2018年12月20日現在

【2019年1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

シリーズ名

配信
開始

内容

アフリカン・ボイス（NBAジョエル・エンビード）英
スポーツドキュメント
語／日本語 10月13日

1月15日～

NBA選手に憧れていたというカメルーン出身のNBA選手ジョエル・エンビード。フィラデルフィ
ア76サーズに所属し夢を叶えた彼の生い立ちからNBAでの活躍ぶりを紹介する。

アフリカン・ボイス（NBAジョエル・エンビード）英
スポーツドキュメント
語／日本語字幕無し 10月13日

1月15日～

NBA選手に憧れていたというカメルーン出身のNBA選手ジョエル・エンビード。フィラデルフィ
ア76サーズに所属し夢を叶えた彼の生い立ちからNBAでの活躍ぶりを紹介する。

1月15日～

排泄物からバイオガスを発生させる装置を開発、会社を立ち上げたケニアの19歳の起業家。
数々の音楽賞を総なめにした南アのシンガー・ソングライター。様々な異素材を使い、多次元
的で挑発的な表現を得意とするウガンダのビジュアル・アーティスト。フォーブス誌で紹介され
たアフリカの星を紹介する。

アフリカン・ボイス（未来を担うアフリカの星）英
語／日本語 9月15日

その他（海外ドキュ
メント）

アフリカン・ボイス（未来を担うアフリカの星）英
語／日本語字幕無し 9月15日

その他（海外ドキュ
メント）

1月15日～

排泄物からバイオガスを発生させる装置を開発、会社を立ち上げたケニアの19歳の起業家。
数々の音楽賞を総なめにした南アのシンガー・ソングライター。様々な異素材を使い、多次元
的で挑発的な表現を得意とするウガンダのビジュアル・アーティスト。フォーブス誌で紹介され
たアフリカの星を紹介する。

インサイド・アフリカ（アクション映画制作）英語
／日本語 9月28日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

ウガンダのカンパラのスラム街にあるアクション映画の撮影スタジオは、ハリウッドならぬワカ
リウッドと呼ばれる。1980年代に「ランボー」などをみて感化された映画監督がプロデュース
し、一家総出でウガンダらしいアクション映画を制作しようと奮闘している姿を紹介する。

インサイド・アフリカ（アクション映画制作）英語
／日本語字幕無し 9月28日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

ウガンダのカンパラのスラム街にあるアクション映画の撮影スタジオは、ハリウッドならぬワカ
リウッドと呼ばれる。1980年代に「ランボー」などをみて感化された映画監督がプロデュース
し、一家総出でウガンダらしいアクション映画を制作しようと奮闘している姿を紹介する。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東の写真特
集）英語／日本語字幕無し 9月8日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

中東の写真といえば、新聞の一面を飾る報道写真が主流だったが、近年、芸術写真が花開
いている。中東の有名写真家たちに、写真が持つ、時代を超えて人々を惹きつけるパワーや
創造性について聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東の写真特
集）英語／日本語字幕有り 9月8日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

中東の写真といえば、新聞の一面を飾る報道写真が主流だったが、近年、芸術写真が花開
いている。中東の有名写真家たちに、写真が持つ、時代を超えて人々を惹きつけるパワーや
創造性について聞く。

ウィニング・ポスト（砂浜競馬特集）英語／日本
語字幕無し 9月23日

スポーツドキュメント

1月15日～

アイルランドの首都、ダブリン近郊の海岸で開催されるレースを特集。年に1度、9月上旬、干
潮の時に現れる砂浜のレイタウン競馬場で開かれる、歴史あるレースの模様をリポート。

ウィニング・ポスト（砂浜競馬特集）英語／日本
語字幕有り 9月23日

スポーツドキュメント

1月15日～

アイルランドの首都、ダブリン近郊の海岸で開催されるレースを特集。年に1度、9月上旬、干
潮の時に現れる砂浜のレイタウン競馬場で開かれる、歴史あるレースの模様をリポート。

トーク・アジア（インドの映画俳優）英語／日本
語字幕無し 10月3日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

インド・クリケット界のレジェンドと有名女優を両親にもつインドの映画俳優、サイーフ・アリー・
カーン。ボリウッドの第一線で25年に渡り活躍している、48歳の彼に密着。現在は人気ドラマ
シリーズ「聖なるゲーム」に主演、彼のキャリアを振り返る。

