2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約65本

CNNｊ セレクト

※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

Dr.グプタのバイタル・サイン（ダライ・ラマ）英語／
日本語字幕無し 2月15日

配信中

仏教と科学の融合を唱える、チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世。番組では科学者とチベット仏教の
僧侶たちが参加した国際シンポジウムを取材。ホストのサンジェイ・グプタが、ダライ・ラマ法王に仏教と科学の
関係について聞く。また、法王が実際に瞑想を行っている姿を撮影した貴重な映像を公開。

Dr.グプタのバイタル・サイン（ダライ・ラマ）英語／
日本語字幕有り 2月15日

配信中

仏教と科学の融合を唱える、チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世。番組では科学者とチベット仏教の
僧侶たちが参加した国際シンポジウムを取材。ホストのサンジェイ・グプタが、ダライ・ラマ法王に仏教と科学の
関係について聞く。また、法王が実際に瞑想を行っている姿を撮影した貴重な映像を公開。

アフリカン・ボイス（シェフ特集）英語／日本語 3
月17日

配信中

南アフリカで最高と呼ばれるシェフに迫る。ケーブタウンでは、元々兵士として南アフリカを訪れ、その後消防士
や歯科医という経歴を持つシェフに密着。また、ナイジェリアでは、ベースが家庭料理だというセレブシェフに密
着する。

アフリカン・ボイス（シェフ特集）英語／日本語字
幕無し 3月17日

配信中

南アフリカで最高と呼ばれるシェフに迫る。ケーブタウンでは、元々兵士として南アフリカを訪れ、その後消防士
や歯科医という経歴を持つシェフに密着。また、ナイジェリアでは、ベースが家庭料理だというセレブシェフに密
着する。

インサイド・アフリカ（世界注目の映画ロケ地）英
語／日本語 3月18日

配信中

近年、映画のロケ地として注目を集めている南アフリカ。「アベンジャーズ」「ブラッド・ダイヤモンド」などの映画も
南アフリカで撮影されている。なぜ、南アフリカは人気のロケ地となったのか？また、転換期となったというアカ
デミー賞外国語映画賞受賞作品「ツォツィ」など、アフリカ映画界について、プロデューサーや業界先駆者に話を
聞く。

インサイド・アフリカ（世界注目の映画ロケ地）英
語／日本語字幕無し 3月18日

配信中

近年、映画のロケ地として注目を集めている南アフリカ。「アベンジャーズ」「ブラッド・ダイヤモンド」などの映画も
南アフリカで撮影されている。なぜ、南アフリカは人気のロケ地となったのか？また、転換期となったというアカ
デミー賞外国語映画賞受賞作品「ツォツィ」など、アフリカ映画界について、プロデューサーや業界先駆者に話を
聞く。

インサイド・アフリカ（南アフリカのブランデー）英
語／日本語 3月4日

配信中

南アフリカは、世界的なブランデーやジン作りで名を馳せている。しかし、ワインで知られる南アフリカの地で、な
ぜブランデーやジンが作られているのか？ブランデーやジン作りに携わる人々に迫る。

インサイド・アフリカ（南アフリカのブランデー）英
語／日本語字幕無し 3月4日

配信中

南アフリカは、世界的なブランデーやジン作りで名を馳せている。しかし、ワインで知られる南アフリカの地で、な
ぜブランデーやジンが作られているのか？ブランデーやジン作りに携わる人々に迫る。

インサイド・ザ・ミドルイースト（アラブ現代美術）
英語／日本語 3月4日

配信中

国際的に著名なアラブ現代美術家、ディア・アザウィに密着。大英博物館やカタール・ドーハのマトハフ・アラブ
近代美術館で展覧会を開催。1939年にイラクで生まれ、1964年に美術家としてのキャリアをスタート。50年以上
作品を作り続けている彼の足跡をたどる。また、カタールがアラブ美術の中心地となっている背景について取
材。

