
語／日本語字幕無し 4月14日

配信中
ティナ・ブラウン創設の女性サミット「世界女性のサミット」が10周年を迎え、記念トークショ
ウとしてヒラリー・クリントン元国務長官とファリードが招かれ、2020年の大統領選挙、モ
ラー特別検察官の報告書、男女差別の現状等について語る。

ファリード・ザカリアGPS（ヒラリー・クリントン）英
語／日本語字幕有り 4月14日

配信中
ティナ・ブラウン創設の女性サミット「世界女性のサミット」が10周年を迎え、記念トークショ
ウとしてヒラリー・クリントン元国務長官とファリードが招かれ、2020年の大統領選挙、モ
ラー特別検察官の報告書、男女差別の現状等について語る。

ファリード・ザカリアGPS（女性のリーダーシッ
プ）英語／日本語字幕無し 4月7日

配信中

創設70周年の節目を迎えるNATOが直面する困難と脅威とは？ストルテンベルグ事務総
長に話を聞く。また、クライストチャーチの銃乱射事件でのアーダーンNZ首相の対応は広
く称賛され、メイ英首相のEU離脱問題でのリーダーシップは広く酷評された。女性は、本
能的に独自のリーダーシップのスタイルを持っているのだろうか？著名編集者ティナ・ブラ
ウンに聞く。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約65本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

CNNｊ セレクト

ファリード・ザカリアGPS（女性のリーダーシッ
プ）英語／日本語字幕有り 4月7日

配信中

創設70周年の節目を迎えるNATOが直面する困難と脅威とは？ストルテンベルグ事務総
長に話を聞く。また、クライストチャーチの銃乱射事件でのアーダーンNZ首相の対応は広
く称賛され、メイ英首相のEU離脱問題でのリーダーシップは広く酷評された。女性は、本
能的に独自のリーダーシップのスタイルを持っているのだろうか？著名編集者ティナ・ブラ
ウンに聞く。

ファリード・ザカリアGPS（米中関係を分析）英語
／日本語字幕無し 5月12日

配信中
トランプ大統領が中国に対してとる強硬姿勢。これは果たしてアメリカにとって有益なこと
なのだろうか？識者パネルで討論する。フェイスブックの共同創設者の一人であるクリス・
ヒューズが、驚くべき意見を公表。本人が語るその発言の意図とは？

ファリード・ザカリアGPS（米中関係を分析）英語
／日本語字幕有り 5月12日

配信中
トランプ大統領が中国に対してとる強硬姿勢。これは果たしてアメリカにとって有益なこと
なのだろうか？識者パネルで討論する。フェイスブックの共同創設者の一人であるクリス・
ヒューズが、驚くべき意見を公表。本人が語るその発言の意図とは？

リーディング・ウーマン・ジャパン 英語／日本語
字幕無し 2019年3月

配信中

次世代のモデルとなる日本人女性5人。世界7大陸最高峰登頂、北極点・南極点到達を世
界最年少で達成した冒険家の南谷真鈴。ルイ・ヴィトン京都大丸店など国内外から注目を
集める建築家永山祐子。日本初の女性機長として活躍する日本航空の藤明里。脳科学
研究の第一人者で東北大学教授の大隅典子。アップルCEOと対談し話題となった世界最
高齢アプリ開発者、若宮正子を紹介。

リーディング・ウーマン・ジャパン 英語／日本語
字幕有り 2019年3月

配信中

次世代のモデルとなる日本人女性5人。世界7大陸最高峰登頂、北極点・南極点到達を世
界最年少で達成した冒険家の南谷真鈴。ルイ・ヴィトン京都大丸店など国内外から注目を
集める建築家永山祐子。日本初の女性機長として活躍する日本航空の藤明里。脳科学
研究の第一人者で東北大学教授の大隅典子。アップルCEOと対談し話題となった世界最
高齢アプリ開発者、若宮正子を紹介。

世界の都市変革2018 英語／日本語字幕無し 配信中

世界の都市人口は、2050年までに60億人を超えると予測されている。都市問題に取り組
む各国の最新プロジェクトを紹介する。ガーナのCO2排出量削減に向けた汚水再利用、
海水面の上昇に対応するオランダの巨大水門「マースラントケリンク」、オーストラリア・シ
ドニーにある最先端複合施設「セントラル・パーク」の壁面を緑化した高層建築など。2018
年3月放送。

世界の都市変革2018 英語／日本語字幕有り 配信中

世界の都市人口は、2050年までに60億人を超えると予測されている。都市問題に取り組
む各国の最新プロジェクトを紹介する。ガーナのCO2排出量削減に向けた汚水再利用、
海水面の上昇に対応するオランダの巨大水門「マースラントケリンク」、オーストラリア・シ
ドニーにある最先端複合施設「セントラル・パーク」の壁面を緑化した高層建築など。2018
年3月放送。

世界の都市変革2019 英語／日本語字幕無し 配信中
最新テクノロジーを導入し、都市生活を変革する「スマートシティ」。アブダビの教育テクノ
ロジー会社「アレフ・エジュケーション」の、AIを使った未来型教育プロジェクトを紹介する。
2019年4月放送。

世界の都市変革2019 英語／日本語字幕有り 配信中
最新テクノロジーを導入し、都市生活を変革する「スマートシティ」。アブダビの教育テクノ
ロジー会社「アレフ・エジュケーション」の、AIを使った未来型教育プロジェクトを紹介する。
2019年4月放送。


