2017年10月16日現在

【2017年11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

Dr.グプタのバイタル・サイン（記憶力アップ法）英
世界の医療
語／日本語字幕無し 6月21日

配信中

記憶技術の向上を目的に毎年開催されている、全米記憶力選手権の参加者たちにインタ
ビュー。記憶力を高めるためのテクニックについて聞く。

Dr.グプタのバイタル・サイン（記憶力アップ法）英
世界の医療
語／日本語字幕有り 6月21日

配信中

記憶技術の向上を目的に毎年開催されている、全米記憶力選手権の参加者たちにインタ
ビュー。記憶力を高めるためのテクニックについて聞く。

Dr.グプタのバイタル・サイン（再生医療の未来）
英語／日本語字幕無し 5月17日

世界の医療

配信中

2007年のノーベル賞で話題となったiPS細胞を含む幹細胞は、増殖し組織や臓器に成長する
能力を持つ。再生医療への応用が期待される幹細胞の可能性を探る。

Dr.グプタのバイタル・サイン（再生医療の未来）
英語／日本語字幕有り 5月17日

世界の医療

配信中

2007年のノーベル賞で話題となったiPS細胞を含む幹細胞は、増殖し組織や臓器に成長する
能力を持つ。再生医療への応用が期待される幹細胞の可能性を探る。

アフリカン・ボイス（アフリカのアーティスト達）英
語／日本語 5月5日

音楽・映画・ファッ
ション

配信中

オンラインや広告、ファッション雑誌などで作品が公開されているアフリカのケープタウンのトッ
プカメラマン。どのように地元の環境からインスピレーションを受けているか話を聞く。また、
元々HIVカウンセラーだったという珍しい経歴を持つザンビアのビジュアルアーティスト。作品制
作上大切にしているという事などについて話を聞く。

アフリカン・ボイス（アフリカのアーティスト達）英
語／日本語字幕無し 5月5日

音楽・映画・ファッ
ション

配信中

オンラインや広告、ファッション雑誌などで作品が公開されているアフリカのケープタウンのトッ
プカメラマン。どのように地元の環境からインスピレーションを受けているか話を聞く。また、
元々HIVカウンセラーだったという珍しい経歴を持つザンビアのビジュアルアーティスト。作品制
作上大切にしているという事などについて話を聞く。

配信中

ウガンダのモータースポーツ界で活躍する一家に密着。モトクロスの国内選手権を10回優勝
するスター選手に、モトクロスを続けていく上での家族への思いを聞く。また既にモトクロスの
選手として活躍する息子たちが、父への思いや将来への展望を語る。さらに、鮫に襲われ片足
を失った後、南アフリカの代表としてパラリンピックに出場し、メダリストとなった競泳選手に迫
る。

スポーツドキュメント

配信中

ウガンダのモータースポーツ界で活躍する一家に密着。モトクロスの国内選手権を10回優勝
するスター選手に、モトクロスを続けていく上での家族への思いを聞く。また既にモトクロスの
選手として活躍する息子たちが、父への思いや将来への展望を語る。さらに、鮫に襲われ片足
を失った後、南アフリカの代表としてパラリンピックに出場し、メダリストとなった競泳選手に迫
る。

アフリカン・ボイス（折り紙アーティスト）英語／日
旅・食・アートの世界
本語 6月2日

配信中

アフリカのケープタウンで昔ながらの折り紙を使って表現するアーティストに迫る。365日毎日
作品を作りインスタグラムに掲載するプロジェクトを開始。この企画がヒットし、折り紙ブームが
起こる。どんな信念を持ち新たな分野を開拓しているのか話を聞く。
また、ナイジェリアでスーパーヒーローを生み出している漫画家に、今後の夢や展望を聞く。

アフリカン・ボイス（折り紙アーティスト）英語／日
旅・食・アートの世界
本語字幕無し 6月2日

配信中

アフリカのケープタウンで昔ながらの折り紙を使って表現するアーティストに迫る。365日毎日
作品を作りインスタグラムに掲載するプロジェクトを開始。この企画がヒットし、折り紙ブームが
起こる。どんな信念を持ち新たな分野を開拓しているのか話を聞く。
また、ナイジェリアでスーパーヒーローを生み出している漫画家に、今後の夢や展望を聞く。