インサイド・ザ・ミドルイースト（アラブ現代美術）
英語／日本語字幕無し 3月4日

配信中

国際的に著名なアラブ現代美術家、ディア・アザウィに密着。大英博物館やカタール・ドーハのマトハフ・アラブ
近代美術館で展覧会を開催。1939年にイラクで生まれ、1964年に美術家としてのキャリアをスタート。50年以上
作品を作り続けている彼の足跡をたどる。また、カタールがアラブ美術の中心地となっている背景について取
材。

ウィニング・ポスト（雪上競馬を特集）英語／日本
語字幕無し 2月19日

配信中

スイスで開催された雪上競馬「ホワイトターフ」。凍ったサンモリッツ湖での世界的ジョッキーたちによる熱戦の模
様をリポート。馬に引かれスキーをするスキージョリングの第一人者フランコ・モロにインタビュー。16度世界を
制した彼に、氷上で制御の効かない馬に引かれる競技の難しさについて聞く。

ウィニング・ポスト（雪上競馬を特集）英語／日本
語字幕有り 2月19日

配信中

スイスで開催された雪上競馬「ホワイトターフ」。凍ったサンモリッツ湖での世界的ジョッキーたちによる熱戦の模
様をリポート。馬に引かれスキーをするスキージョリングの第一人者フランコ・モロにインタビュー。16度世界を
制した彼に、氷上で制御の効かない馬に引かれる競技の難しさについて聞く。

ビジネス・トラベラー（世界の一流ホテル）英語／
日本語字幕無し 2月9日

配信中

世界の一流ホテルの「おもてなし」とは。米ロサンゼルスにあるハリウッド・ホテルのVIP担当者に、その中身に
ついて聞く。また、スイス・アルプスにある高級ホテル「グシュタード・パレスホテル」で、「おもてなし」の極意を取
材。

ビジネス・トラベラー（世界の一流ホテル）英語／
日本語字幕有り 2月9日

配信中

世界の一流ホテルの「おもてなし」とは。米ロサンゼルスにあるハリウッド・ホテルのVIP担当者に、その中身に
ついて聞く。また、スイス・アルプスにある高級ホテル「グシュタード・パレスホテル」で、「おもてなし」の極意を取
材。

ファリード・ザカリアGPS（ケネディ元駐日米大使）
英語／日本語字幕無し 2月19日

配信中

キャロライン・ケネディ元駐日米大使に独占インタビュー。安倍首相のトランプ大統領訪問や日本での女性の役
割などについて話を聞く。また、混乱に満ちているトランプ政権の安全保障に関して、ブッシュ政権下、オバマ政
権下でそれぞれ国家安全保障担当大統領次席補佐官を務めた3名に話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（ケネディ元駐日米大使）
英語／日本語字幕有り 2月19日

配信中

キャロライン・ケネディ元駐日米大使に独占インタビュー。安倍首相のトランプ大統領訪問や日本での女性の役
割などについて話を聞く。また、混乱に満ちているトランプ政権の安全保障に関して、ブッシュ政権下、オバマ政
権下でそれぞれ国家安全保障担当大統領次席補佐官を務めた3名に話を聞く。

内容
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ファリード・ザカリアGPS（米政権とバノン戦略官）
英語／日本語字幕無し 2月5日

配信中

米国の安全保障戦略を練る国家安全保障会議に加わったバノン大統領上級顧問兼首席戦略官は、そこでどの
ような役割を果たすのか？クリントン政権で国務長官だったマデレーン・オルブライト氏と、ブッシュ前政権の大
統領補佐官（国家安全保障問題担当）だったスティーブン・ハドリー氏に話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（米政権とバノン戦略官）
英語／日本語字幕有り 2月5日

配信中

米国の安全保障戦略を練る国家安全保障会議に加わったバノン大統領上級顧問兼首席戦略官は、そこでどの
ような役割を果たすのか？クリントン政権で国務長官だったマデレーン・オルブライト氏と、ブッシュ前政権の大
統領補佐官（国家安全保障問題担当）だったスティーブン・ハドリー氏に話を聞く。

メイン・セイル（セーリング界の開拓者）英語／日
本語字幕無し 2月9日

配信中

昨年ボルボ・オーシャンレースのCEOに就任したマーク・ターナーに密着。単独無寄港で世界一周を目指す
「ヴァンデ・グローブ」など世界最高峰のヨットレースに参加。その後自身の会社を起業、世界的ヨットレース「エ
クストリームセーリングシリーズ」や、過酷な自転車レース「オート・ルート」など、数々のスポーツイベントを立ち
上げてきた彼に、今後の挑戦について聞く。