トーク・アジア（インドの映画俳優）英語／日本
語字幕有り 10月3日

旅・食・アートの世
界

1月15日～

インド・クリケット界のレジェンドと有名女優を両親にもつインドの映画俳優、サイーフ・アリー・
カーン。ボリウッドの第一線で25年に渡り活躍している、48歳の彼に密着。現在は人気ドラマ
シリーズ「聖なるゲーム」に主演、彼のキャリアを振り返る。

ファリード・ザカリアGPS（アメリカの実情）英語
／日本語字幕無し 9月2日

ファリード・ザカリア
GPS

1月15日～

現在のアメリカは、衰退の一途を辿っている？それとも、革新的な国になっていくのか？アメ
リカ国内の実情を視察する旅を敢行した作家などの識者に話を聞く。そのほか、時間とは何
かという根源的な疑問を、優れた物理科学者に尋ねる。その意外な答えとは？

ファリード・ザカリアGPS（アメリカの実情）英語
／日本語字幕有り 9月2日

ファリード・ザカリア
GPS

1月15日～

現在のアメリカは、衰退の一途を辿っている？それとも、革新的な国になっていくのか？アメ
リカ国内の実情を視察する旅を敢行した作家などの識者に話を聞く。そのほか、時間とは何
かという根源的な疑問を、優れた物理科学者に尋ねる。その意外な答えとは？

1月15日～

元国務長官で、民主党の元大統領候補でもあり、上院議員だったジョン・ケリー氏にインタ
ビュー。今のトランプ政権の政策やイラン核合意が覆されたことは、彼の目にどう映るのか。
また、リベラルな政治の国としても知られているスウェーデンで、極右ポピュリストの人口が急
増しているのは何故か？スウェーデンと欧州の将来についてスウェーデン元首相に聞く。

1月15日～

元国務長官で、民主党の元大統領候補でもあり、上院議員だったジョン・ケリー氏にインタ
ビュー。今のトランプ政権の政策やイラン核合意が覆されたことは、彼の目にどう映るのか。
また、リベラルな政治の国としても知られているスウェーデンで、極右ポピュリストの人口が急
増しているのは何故か？スウェーデンと欧州の将来についてスウェーデン元首相に聞く。

ファリード・ザカリアGPS（ケリー元国務長官）英 ファリード・ザカリア
語／日本語字幕無し 9月9日
GPS

ファリード・ザカリアGPS（ケリー元国務長官）英 ファリード・ザカリア
語／日本語字幕有り 9月9日
GPS

2018年12月20日現在

【2019年1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
開始

内容

1月15日～

デンマークのオーフスで8月に開催された、4年に1度の「セーリング世界選手権」の熱戦の模
様をリポート。2020年東京五輪の出場国予選も兼ね、約100カ国から1500人近いセーラーが
一堂に会し五輪種目を競った。ロンドン五輪で4大会連続金メダルを獲得した英国のスター、
ベン・エインズリーに密着インタビュー。

スポーツドキュメント

1月15日～

デンマークのオーフスで8月に開催された、4年に1度の「セーリング世界選手権」の熱戦の模
様をリポート。2020年東京五輪の出場国予選も兼ね、約100カ国から1500人近いセーラーが
一堂に会し五輪種目を競った。ロンドン五輪で4大会連続金メダルを獲得した英国のスター、
ベン・エインズリーに密着インタビュー。

リビング・ゴルフ（ライダーカップ特集）英語／日
スポーツドキュメント
本語字幕無し 9月6日

1月15日～

初めてフランスで開催された、2年に1度の欧米選抜対抗戦「ライダーカップ」の見どころを紹
介。欧州選抜主将トーマス・ビヨーン、フランス出身で欧州ツアー4勝のラファエル・ジャクラ
ン、ライダーカップ会長のパスカル・グリゾにインタビュー。

リビング・ゴルフ（ライダーカップ特集）英語／日
スポーツドキュメント
本語字幕有り 9月6日

1月15日～

初めてフランスで開催された、2年に1度の欧米選抜対抗戦「ライダーカップ」の見どころを紹
介。欧州選抜主将トーマス・ビヨーン、フランス出身で欧州ツアー4勝のラファエル・ジャクラ
ン、ライダーカップ会長のパスカル・グリゾにインタビュー。