インサイド・アフリカ（美しい島を守る）英語／日
本語 7月8日

その他（海外ドキュメ
ント）

配信中

インド洋に浮かぶセーシェル共和国。天然資源や野生動物が多く住む美しいこの島では、観
光業と漁業で人々が暮らしている。しかしこの数十年、温暖化の影響による海面の上昇が記
録されており、水没の危機が予測され、珊瑚礁も危機にさらされている。この島に住む人々の
思いと、島を守るための取り組みを紹介する。

インサイド・アフリカ（美しい島を守る）英語／日
本語字幕無し 7月8日

その他（海外ドキュメ
ント）

配信中

インド洋に浮かぶセーシェル共和国。天然資源や野生動物が多く住む美しいこの島では、観
光業と漁業で人々が暮らしている。しかしこの数十年、温暖化の影響による海面の上昇が記
録されており、水没の危機が予測され、珊瑚礁も危機にさらされている。この島に住む人々の
思いと、島を守るための取り組みを紹介する。

インサイド・ザ・ミドルイースト（アンダルシア）英
語／日本語 7月8日

旅・食・アートの世界

配信中

フラメンコと闘牛の発祥地、スペイン南部アンダルシア地方は、長年に渡るイスラム支配の影
響を今なお色濃く残している。イスラム建築の最高傑作といわれる世界遺産、アルハンブラ宮
殿や、人気のグルメを紹介。

インサイド・ザ・ミドルイースト（アンダルシア）英
語／日本語字幕無し 7月8日

旅・食・アートの世界

配信中

フラメンコと闘牛の発祥地、スペイン南部アンダルシア地方は、長年に渡るイスラム支配の影
響を今なお色濃く残している。イスラム建築の最高傑作といわれる世界遺産、アルハンブラ宮
殿や、人気のグルメを紹介。

インサイド・ザ・ミドルイースト（レバノンの歌姫）
英語／日本語 6月10日

音楽・映画・ファッ
ション

配信中

レバノンの人気女性シンガー、ヤスミン・ハムダン。ジム・ジャームッシュ監督の映画「オンリー・
ラヴァーズ・レフト・アライヴ」に本人役で出演するなど海外からも注目を集め、2014年には日
本の音楽フェスに参加している。新曲のPV撮影現場で密着、彼女の人生が音楽に与える影響
について聞く。また、レバノン音楽界の最新事情、ベイルートの音楽シーンを紹介。

インサイド・ザ・ミドルイースト（レバノンの歌姫）
英語／日本語字幕無し 6月10日

音楽・映画・ファッ
ション

配信中

レバノンの人気女性シンガー、ヤスミン・ハムダン。ジム・ジャームッシュ監督の映画「オンリー・
ラヴァーズ・レフト・アライヴ」に本人役で出演するなど海外からも注目を集め、2014年には日
本の音楽フェスに参加している。新曲のPV撮影現場で密着、彼女の人生が音楽に与える影響
について聞く。また、レバノン音楽界の最新事情、ベイルートの音楽シーンを紹介。

配信中

エプソム競馬場で開催された、英ダービーの結果詳報。1780年に始まった歴史あるレースで、
世界屈指のフラットレースとして有名。2001年の優勝馬で、その後3頭の優勝馬、2008年の
ニューアプローチ、2013年のルーラーオブザワールド、2014年のオーストラリアの種牡馬となっ
たガリレオの今を紹介。

アフリカン・ボイス（ウガンダのスポーツ一家）英
語／日本語 7月2日

アフリカン・ボイス（ウガンダのスポーツ一家）英
語／日本語字幕無し 7月2日

スポーツドキュメント

ウィニング・ポスト（英ダービー）英語／日本語字
スポーツドキュメント
幕無し 6月25日

2017年10月16日現在

【2017年11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

ウィニング・ポスト（英ダービー）英語／日本語字
スポーツドキュメント
幕有り 6月25日

配信中

エプソム競馬場で開催された、英ダービーの結果詳報。1780年に始まった歴史あるレースで、
世界屈指のフラットレースとして有名。2001年の優勝馬で、その後3頭の優勝馬、2008年の
ニューアプローチ、2013年のルーラーオブザワールド、2014年のオーストラリアの種牡馬となっ
たガリレオの今を紹介。