メイン・セイル（セーリング界の開拓者）英語／日
本語字幕有り 2月9日

配信中

昨年ボルボ・オーシャンレースのCEOに就任したマーク・ターナーに密着。単独無寄港で世界一周を目指す
「ヴァンデ・グローブ」など世界最高峰のヨットレースに参加。その後自身の会社を起業、世界的ヨットレース「エ
クストリームセーリングシリーズ」や、過酷な自転車レース「オート・ルート」など、数々のスポーツイベントを立ち
上げてきた彼に、今後の挑戦について聞く。

リビング・ゴルフ（タイガー・ウッズ特集）英語／日
本語字幕無し 3月2日

配信中

長期休養から復帰後2戦目のドバイ・デザート・クラシックを腰痛で途中棄権したタイガー・ウッズ。メジャー14勝
を誇る彼のキャリアを振り返り、現在の体調、今後の選手生活やドバイでの事業について聞く。

リビング・ゴルフ（タイガー・ウッズ特集）英語／日
本語字幕有り 3月2日

配信中

長期休養から復帰後2戦目のドバイ・デザート・クラシックを腰痛で途中棄権したタイガー・ウッズ。メジャー14勝
を誇る彼のキャリアを振り返り、現在の体調、今後の選手生活やドバイでの事業について聞く。

Dr.グプタのバイタル・サイン（最新遺伝子研究）
英語／日本語字幕無し 3月15日

配信中

遺伝子研究の先進国アイスランドは、DNAの遺伝情報「ゲノム」の収集と解析を長年行っていて、全人口の1／3
にあたる10万人以上の遺伝子配列を特定している。この研究現場を訪ね、結果が世界の科学や医療分野でど
のように役立っているのかを取材。また、地熱エネルギーを利用して人工的に作られた世界最大の露天風呂
「ブルーラグーン」を訪ねる。

Dr.グプタのバイタル・サイン（最新遺伝子研究）
英語／日本語字幕有り 3月15日

配信中

遺伝子研究の先進国アイスランドは、DNAの遺伝情報「ゲノム」の収集と解析を長年行っていて、全人口の1／3
にあたる10万人以上の遺伝子配列を特定している。この研究現場を訪ね、結果が世界の科学や医療分野でど
のように役立っているのかを取材。また、地熱エネルギーを利用して人工的に作られた世界最大の露天風呂
「ブルーラグーン」を訪ねる。

アフリカン・ボイス（アフリカの料理家たち）英語／
日本語 4月7日

配信中

ナイロビの有名シェフは、様々なところに出向き常に新たな材料や技術と出会い、料理を通じてストーリーを伝
えることを大切にしている。モロッコでは、レストラン経営も行うDJに、また、ナイジェリアでは独創的な料理をす
るフードラボの経営者に迫る。

アフリカン・ボイス（アフリカの料理家たち）英語／
日本語字幕無し 4月7日

配信中

ナイロビの有名シェフは、様々なところに出向き常に新たな材料や技術と出会い、料理を通じてストーリーを伝
えることを大切にしている。モロッコでは、レストラン経営も行うDJに、また、ナイジェリアでは独創的な料理をす
るフードラボの経営者に迫る。

インサイド・アフリカ（車愛好家たち）英語／日本
語 4月15日

配信中

南アフリカのケープタウンで1週間に1度、大勢の地元の人々が楽しむカーレースがある。400mの普通車で走行
するスピードレース。不法なドラッグレースで友人を亡くしたことをきっかけに、このレースをより安全に行うため
に尽力するラジオDJに迫る。また、1970年代、アパルトヘイトの中、カーレースを行ったドライバーにも話を聞く。