1月15日～

NYの人気レストラン「NOBU」のシェフ松久信幸と、共同設立者でアカデミー賞受賞俳優のロ
バート・デ・ニーロ、映画プロデューサーのメイア・テペルが「NOBUホスピタリティ」を設立。世
界でレストランやホテル経営を展開する彼らが、世界的ブランドに成長させた秘訣やビジネス
にかける情熱を語る。

1月15日～

NYの人気レストラン「NOBU」のシェフ松久信幸と、共同設立者でアカデミー賞受賞俳優のロ
バート・デ・ニーロ、映画プロデューサーのメイア・テペルが「NOBUホスピタリティ」を設立。世
界でレストランやホテル経営を展開する彼らが、世界的ブランドに成長させた秘訣やビジネス
にかける情熱を語る。

タイトル
メイン・セイル（五輪予選も兼ねたセーリング大
会）英語／日本語字幕無し 9月13日

メイン・セイル（五輪予選も兼ねたセーリング大
会）英語／日本語字幕有り 9月13日

シリーズ名
スポーツドキュメント

有名起業家たちの世界（日本人シェフとデ・ニー 旅・食・アートの世
ロ）英語／日本語字幕無し 8月4日
界

有名起業家たちの世界（日本人シェフとデ・ニー 旅・食・アートの世
ロ）英語／日本語字幕有り 8月4日
界

アフリカン・ボイス（アフリカのユニークな画家
達）英語／日本語 8月17日

旅・食・アートの世
界

配信中

NYでマダム・タッソーの人形に出会って感銘を受け、これを南アフリカでも作ろうと奮起。ネル
ソン・マンデラやマイケル・ジャクソンなどの人物像を製作するアーティスト。また、モロッコの
国王にも収集されているというダカールの画家など、アフリカのユニークな画家3人に迫る。

アフリカン・ボイス（アフリカのユニークな画家
達）英語／日本語字幕無し 8月17日

旅・食・アートの世
界

配信中

NYでマダム・タッソーの人形に出会って感銘を受け、これを南アフリカでも作ろうと奮起。ネル
ソン・マンデラやマイケル・ジャクソンなどの人物像を製作するアーティスト。また、モロッコの
国王にも収集されているというダカールの画家など、アフリカのユニークな画家3人に迫る。

アフリカン・ボイス（アフリカの女性アーティスト） 旅・食・アートの世
英語／日本語 9月15日
界

配信中

敢えて手を使うことにこだわり立体的で美しい作品を生み出す刺繍作家や、人の顔をキャン
バスのように見立てビーズをつけるなど独特のメイクアップを創り出している美容家。拡大鏡
を見ながら細かく絵筆を走らせるミニチュア画家など、3人の女性アーティストたちに迫る。

アフリカン・ボイス（アフリカの女性アーティスト） 旅・食・アートの世
英語／日本語字幕無し 9月15日
界

配信中

敢えて手を使うことにこだわり立体的で美しい作品を生み出す刺繍作家や、人の顔をキャン
バスのように見立てビーズをつけるなど独特のメイクアップを創り出している美容家。拡大鏡
を見ながら細かく絵筆を走らせるミニチュア画家など、3人の女性アーティストたちに迫る。

インサイド・アフリカ（ナイジェリアの人気DJ）英 旅・食・アートの世
語／日本語 7月29日
界

配信中

2013年にコンテストで優勝したことで一躍有名になり、ナイジェリアでミュージックシーンと女性
の壁を改革する女性DJ。DJは男性ばかりの世界で最初は怖かったという中、世界一のDJを
目指してパフォーマンスに磨きをかけている人気DJに密着する。

インサイド・アフリカ（ナイジェリアの人気DJ）英 旅・食・アートの世
語／日本語字幕無し 7月29日
界

配信中

2013年にコンテストで優勝したことで一躍有名になり、ナイジェリアでミュージックシーンと女性
の壁を改革する女性DJ。DJは男性ばかりの世界で最初は怖かったという中、世界一のDJを
目指してパフォーマンスに磨きをかけている人気DJに密着する。

インサイド・アフリカ（ナイロビの野生動物保護） その他（海外ドキュ
英語／日本語 8月10日
メント）

配信中

ナイロビのサバンナにある野生動物保護区で、自分の名前を冠した基金も設立し、230頭も
の子ゾウを飼育した女性。今年4月に乳ガンで死去したが、さらに彼女の娘が保護活動と基
金を引き継いでいる。「ママ エレファント」と呼ばれた彼女の生涯とその保護活動を振り返る。