ウィニング・ポスト（米競馬界の祭典）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕無し 5月21日

配信中

5月6日に開催された米競馬界の祭典、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。由緒ある大会の歴史を紹介。2011年の優勝馬、
アニマルキングダムの調教師、グラハム・モーションにインタビュー。

ウィニング・ポスト（米競馬界の祭典）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕有り 5月21日

配信中

5月6日に開催された米競馬界の祭典、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。由緒ある大会の歴史を紹介。2011年の優勝馬、
アニマルキングダムの調教師、グラハム・モーションにインタビュー。

オン・チャイナ（香港返還20周年スペシャル）英
語／日本語字幕無し 6月30日

その他（海外ドキュメ
ント）

配信中

2017年7月1日、英国から中国に返還されて20年を迎える香港。中国政府は自治を認めたもの
の影響力を強めている。習近平国家主席が、記念式典出席のため香港を初めて訪問。反中
派は大規模な抗議デモを計画。ゲストを交え、揺れる香港の様子を伝える。

オン・チャイナ（香港返還20周年スペシャル）英
語／日本語字幕有り 6月30日

その他（海外ドキュメ
ント）

配信中

2017年7月1日、英国から中国に返還されて20年を迎える香港。中国政府は自治を認めたもの
の影響力を強めている。習近平国家主席が、記念式典出席のため香港を初めて訪問。反中
派は大規模な抗議デモを計画。ゲストを交え、揺れる香港の様子を伝える。

トーク・アジア（F1ハミルトン）英語／日本語字幕
スポーツドキュメント
無し 6月29日

配信中

3度の世界チャンピオンに輝くメルセデスのF1ドライバー、ルイス・ハミルトン。自分の成功は家
族のおかげという彼に、F1界初の黒人ドライバーとしての苦労や挑戦について聞く。

トーク・アジア（F1ハミルトン）英語／日本語字幕
スポーツドキュメント
有り 6月29日

配信中

3度の世界チャンピオンに輝くメルセデスのF1ドライバー、ルイス・ハミルトン。自分の成功は家
族のおかげという彼に、F1界初の黒人ドライバーとしての苦労や挑戦について聞く。

トーク・アジア（韓流俳優コン・ユ）英語／日本語 音楽・映画・ファッ
字幕無し 5月25日
ション

配信中

韓国出身でアジア屈指の人気俳優、コン・ユが登場。最近では、ドラマ「鬼（トッケビ）」や、昨年
のカンヌ国際映画祭で上映された映画「釜山行き」が大ヒット。国際的スターとなった彼にソウ
ルでロング・インタビュー。これまでのキャリアを振り返り、プライベートに迫る。

トーク・アジア（韓流俳優コン・ユ）英語／日本語 音楽・映画・ファッ
字幕有り 5月25日
ション

配信中

韓国出身でアジア屈指の人気俳優、コン・ユが登場。最近では、ドラマ「鬼（トッケビ）」や、昨年
のカンヌ国際映画祭で上映された映画「釜山行き」が大ヒット。国際的スターとなった彼にソウ
ルでロング・インタビュー。これまでのキャリアを振り返り、プライベートに迫る。

ビジネス・トラベラー（ナイジェリア出張事情）英
語／日本語字幕無し 6月15日

旅・食・アートの世界

配信中

急成長を遂げているアフリカ最大の経済国ナイジェリア。ビジネスの中心地ラゴスの最新出張
事情を紹介。大手航空会社エア・ピース、ホテルのザ・ウィートベーカーを取材する。

ビジネス・トラベラー（ナイジェリア出張事情）英
語／日本語字幕有り 6月15日

旅・食・アートの世界

配信中

急成長を遂げているアフリカ最大の経済国ナイジェリア。ビジネスの中心地ラゴスの最新出張
事情を紹介。大手航空会社エア・ピース、ホテルのザ・ウィートベーカーを取材する。

ビジネス・トラベラー（空の旅の裏技）英語／日本
旅・食・アートの世界
語字幕無し 5月11日

配信中

航空チケットの価格はどのように決まり、どのタイミングで予約をするのが得なのか？よりよい
席を格安でゲットするための裏技を紹介。ファーストクラスへのアップグレードをオークションで
競り落とせるアプリ「シートブースト」のCEOに取材。実際にオークションを体験する。旅のお得
な情報を提供するサイト「ザ・ポインツ・オブ・ライフ」のブロガーに耳よりな情報を聞く。