インサイド・アフリカ（車愛好家たち）英語／日本
語字幕無し 4月15日

配信中

南アフリカのケープタウンで1週間に1度、大勢の地元の人々が楽しむカーレースがある。400mの普通車で走行
するスピードレース。不法なドラッグレースで友人を亡くしたことをきっかけに、このレースをより安全に行うため
に尽力するラジオDJに迫る。また、1970年代、アパルトヘイトの中、カーレースを行ったドライバーにも話を聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東クリエーター
特集）英語／日本語 4月8日

配信中

新境地を開いている中東クリエーターたちを特集。画家やコメディアン、作曲家に密着する。彼らが創作過程に
おいて日々直面している苦労について話を聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東クリエーター
特集）英語／日本語字幕無し 4月8日

配信中

新境地を開いている中東クリエーターたちを特集。画家やコメディアン、作曲家に密着する。彼らが創作過程に
おいて日々直面している苦労について話を聞く。

ウィニング・ポスト（ドバイワールドカップ特集）英
語／日本語字幕無し 3月19日

配信中

地元UAEをはじめ、米国、欧州、そして日本から世界各国の最強クラスの名馬が参戦する「ドバイワールドカッ
プ」。芝、ダート、短距離から長距離まで、各カテゴリーの世界No.1の座を争う。賞金総額10億円の春のビックイ
ベント、競馬の祭典の魅力を紹介する。

ウィニング・ポスト（ドバイワールドカップ特集）英
語／日本語字幕有り 3月19日

配信中

地元UAEをはじめ、米国、欧州、そして日本から世界各国の最強クラスの名馬が参戦する「ドバイワールドカッ
プ」。芝、ダート、短距離から長距離まで、各カテゴリーの世界No.1の座を争う。賞金総額10億円の春のビックイ
ベント、競馬の祭典の魅力を紹介する。
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トーク・アジア（有名パティシェ兼パン職人）英語
／日本語字幕無し 3月23日

配信中

アメリカの有名パティシェ兼パン職人、ナンシー・シルバートンに密着。LAのレストラン「カンパニール」のオー
ナーパティシエ、「ラ・ブレア・ベーカリー」のオーナーベーカーを務め、年間最優秀パティシェやベストレストラン
賞など数々の賞を受賞。成功までの道のりについて聞く。

トーク・アジア（有名パティシェ兼パン職人）英語
／日本語字幕有り 3月23日

配信中

アメリカの有名パティシェ兼パン職人、ナンシー・シルバートンに密着。LAのレストラン「カンパニール」のオー
ナーパティシエ、「ラ・ブレア・ベーカリー」のオーナーベーカーを務め、年間最優秀パティシェやベストレストラン
賞など数々の賞を受賞。成功までの道のりについて聞く。

ビジネス・トラベラー（世界最長フライト）英語／日
本語字幕無し 3月9日

配信中

カタール航空が2月に就航させた、旅客便で世界最長路線のフライトに搭乗。カタールの首都ドーハとニュー
ジーランドの最大都市オークランドを結ぶ、約17時間に及ぶ空の旅をリポート。長時間フライトに対応した機体
や燃料、機内食やCA、航空券料金や体への影響について取材、超長距離路線復活の背景に迫る。

ビジネス・トラベラー（世界最長フライト）英語／日
本語字幕有り 3月9日

配信中

カタール航空が2月に就航させた、旅客便で世界最長路線のフライトに搭乗。カタールの首都ドーハとニュー
ジーランドの最大都市オークランドを結ぶ、約17時間に及ぶ空の旅をリポート。長時間フライトに対応した機体
や燃料、機内食やCA、航空券料金や体への影響について取材、超長距離路線復活の背景に迫る。

ファリード・ザカリアGPS（GE社イメルトCEO）英語
／日本語字幕無し 4月2日

配信中

トランプ大統領やオバマ前大統領の雇用関係の顧問でもある、アメリカの代表的な巨大企業ゼネラル・エレクト
リック社、通称GE社の最高経営責任者（CEO）ジェフリー・イメルト氏に独占インタビュー。イメルトCEOは、アメリ
カ経済についてどう考えているのか、また、GEは今度どのような企業になっていくのか？