インサイド・アフリカ（ナイロビの野生動物保護） その他（海外ドキュ
英語／日本語字幕無し 8月10日
メント）

配信中

ナイロビのサバンナにある野生動物保護区で、自分の名前を冠した基金も設立し、230頭も
の子ゾウを飼育した女性。今年4月に乳ガンで死去したが、さらに彼女の娘が保護活動と基
金を引き継いでいる。「ママ エレファント」と呼ばれた彼女の生涯とその保護活動を振り返る。

配信中

サウジやイギリスなど世界11か国から116機の飛行機と232人のパイロットが集結し、ボツワ
ナで2日間行われる世界最大級のエア・レース。このレースは、収益金がサイの保護活動に
寄付され大企業もスポンサーについている、実はサイのためのレース。開催国ボツワナから
は3つのチームが出場しており、入賞の期待がかかる。

配信中

サウジやイギリスなど世界11か国から116機の飛行機と232人のパイロットが集結し、ボツワ
ナで2日間行われる世界最大級のエア・レース。このレースは、収益金がサイの保護活動に
寄付され大企業もスポンサーについている、実はサイのためのレース。開催国ボツワナから
は3つのチームが出場しており、入賞の期待がかかる。

インサイド・アフリカ（世界最大級の航空機レー
ス）英語／日本語 9月7日

インサイド・アフリカ（世界最大級の航空機レー
ス）英語／日本語字幕無し 9月7日

スポーツドキュメント

スポーツドキュメント

2018年12月20日現在

【2019年1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
開始

内容

配信中

南アフリカの東海岸にあるポート・セント・ジョンでは、「サーディン・ラン」と呼ばれるイワシの
大群が出現するため、世界中からダイバー、水中カメラマンらが集まる。イワシ以外にも、イ
ルカや珍しい魚が見られるため、多くの観光客が訪れる海洋生物の宝庫である、この小さな
海辺の町を紹介する。

インサイド・アフリカ（豊かな海洋環境を誇る町） その他（海外ドキュ
英語／日本語字幕無し 9月14日
メント）

配信中

南アフリカの東海岸にあるポート・セント・ジョンでは、「サーディン・ラン」と呼ばれるイワシの
大群が出現するため、世界中からダイバー、水中カメラマンらが集まる。イワシ以外にも、イ
ルカや珍しい魚が見られるため、多くの観光客が訪れる海洋生物の宝庫である、この小さな
海辺の町を紹介する。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東の人気アニ
メ）英語／日本語字幕無し 8月4日

旅・食・アートの世
界

配信中

初のアフリカ系ヒーローが主人公のハリウッド映画「ブラックパンサー」が今年大ヒット。次は
アラブ系？というわけで、中東生まれの人気ヒーローやヒロインを特集。中東のアニメーター
や漫画家に、アニメ、コミック事情を聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東の人気アニ
メ）英語／日本語字幕有り 8月4日

旅・食・アートの世
界

配信中

初のアフリカ系ヒーローが主人公のハリウッド映画「ブラックパンサー」が今年大ヒット。次は
アラブ系？というわけで、中東生まれの人気ヒーローやヒロインを特集。中東のアニメーター
や漫画家に、アニメ、コミック事情を聞く。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東映画の魅
力）英語／日本語字幕無し 7月7日

旅・食・アートの世
界

配信中

世界3大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭。最高賞「パルムドール」を競う部門に、中東から5
作品がノミネートされ大きな話題に。注目を浴びる中東映画の魅力を紹介する。

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東映画の魅
力）英語／日本語字幕有り 7月7日

旅・食・アートの世
界

配信中

世界3大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭。最高賞「パルムドール」を競う部門に、中東から5
作品がノミネートされ大きな話題に。注目を浴びる中東映画の魅力を紹介する。

配信中

英競馬界最大のイベント「ロイヤルアスコット」詳報。ロンドン郊外のアスコット競馬場で5日間
に渡り開催された、伝統ある英王室主催レースの魅力に迫る。競馬界のビックネームが一堂
に会した英国王室御用達のブランド「フォートナム・アンド・メイソン」主催の夕食会、ケンジント
ン宮殿での競りの模様も紹介する。