ビジネス・トラベラー（空の旅の裏技）英語／日本
旅・食・アートの世界
語字幕有り 5月11日

配信中

航空チケットの価格はどのように決まり、どのタイミングで予約をするのが得なのか？よりよい
席を格安でゲットするための裏技を紹介。ファーストクラスへのアップグレードをオークションで
競り落とせるアプリ「シートブースト」のCEOに取材。実際にオークションを体験する。旅のお得
な情報を提供するサイト「ザ・ポインツ・オブ・ライフ」のブロガーに耳よりな情報を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（元CIA長官）英語／日
本語字幕無し 6月11日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

クリントン政権でCIA長官、大統領選挙ではトランプ陣営の上級顧問（安全保障問題担当）を務
めたジェームズ・ウルジー氏に話を聞く。ロシアの米大統領選介入については？コミー前長官
の議会証言はどう捉えているのか？また、キャメロン政権で財務大臣を務めたジョージ・オズ
ボーン氏に現在のイギリス政権について話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（元CIA長官）英語／日
本語字幕有り 6月11日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

クリントン政権でCIA長官、大統領選挙ではトランプ陣営の上級顧問（安全保障問題担当）を務
めたジェームズ・ウルジー氏に話を聞く。ロシアの米大統領選介入については？コミー前長官
の議会証言はどう捉えているのか？また、キャメロン政権で財務大臣を務めたジョージ・オズ
ボーン氏に現在のイギリス政権について話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（元大統領首席補佐官） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕無し 6月25日
GPS

配信中

北朝鮮から解放されて意識不明の状態で帰国した米国人学生、オットー・ワームビアさんが死
亡したことにより、北朝鮮を巡る緊張が高まっている。状況はどの位悪くなるのか？中国が沈
静化に動くのか？オバマ政権下で2009年から2010年まで大統領首席補佐官を務め、シカゴ市
長であるラーム・エマニュエル氏に、トランプ大統領の対応などに関して話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（元大統領首席補佐官） ファリード・ザカリア
英語／日本語字幕有り 6月25日
GPS

配信中

北朝鮮から解放されて意識不明の状態で帰国した米国人学生、オットー・ワームビアさんが死
亡したことにより、北朝鮮を巡る緊張が高まっている。状況はどの位悪くなるのか？中国が沈
静化に動くのか？オバマ政権下で2009年から2010年まで大統領首席補佐官を務め、シカゴ市
長であるラーム・エマニュエル氏に、トランプ大統領の対応などに関して話を聞く。

タイトル

シリーズ名

2017年10月16日現在
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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

ファリード・ザカリアGPS（前FRB議長）英語／日
本語字幕無し 5月7日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

2006年から2014年の8年間に渡りFRB議長を務めたベン・バーナンキ氏に、アメリカ経済の将
来について話を聞く。また、宇宙がどの位広いのか、人間はどこからきたのか、宇宙はどうやっ
て始まったのか。その質問に答えてくれる最適な人物、人気天文物理学者ニール・ドグラース・
タイソン氏にも話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（前FRB議長）英語／日
本語字幕有り 5月7日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

2006年から2014年の8年間に渡りFRB議長を務めたベン・バーナンキ氏に、アメリカ経済の将
来について話を聞く。また、宇宙がどの位広いのか、人間はどこからきたのか、宇宙はどうやっ
て始まったのか。その質問に答えてくれる最適な人物、人気天文物理学者ニール・ドグラース・
タイソン氏にも話を聞く。

ファリード・ザカリアGPS（米ロシア干渉疑惑調
査）英語／日本語字幕無し 7月3日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

2016年の米大統領選へのロシア干渉疑惑調査で注目の、米上院情報委員会マーク・ワー
ナー副委員長に独占インタビュー。ホワイトハウスへの調査やプーチン大統領の関与に関して
迫る。また、トランプ大統領の最初の150日間について、歴史がどのように判断するのか、どん
な結論を導き出すのか、専門家達と検証する。