ファリード・ザカリアGPS（GE社イメルトCEO）英語
／日本語字幕有り 4月2日

配信中

トランプ大統領やオバマ前大統領の雇用関係の顧問でもある、アメリカの代表的な巨大企業ゼネラル・エレクト
リック社、通称GE社の最高経営責任者（CEO）ジェフリー・イメルト氏に独占インタビュー。イメルトCEOは、アメリ
カ経済についてどう考えているのか、また、GEは今度どのような企業になっていくのか？

ファリード・ザカリアGPS（ロシア大統領報道官）
英語／日本語字幕無し 3月12日

配信中

プーチン露大統領を一番よく知っているドミトリー・ペスコフ大統領報道官に独占インタビュー。ロシアの内部や
アメリカをはじめ世界との関係について、さらに、米大統領選中のトランプ大統領との関係について迫る。ロシア
はアメリカからの非難をどのように考えているのか？トランプ政権に関してプーチン大統領はどう捉えているの
か？

ファリード・ザカリアGPS（ロシア大統領報道官）
英語／日本語字幕有り 3月12日

配信中

プーチン露大統領を一番よく知っているドミトリー・ペスコフ大統領報道官に独占インタビュー。ロシアの内部や
アメリカをはじめ世界との関係について、さらに、米大統領選中のトランプ大統領との関係について迫る。ロシア
はアメリカからの非難をどのように考えているのか？トランプ政権に関してプーチン大統領はどう捉えているの
か？

メイン・セイル（ヴァンデ・グローブ特集）英語／日
本語字幕無し 3月9日

配信中

4年に1度開催される、世界一周単独無寄港のヨットレース、ヴァンデ・グローブ。フランスのレ・サーブル＝ドロン
ヌ港をスタートし、南半球ルートを通る世界で最も過酷なヨットレースといわれている。2016年11月から74日かけ
て、2017年1月にゴールを果たした優勝者にインタビュー。この想像を絶するレースの模様を振り返る。

メイン・セイル（ヴァンデ・グローブ特集）英語／日
本語字幕有り 3月9日

配信中

4年に1度開催される、世界一周単独無寄港のヨットレース、ヴァンデ・グローブ。フランスのレ・サーブル＝ドロン
ヌ港をスタートし、南半球ルートを通る世界で最も過酷なヨットレースといわれている。2016年11月から74日かけ
て、2017年1月にゴールを果たした優勝者にインタビュー。この想像を絶するレースの模様を振り返る。

リビング・ゴルフ（ダニー・ウィレット特集）英語／
日本語字幕無し 4月1日

配信中

2016年のマスターズで悲願のメジャー初制覇し、躍進を遂げた英出身のダニー・ウィレットに独占インタビュー。
彼のスウィングコーチ、ピート・コーウェンに、躍進の理由を聞く。

リビング・ゴルフ（ダニー・ウィレット特集）英語／
日本語字幕有り 4月1日

配信中

2016年のマスターズで悲願のメジャー初制覇し、躍進を遂げた英出身のダニー・ウィレットに独占インタビュー。
彼のスウィングコーチ、ピート・コーウェンに、躍進の理由を聞く。

Dr.グプタのバイタル・サイン（マラソンの進化）英
語／日本語字幕無し 4月19日

8月15日～

2017年4月時点のフルマラソン世界記録は2時間2分57秒。前人未到の領域である2時間の壁を破るべくハード
な練習に励むチームに密着。人間の体力の限界に迫るマラソンのトレーニング法を紹介。

Dr.グプタのバイタル・サイン（マラソンの進化）英
語／日本語字幕有り 4月19日

8月15日～

2017年4月時点のフルマラソン世界記録は2時間2分57秒。前人未到の領域である2時間の壁を破るべくハード
な練習に励むチームに密着。人間の体力の限界に迫るマラソンのトレーニング法を紹介。

インサイド・アフリカ（ファッション業界）英語／日
本語 5月6日

8月15日～

これから躍進する南アフリカのファッション業界に注目。海沿いの街、ケープタウンで開催された第10回「メルセ
デスベンツ・ファッションウィーク・ケープタウン」。5日間に渡り、33人のデザイナーがアフリカ大陸各地から集ま
り、新作を披露した。このファッションウィークに挑戦した若手デザイナーに密着する。