タイトル

シリーズ名

インサイド・アフリカ（豊かな海洋環境を誇る町） その他（海外ドキュ
英語／日本語 9月14日
メント）

ウィニング・ポスト（ロイヤルアスコット特集）英
語／日本語字幕無し 7月22日

スポーツドキュメント

ウィニング・ポスト（ロイヤルアスコット特集）英
語／日本語字幕有り 7月22日

スポーツドキュメント

配信中

英競馬界最大のイベント「ロイヤルアスコット」詳報。ロンドン郊外のアスコット競馬場で5日間
に渡り開催された、伝統ある英王室主催レースの魅力に迫る。競馬界のビックネームが一堂
に会した英国王室御用達のブランド「フォートナム・アンド・メイソン」主催の夕食会、ケンジント
ン宮殿での競りの模様も紹介する。

ウィニング・ポスト（仏最多勝利騎手に密着）英
語／日本語字幕無し 8月26日

スポーツドキュメント

配信中

夏競馬の舞台として有名な仏ドーヴィル競馬場より、G1「ジャックルマロワ賞」など熱戦の模
様をリポート。2017年、9度目の仏最多勝利騎手に輝いたクリストフ・スミヨンに密着。

ウィニング・ポスト（仏最多勝利騎手に密着）英
語／日本語字幕有り 8月26日

スポーツドキュメント

配信中

夏競馬の舞台として有名な仏ドーヴィル競馬場より、G1「ジャックルマロワ賞」など熱戦の模
様をリポート。2017年、9度目の仏最多勝利騎手に輝いたクリストフ・スミヨンに密着。

クエストの世界都市紀行（ベルリン）英語／日本 旅・食・アートの世
語字幕無し 8月18日
界

配信中

ベルリンの壁崩壊から30年。生まれ変わったベルリンのアート、ナイトライフ、サブカルチャー
を紹介。街のいたる所に描かれている、ストリートアートを訪れ、バーレスクダンサーによるセ
クシーなパフォーマンスを鑑賞する。

クエストの世界都市紀行（ベルリン）英語／日本 旅・食・アートの世
語字幕有り 8月18日
界

配信中

ベルリンの壁崩壊から30年。生まれ変わったベルリンのアート、ナイトライフ、サブカルチャー
を紹介。街のいたる所に描かれている、ストリートアートを訪れ、バーレスクダンサーによるセ
クシーなパフォーマンスを鑑賞する。

クエストの世界都市紀行（ワシントンDC）英語／ 旅・食・アートの世
日本語字幕無し 7月14日
界

配信中

米国の首都として大規模かつ畏怖の念を抱かせるような都市計画のもと築かれた街、ワシン
トンDC。大統領が就任式のパレードを行ったルートを辿り、エリートたちが多く暮らすジョージ
タウンの社交サロンなど、首都ならではのパワーを感じさせる場所を訪問する。

クエストの世界都市紀行（ワシントンDC）英語／ 旅・食・アートの世
日本語字幕有り 7月14日
界

配信中

米国の首都として大規模かつ畏怖の念を抱かせるような都市計画のもと築かれた街、ワシン
トンDC。大統領が就任式のパレードを行ったルートを辿り、エリートたちが多く暮らすジョージ
タウンの社交サロンなど、首都ならではのパワーを感じさせる場所を訪問する。

配信中

今年93歳で世界最高齢の指導者となった、マレーシアのマハティール首相。「近代マレーシア
建国の父」と言われ、1981年から2003年まで歴代最長の22年間首相を務め勇退。2018年5
月、英国からの独立以来初の政権交代を実現。15年ぶりに返り咲いたマハティール首相に、
政界復帰やマレーシアの将来について聞く。

配信中

今年93歳で世界最高齢の指導者となった、マレーシアのマハティール首相。「近代マレーシア
建国の父」と言われ、1981年から2003年まで歴代最長の22年間首相を務め勇退。2018年5
月、英国からの独立以来初の政権交代を実現。15年ぶりに返り咲いたマハティール首相に、
政界復帰やマレーシアの将来について聞く。