ファリード・ザカリアGPS（米ロシア干渉疑惑調
査）英語／日本語字幕有り 7月3日

ファリード・ザカリア
GPS

配信中

2016年の米大統領選へのロシア干渉疑惑調査で注目の、米上院情報委員会マーク・ワー
ナー副委員長に独占インタビュー。ホワイトハウスへの調査やプーチン大統領の関与に関して
迫る。また、トランプ大統領の最初の150日間について、歴史がどのように判断するのか、どん
な結論を導き出すのか、専門家達と検証する。

メイン・セイル（アメリカズカップへの挑戦）英語／
スポーツドキュメント
日本語字幕無し 5月11日

配信中

世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」の挑戦艇が決まる、バミューダ諸島で開催の「ア
メリカズカップ・クオリファイヤーズ」。世界トップクラスのセーラーから成る6つのチームが、前大
会の優勝チーム「オラクル・チームUSA」への挑戦権を賭けて争う。各チームの選手に意気込
みや新船艇などについて話を聞く。日本からソフトバンク・チーム・ジャパンが参戦。

メイン・セイル（アメリカズカップへの挑戦）英語／
スポーツドキュメント
日本語字幕有り 5月11日

配信中

世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」の挑戦艇が決まる、バミューダ諸島で開催の「ア
メリカズカップ・クオリファイヤーズ」。世界トップクラスのセーラーから成る6つのチームが、前大
会の優勝チーム「オラクル・チームUSA」への挑戦権を賭けて争う。各チームの選手に意気込
みや新船艇などについて話を聞く。日本からソフトバンク・チーム・ジャパンが参戦。

メイン・セイル（世界有数のレガッタ）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕無し 6月15日

配信中

半世紀の歴史を誇る世界有数のレガッタ、アンティグア・セーリング・ウィーク特集。カリブ海の
ヴァージン諸島にあるセント・ジョン島で開催された熱戦の模様をリポート。

メイン・セイル（世界有数のレガッタ）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕有り 6月15日

配信中

半世紀の歴史を誇る世界有数のレガッタ、アンティグア・セーリング・ウィーク特集。カリブ海の
ヴァージン諸島にあるセント・ジョン島で開催された熱戦の模様をリポート。

リビング・ゴルフ（S・ガルシアとD・ジョンソン）英
語／日本語字幕無し 6月8日

スポーツドキュメント

配信中

米フロリダ州で開催された、第5のメジャーといわれるザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップの
熱戦の模様をリポート。また、今年のマスターズで、悲願のメジャー初優勝を遂げたセルヒオ・
ガルシア、昨年の全米オープンで初のメジャー制覇を遂げた、世界ランキング1位のダスティ
ン・ジョンソンに独占インタビュー。

リビング・ゴルフ（S・ガルシアとD・ジョンソン）英
語／日本語字幕有り 6月8日

スポーツドキュメント

配信中

米フロリダ州で開催された、第5のメジャーといわれるザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップの
熱戦の模様をリポート。また、今年のマスターズで、悲願のメジャー初優勝を遂げたセルヒオ・
ガルシア、昨年の全米オープンで初のメジャー制覇を遂げた、世界ランキング1位のダスティ
ン・ジョンソンに独占インタビュー。

Dr.グプタのバイタル・サイン（腸内細菌の影響）
英語／日本語字幕無し 7月19日

世界の医療

11月15日～

人間1人あたり約500種類、100兆個保有しているといわれる腸内細菌。免疫系を活性化させる
など、健康と密接に関係している腸内細菌の働きや、人体への影響をわかりやすく紹介する。

Dr.グプタのバイタル・サイン（腸内細菌の影響）
英語／日本語字幕有り 7月19日

世界の医療

11月15日～

人間1人あたり約500種類、100兆個保有しているといわれる腸内細菌。免疫系を活性化させる
など、健康と密接に関係している腸内細菌の働きや、人体への影響をわかりやすく紹介する。

アフリカン・ボイス（アフリカで活躍する女性たち） その他（海外ドキュメ
英語／日本語 7月21日
ント）

11月15日～

世界的に有名なミュージカル「サラフィナ」に出演し、高い評価を受けているヨハネスブルグの
若手女優に密着。また、社会的な問題をテーマにした作品を生み出しているガーナのアニメー
ターや、美しい夜空が広がるアフリカで、天文学の面白さを伝える活動をする女性にも話を聞
く。