インサイド・アフリカ（ファッション業界）英語／日
本語字幕無し 5月6日

8月15日～

これから躍進する南アフリカのファッション業界に注目。海沿いの街、ケープタウンで開催された第10回「メルセ
デスベンツ・ファッションウィーク・ケープタウン」。5日間に渡り、33人のデザイナーがアフリカ大陸各地から集ま
り、新作を披露した。このファッションウィークに挑戦した若手デザイナーに密着する。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約65本

CNNｊ セレクト

※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。
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インサイド・アフリカ（世界最高峰のMTBレース）
英語／日本語 5月12日

8月15日～

ワイン畑が広がる美しい丘陵地帯、南アフリカのケープタウン郊外は、世界中のプロが集まるオフロードサイク
リングの聖地となっている。ここで8日間に渡り行われる世界最高峰のMTBレース「ケープエピック」の模様をお
届けする。ルートは毎年変更され、世界各地からアマチュアとプロのMTBライダー達が参戦。大会の創始者や
大会カメラマン、参加選手などにその魅力を聞く。

インサイド・アフリカ（世界最高峰のMTBレース）
英語／日本語字幕無し 5月12日

8月15日～

ワイン畑が広がる美しい丘陵地帯、南アフリカのケープタウン郊外は、世界中のプロが集まるオフロードサイク
リングの聖地となっている。ここで8日間に渡り行われる世界最高峰のMTBレース「ケープエピック」の模様をお
届けする。ルートは毎年変更され、世界各地からアマチュアとプロのMTBライダー達が参戦。大会の創始者や
大会カメラマン、参加選手などにその魅力を聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（宝飾デザイナー）
英語／日本語 5月6日

8月15日～

世界的に有名なエジプト人ジュエリー・デザイナー、アザ・ファハミに密着。古代中東風のデザインが評判の彼
女に、創作の秘訣について聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（宝飾デザイナー）
英語／日本語字幕無し 5月6日

8月15日～

世界的に有名なエジプト人ジュエリー・デザイナー、アザ・ファハミに密着。古代中東風のデザインが評判の彼
女に、創作の秘訣について聞く。

ウィニング・ポスト（オーストラリア最高峰レース）
英語／日本語字幕無し 4月23日

8月15日～

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。国内最古の競馬
場のひとつ、会場のロイヤルランドウィック競馬場から熱戦の模様をリポート。また、サラブレッドの運動生理学
の世界的権威、デビッド・エヴァンス医師にインタビュー。

ウィニング・ポスト（オーストラリア最高峰レース）
英語／日本語字幕有り 4月23日

8月15日～

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。国内最古の競馬
場のひとつ、会場のロイヤルランドウィック競馬場から熱戦の模様をリポート。また、サラブレッドの運動生理学
の世界的権威、デビッド・エヴァンス医師にインタビュー。

トーク・アジア（百度CEO）英語／日本語字幕無し
4月27日

8月15日～

中国検索エンジン最大手「百度」（バイドゥ）の創業者で会長兼CEOの李彦宏が登場。2013年に米誌「フォーブ
ス」が選ぶ「ベストビジネスリーダー」の3位に選出され、中国随一の大富豪である彼に北京でインタビュー。
グーグルやフェイスブックに対抗すべく人工知能分野の開発を行っている、米カリフォルニアのシリコンバレーに
ある研究所を特別取材。

トーク・アジア（百度CEO）英語／日本語字幕有り
4月27日

8月15日～

中国検索エンジン最大手「百度」（バイドゥ）の創業者で会長兼CEOの李彦宏が登場。2013年に米誌「フォーブ
ス」が選ぶ「ベストビジネスリーダー」の3位に選出され、中国随一の大富豪である彼に北京でインタビュー。
グーグルやフェイスブックに対抗すべく人工知能分野の開発を行っている、米カリフォルニアのシリコンバレーに
ある研究所を特別取材。

ビジネス・トラベラー（旅行業界の社会貢献活動）
英語／日本語字幕無し 4月13日

8月15日～

様々な顧客サービスが要求される中、社会貢献にも力を入れている旅行業界。ホテルの客室の使用済み石鹸
リサイクルなどの取組みを紹介。ヴァージン・アトランティック航空創設者でグループ会長のリチャード・ブランソ
ンにインタビュー。