トーク・アジア（マレーシア首相）英語／日本語
字幕無し 8月1日

その他（海外ドキュ
メント）

トーク・アジア（マレーシア首相）英語／日本語
字幕有り 8月1日

その他（海外ドキュ
メント）

2018年12月20日現在

【2019年1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

シリーズ名

配信
開始

内容

配信中

トランプ政権は、新たな宇宙軍事競争に乗り出すのか？トランプ大統領が6番目の軍として発
表したのは「宇宙軍」。この構想について、また宇宙の平和というものが可能かどうか、人類
が考えるべきことなどについて天体物理学者に聞く。また、アメリカの移民政策により移民の
家族が引き裂かれていると非難が上がる中、この問題について国連人権高等弁務官に聞く。

ファリード・ザカリアGPS（アメリカ宇宙軍構想）
英語／日本語字幕無し 6月24日

ファリード・ザカリア
GPS

ファリード・ザカリアGPS（アメリカ宇宙軍構想）
英語／日本語字幕有り 6月24日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

トランプ政権は、新たな宇宙軍事競争に乗り出すのか？トランプ大統領が6番目の軍として発
表したのは「宇宙軍」。この構想について、また宇宙の平和というものが可能かどうか、人類
が考えるべきことなどについて天体物理学者に聞く。また、アメリカの移民政策により移民の
家族が引き裂かれていると非難が上がる中、この問題について国連人権高等弁務官に聞く。

ファリード・ザカリアGPS（メキシコ外相）英語／
日本語字幕無し 8月5日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

トランプ大統領がこだわってきた「メキシコ国境の壁」。メキシコ側の思惑はどうなのか？メキ
シコ外相にインタビューする。
また、核合意離脱で悪化した米イラン関係を分析する。

ファリード・ザカリアGPS（メキシコ外相）英語／
日本語字幕有り 8月5日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

トランプ大統領がこだわってきた「メキシコ国境の壁」。メキシコ側の思惑はどうなのか？メキ
シコ外相にインタビューする。
また、核合意離脱で悪化した米イラン関係を分析する。

配信中

この世界は何かとストレスだらけだが、特にカウンセリングを受ける学生が増加中。イェール
大学で最も人気の教授が伝授する幸せになるための科学とは？
そのほか、元クリケットのスター選手でプレイボーイの称号を持つイムラン・カーン氏が、世界
6番目の核保有国パキスタンの新首相に選出。彼の就任が国内や隣国インドや世界に及ぼ
す影響を考える。

配信中

この世界は何かとストレスだらけだが、特にカウンセリングを受ける学生が増加中。イェール
大学で最も人気の教授が伝授する幸せになるための科学とは？
そのほか、元クリケットのスター選手でプレイボーイの称号を持つイムラン・カーン氏が、世界
6番目の核保有国パキスタンの新首相に選出。彼の就任が国内や隣国インドや世界に及ぼ
す影響を考える。

配信中

※映像内の告知は放送当時のものとなります。ご了承ください。／トランプ大統領がイギリス
を訪問し、メイ首相やエリザベス女王とも会談した。その成果はどうだったのかを検証する。
また、ヘイリー米国連大使は、国連で出されたアメリカの貧困についての報告書の内容が明
らかに馬鹿げていると激しく批判。この報告書を作成した担当者に話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（米大統領の英国訪問） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕有り 7月15日
GPS

配信中

※映像内の告知は放送当時のものとなります。ご了承ください。／トランプ大統領がイギリス
を訪問し、メイ首相やエリザベス女王とも会談した。その成果はどうだったのかを検証する。
また、ヘイリー米国連大使は、国連で出されたアメリカの貧困についての報告書の内容が明
らかに馬鹿げていると激しく批判。この報告書を作成した担当者に話を聞く。

メイン・セイル（世界一過酷なオーシャンレース）
スポーツドキュメント
英語／日本語字幕無し 7月12日

配信中

8カ月間で4万5千海里、五大海を渡る、世界一過酷な「ボルボ・オーシャンレース」。最終ゴー
ルの模様をオランダのハーグよりリポート。見事優勝に輝いたチームは？

メイン・セイル（世界一過酷なオーシャンレース）
スポーツドキュメント
英語／日本語字幕有り 7月12日

配信中

8カ月間で4万5千海里、五大海を渡る、世界一過酷な「ボルボ・オーシャンレース」。最終ゴー
ルの模様をオランダのハーグよりリポート。見事優勝に輝いたチームは？

配信中

世界屈指の単胴船が競う「52スーパーシリーズ」の年間ハイライト、7月の「TP52 ワールド･
チャンピオンシップ」を特集。ポルトガル・カスカイスでの5日間の熱戦の模様をリポート。トッ
プ争いを繰り広げる米クァンタム・レーシングとイタリアのアズーラに、戦略や最新テクノロ
ジーの導入について聞く。