アフリカン・ボイス（アフリカで活躍する女性たち） その他（海外ドキュメ
英語／日本語字幕無し 7月21日
ント）

11月15日～

世界的に有名なミュージカル「サラフィナ」に出演し、高い評価を受けているヨハネスブルグの
若手女優に密着。また、社会的な問題をテーマにした作品を生み出しているガーナのアニメー
ターや、美しい夜空が広がるアフリカで、天文学の面白さを伝える活動をする女性にも話を聞
く。

インサイド・アフリカ（ドローンの医療活用）英語
／日本語 8月19日

世界の医療

11月15日～

土地が肥沃ではなく、資源にも乏しいルワンダにある地域では多くの人々が苦しい生活をして
いる。薬や輸血、必要な医療も簡単に手に入らない。そんな中、ドローンを医療に活躍させよう
と研究が進められている。今までにない試みで、多くの命を救う事は出来るのだろうか？

インサイド・アフリカ（ドローンの医療活用）英語
／日本語字幕無し 8月19日

世界の医療

11月15日～

土地が肥沃ではなく、資源にも乏しいルワンダにある地域では多くの人々が苦しい生活をして
いる。薬や輸血、必要な医療も簡単に手に入らない。そんな中、ドローンを医療に活躍させよう
と研究が進められている。今までにない試みで、多くの命を救う事は出来るのだろうか？

インサイド・ザ・ミドルイースト（中東アート特集）
英語／日本語 8月5日

旅・食・アートの世界

11月15日～

世界のアート界に影響を与えた中東出身の画家や写真家たちを紹介。トルコ出身の1940年代
から50年代にかけて活躍した女性画家、ファフルニサ・ゼイド。イスラムやビザンチン芸術に西
洋の影響を加えた斬新なスタイルで、鮮やかな色彩の抽象画を描いた彼女の作品の魅力に
迫る。

2017年10月16日現在

【2017年11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。

シリーズ名

配信
開始

内容

旅・食・アートの世界

11月15日～

世界のアート界に影響を与えた中東出身の画家や写真家たちを紹介。トルコ出身の1940年代
から50年代にかけて活躍した女性画家、ファフルニサ・ゼイド。イスラムやビザンチン芸術に西
洋の影響を加えた斬新なスタイルで、鮮やかな色彩の抽象画を描いた彼女の作品の魅力に
迫る。

ウィニング・ポスト（ロイヤルアスコット特集）英語
スポーツドキュメント
／日本語字幕無し 7月23日

11月15日～

世界中から華やかなドレスと個性的なハットを身につけたゲストが集まり、社交界の夏の風物
詩でもある英競馬界最大のイベント、「ロイヤルアスコット」の模様を詳細リポート。今年もロンド
ン郊外のアスコット競馬場で5日間に渡って開かれた、英王室主催、伝統あるレースの魅力に
迫る。

ウィニング・ポスト（ロイヤルアスコット特集）英語
スポーツドキュメント
／日本語字幕有り 7月23日

11月15日～

世界中から華やかなドレスと個性的なハットを身につけたゲストが集まり、社交界の夏の風物
詩でもある英競馬界最大のイベント、「ロイヤルアスコット」の模様を詳細リポート。今年もロンド
ン郊外のアスコット競馬場で5日間に渡って開かれた、英王室主催、伝統あるレースの魅力に
迫る。

トーク・アジア（香港行政長官）英語／日本語字
幕無し 7月27日

その他（海外ドキュメ
ント）

11月15日～

香港返還20年の2017年7月1日、香港行政長官に就任した林鄭月娥。初の女性長官で親中国
派の彼女に、民主派との分断や政治不信が広がる香港の、今後に向けた取り組みについて
聞く。

トーク・アジア（香港行政長官）英語／日本語字
幕有り 7月27日

その他（海外ドキュメ
ント）

11月15日～

香港返還20年の2017年7月1日、香港行政長官に就任した林鄭月娥。初の女性長官で親中国
派の彼女に、民主派との分断や政治不信が広がる香港の、今後に向けた取り組みについて
聞く。