ビジネス・トラベラー（旅行業界の社会貢献活動）
英語／日本語字幕有り 4月13日

8月15日～

様々な顧客サービスが要求される中、社会貢献にも力を入れている旅行業界。ホテルの客室の使用済み石鹸
リサイクルなどの取組みを紹介。ヴァージン・アトランティック航空創設者でグループ会長のリチャード・ブランソ
ンにインタビュー。

ファリード・ザカリアGPS（各国選挙を分析）英語
／日本語字幕無し 4月23日

8月15日～

フランスの大統領選、イギリスの解散総選挙、トルコの国民投票。相次ぐ重要選挙を専門家達と分析する。自由
民主主義は衰退しているのか？民主主義の将来はどうなるのか？また、マイクロソフトの前CEOスティーブ・バ
ルマー氏は、自己資金を投じて政府の歳出を調査しようとしている。ビジネスの視点から政府を検証すると何が
浮かび上がってくるのか、話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（各国選挙を分析）英語
／日本語字幕有り 4月23日

8月15日～

フランスの大統領選、イギリスの解散総選挙、トルコの国民投票。相次ぐ重要選挙を専門家達と分析する。自由
民主主義は衰退しているのか？民主主義の将来はどうなるのか？また、マイクロソフトの前CEOスティーブ・バ
ルマー氏は、自己資金を投じて政府の歳出を調査しようとしている。ビジネスの視点から政府を検証すると何が
浮かび上がってくるのか、話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（前米大統領補佐官）英
語／日本語字幕無し 4月30日

8月15日～

オバマ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたスーザン・ライス氏に独占インタビュー。北朝鮮やロ
シアへのトランプ大統領の外交問題対応をどのように見ているのか？また、カナダのクリスティア・フリーランド
外務大臣に、アメリカとの外交に関して話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（前米大統領補佐官）英
語／日本語字幕有り 4月30日

8月15日～

オバマ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたスーザン・ライス氏に独占インタビュー。北朝鮮やロ
シアへのトランプ大統領の外交問題対応をどのように見ているのか？また、カナダのクリスティア・フリーランド
外務大臣に、アメリカとの外交に関して話を聞く。

メイン・セイル（女性セーラー特集）英語／日本語
字幕無し 4月13日

8月15日～

エレン・マッカーサーやドーン・ライリーなど、一時代を築いた偉大な女性セーラーたちに、「セーリング界の将来
を担う女性選手は誰か」について聞く。また、セーリング界における男女差別の現状を取材する。

メイン・セイル（女性セーラー特集）英語／日本語
字幕有り 4月13日

8月15日～

エレン・マッカーサーやドーン・ライリーなど、一時代を築いた偉大な女性セーラーたちに、「セーリング界の将来
を担う女性選手は誰か」について聞く。また、セーリング界における男女差別の現状を取材する。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約65本

CNNｊ セレクト

※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。

配信
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内容

リビング・ゴルフ（青木功に独占インタビュー）英
語／日本語字幕無し 5月4日

8月15日～

日本のゴルフ界を特集する。2004年、日本人男子初の世界ゴルフ殿堂入りを果たした青木功に独占インタ
ビュー。また、ゴルフを題材にした人気漫画「風の大地」と「キング・ゴルフ」、漫画雑誌「ゴルフレッスンコミック」
を紹介。さらに1990年代以降の不景気からゴルフ人気低迷の中、人気復活の一翼を担う若いスター選手も取材
する。

リビング・ゴルフ（青木功に独占インタビュー）英
語／日本語字幕有り 5月4日

8月15日～

日本のゴルフ界を特集する。2004年、日本人男子初の世界ゴルフ殿堂入りを果たした青木功に独占インタ
ビュー。また、ゴルフを題材にした人気漫画「風の大地」と「キング・ゴルフ」、漫画雑誌「ゴルフレッスンコミック」
を紹介。さらに1990年代以降の不景気からゴルフ人気低迷の中、人気復活の一翼を担う若いスター選手も取材
する。

タイトル