スポーツドキュメント

配信中

世界屈指の単胴船が競う「52スーパーシリーズ」の年間ハイライト、7月の「TP52 ワールド･
チャンピオンシップ」を特集。ポルトガル・カスカイスでの5日間の熱戦の模様をリポート。トッ
プ争いを繰り広げる米クァンタム・レーシングとイタリアのアズーラに、戦略や最新テクノロ
ジーの導入について聞く。

リビング・ゴルフ（イタリアのゴルフ特集）英語／
スポーツドキュメント
日本語字幕無し 8月2日

配信中

欧米選抜対抗戦「ライダーカップ」2022年の開催地がローマに決定し、盛り上がりを見せるイ
タリア。今年の全英オープンで、イタリア人としてメジャー初制覇を遂げたフランチェスコ・モリ
ナリに密着。イタリアのゴルフ界を牽引するコスタンティノ・ロッカにインタビュー。

リビング・ゴルフ（イタリアのゴルフ特集）英語／
スポーツドキュメント
日本語字幕有り 8月2日

配信中

欧米選抜対抗戦「ライダーカップ」2022年の開催地がローマに決定し、盛り上がりを見せるイ
タリア。今年の全英オープンで、イタリア人としてメジャー初制覇を遂げたフランチェスコ・モリ
ナリに密着。イタリアのゴルフ界を牽引するコスタンティノ・ロッカにインタビュー。

リビング・ゴルフ（全英オープン特集）英語／日
本語字幕無し 7月5日

スポーツドキュメント

配信中

7月開催された全英オープン。舞台となるスコットランドのカーヌスティを紹介。1999年の覇
者、ポール・ローリーが「カーヌスティの悲劇」と呼ばれる逆転劇を回想。2014年の覇者、ロー
リー・マキロイが全英への思いを語る。

リビング・ゴルフ（全英オープン特集）英語／日
本語字幕有り 7月5日

スポーツドキュメント

配信中

7月開催された全英オープン。舞台となるスコットランドのカーヌスティを紹介。1999年の覇
者、ポール・ローリーが「カーヌスティの悲劇」と呼ばれる逆転劇を回想。2014年の覇者、ロー
リー・マキロイが全英への思いを語る。

ファリード・ザカリアGPS（幸せになる為の科学） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕無し 7月29日
GPS

ファリード・ザカリアGPS（幸せになる為の科学） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕有り 7月29日
GPS

ファリード・ザカリアGPS（米大統領の英国訪問） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕無し 7月15日
GPS

メイン・セイル（世界屈指の単胴艇レース）英語
／日本語字幕無し 8月9日

メイン・セイル（世界屈指の単胴艇レース）英語
／日本語字幕有り 8月9日

スポーツドキュメント

2018年12月20日現在

【2019年1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

シリーズ名

医療特番長寿を目指す（健康長寿を目指す）英
世界の医療
語／日本語字幕無し 7月28日

医療特番長寿を目指す（健康長寿を目指す）英
世界の医療
語／日本語字幕有り 7月28日

配信
開始

内容

配信中

イタリアで生まれ育ち、20年前からアメリカで暮らす、現在47歳のジュゼッペ・リーヴァ。食生
活の質の低下や運動量の減少、健康状態が低下していると言う。CNN医療特派員サンジェ
イ・グプタ医師が、現状を変えたいと望む彼に密着。まずは米ペンシルベニア大学の科学者
たちが独自のメソッドでリーヴァ氏の寿命を予測。長寿を目指して、生活改善に取り組んで行
く。

配信中

イタリアで生まれ育ち、20年前からアメリカで暮らす、現在47歳のジュゼッペ・リーヴァ。食生
活の質の低下や運動量の減少、健康状態が低下していると言う。CNN医療特派員サンジェ
イ・グプタ医師が、現状を変えたいと望む彼に密着。まずは米ペンシルベニア大学の科学者
たちが独自のメソッドでリーヴァ氏の寿命を予測。長寿を目指して、生活改善に取り組んで行
く。