トランプ米大統領勝利の理由 英語／日本語字
幕無し 8月8日

ファリード・ザカリア
GPS

11月15日～

2017年1月、トランプ米大統領が誕生。選挙期間中から数々の発言が物議を醸しながらも、彼
が大統領選に勝利した背景に迫る。「GPS」司会の国際問題評論家、ファリード・ザカリアが、
実業家から大統領となったトランプ氏の言動を専門家を交え徹底検証。

トランプ米大統領勝利の理由 英語／日本語字
幕有り 8月8日

ファリード・ザカリア
GPS

11月15日～

2017年1月、トランプ米大統領が誕生。選挙期間中から数々の発言が物議を醸しながらも、彼
が大統領選に勝利した背景に迫る。「GPS」司会の国際問題評論家、ファリード・ザカリアが、
実業家から大統領となったトランプ氏の言動を専門家を交え徹底検証。

ビジネス・トラベラー（旅行業界の高齢者対応）英
旅・食・アートの世界
語／日本語字幕無し 7月13日

11月15日～

旅行者人口も高齢化する現在、旅行業界の高齢者対応はどうなっているのか。番組ホストの
リチャード・クエストが特殊メイクで老人に扮し、高齢者目線で旅行体験。車いすでの旅行者向
けサービスについて取材。様々なタイプの旅行者の要望に応える旅行を企画している起業家
にインタビュー。

ビジネス・トラベラー（旅行業界の高齢者対応）英
旅・食・アートの世界
語／日本語字幕有り 7月13日

11月15日～

旅行者人口も高齢化する現在、旅行業界の高齢者対応はどうなっているのか。番組ホストの
リチャード・クエストが特殊メイクで老人に扮し、高齢者目線で旅行体験。車いすでの旅行者向
けサービスについて取材。様々なタイプの旅行者の要望に応える旅行を企画している起業家
にインタビュー。

ファリード・ザカリアGPS（イランのザリフ外相）英 ファリード・ザカリア
語／日本語字幕無し 7月16日
GPS

11月15日～

核合意から2年が経ったが、イランは取り決めを履行してきたのか？核合意に対するアメリカの
行動についてはどのように考えているのか？イランとアメリカの関係、またロウハニ大統領の
再選に関してはどのように捉えているのだろうか？イランのザリフ外相に独占インタビューす
る。

ファリード・ザカリアGPS（イランのザリフ外相）英 ファリード・ザカリア
語／日本語字幕有り 7月16日
GPS

11月15日～

核合意から2年が経ったが、イランは取り決めを履行してきたのか？核合意に対するアメリカの
行動についてはどのように考えているのか？イランとアメリカの関係、またロウハニ大統領の
再選に関してはどのように捉えているのだろうか？イランのザリフ外相に独占インタビューす
る。

メイン・セイル（アメリカズカップ特集）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕無し 7月13日

11月15日～

世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」。6月末に英領バミューダ諸島で開催された熱戦
の模様をリポート。3連覇がかかる米国の防衛艇オラクル、5大会ぶりの優勝を賭けたニュー
ジーランドの挑戦艇エミレーツ、果たして優勝カップはどちらの手に。

メイン・セイル（アメリカズカップ特集）英語／日本
スポーツドキュメント
語字幕有り 7月13日

11月15日～

世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」。6月末に英領バミューダ諸島で開催された熱戦
の模様をリポート。3連覇がかかる米国の防衛艇オラクル、5大会ぶりの優勝を賭けたニュー
ジーランドの挑戦艇エミレーツ、果たして優勝カップはどちらの手に。

リビング・ゴルフ（英国特集）英語／日本語字幕
無し 8月3日

スポーツドキュメント

11月15日～

英国出身のプロゴルファーたち、ローリー・マキロイ、パドレイグ・ハリントン、ニック・ファルド、カ
トリオナ・マシューにインタビュー。今シーズンを振り返りや、英国ゴルフの魅力について話を聞
く。

リビング・ゴルフ（英国特集）英語／日本語字幕
有り 8月3日

スポーツドキュメント

11月15日～

英国出身のプロゴルファーたち、ローリー・マキロイ、パドレイグ・ハリントン、ニック・ファルド、カ
トリオナ・マシューにインタビュー。今シーズンを振り返りや、英国ゴルフの魅力について話を聞
く。

タイトル
インサイド・ザ・ミドルイースト（中東アート特集）
英語／日本語字幕無し 8月5日

