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悠久のロマンあふれる古都・京
都。 

世界遺産にも登録される、由緒
ある建造物、そして国宝、重要
文化財などが数多く存在するこ
の街は、長きにわたり日本の歴
史を見続けてきた。 

ときには歴史上の出来事の舞
台となり、ときには素晴らしい
文化の発祥地として、数々のド
ラマが生み出されてきた。 

この番組は、そんな京都１２００
年の歴史の中で紡ぎだされた
ロマンあふれる物語を、歌舞伎
俳優・市川猿之助をナビゲータ
ーに、四季折々の美しい風景、
歴史あふれる寺社などを交え
てひも解いていく。 

建築、美術、骨董、そして自然
の美しさも満載。 

歴史ドラマを堪能しながら、魅
力あふれる街・京都を再発見で
きる知的エンターテインメント。 

アメリカで最も有名な伝説の生き物、ビッグフットは人々に常に疑
問を抱かせてきた。この巨大な類人猿に似た何かが誰にも気づか
れることなく、森を歩き回り、陰に潜んでいるなんてことがあるのだ
ろうか？もしたったの一瞬ではなく、ちゃんと姿を確認できたとした
ら？もしその生き物の捕獲に成功したら？ 

番組は、ビッグフットの実在を決定づける証拠を求めて世界を旅し
たディレクターが制作。我々のほとんどがフィクションだと思ってい
たことが事実だとすればどうなるのか？もし伝説の生き物が実在
するとすれば、人間にとって何を意味するのか？ 

©2017 A&E Television Networks.  All rights reserved. 

日本初放送 

放送日：6月12日（月）～16日（金）       
7:00～9：00 18：00～20：00            
再放送：6月17日（土）18日(日）8:00～13：30 他    

放送日：6月27日（火）22:00～24：00    
再放送：6月30日（金）11:00～13：00    
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恐竜時代や古代エジプト時代、そして現代のアメリカ西部砂漠
地帯の上空に至るまで、この7,500年間、地球上で目撃された
最も信憑性ある宇宙人情報を検証してゆく。洞窟壁画に見られ
る奇妙な生き物の絵、エジプトのピラミッドの中で発見された
正体不明の生物の残骸から作られたアルファベットを象ったよ
うな物体、後を絶たないアメリカでの目撃情報など…。これら
は検証する膨大なストーリーのほんの一部である。 

皆様のリクエストにお応えして、遂にシーズン１の一挙放送が
決定！ 

これに合わせて、最近のシーズンもまとめて放送！ 

是非、お楽しみください！ 

平日23：00～25：00 15：00～17：00（12日（月）スタート！） 

※シーズン１一挙放送 

放送日：6月12日（月）～16日（金）15：00～17：00 23:00～25：00       
再放送：6月18日（日）16:00～26：00    

ヒストリーチャンネルの人気ミステリー番組「古代の宇宙人」が、この夏から
の最新シーズン開始前に平日ベルト放送枠「古代の宇宙人アワー」で連日放送
スタート。 

これを記念して、リクエストの多いシーズン１を一挙放送！ 
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自信家・傲慢・エキセントリック・・・そして今や第45代米大統領である。2016年11月に行
われた米大統領選挙でドナルド・J・トランプが当選、全米中に衝撃が走った。特徴的な

髪型と同じくらいエゴが強いことで有名なトランプ大統領はアメリカで類を見ないほどの
社会現象となった。 

ニューヨーカーが過去40年にわたり「The Donald」を観てきたにもかかわらず、実業界の
大物そしてリアリティ番組の大スターは世界最大のステージへと大躍進したのだ。 

この番組では、ニューヨークシティ、クイーンズでの生い立ちから、ビジネス界やメディア
界での成功、そして政界への進出・米大統領就任に至るまで、トランプ大統領の人生の
あらゆる側面を追っていく。 

しかし、実際にどのようにしてここまで登りつめたのか？トランプ大統領がたどった、ホワ
イトハウスへの道のりをより深く理解するためには、本人やブランドの裏に隠されたスト
ーリーを理解しなければならない。 

文字通り国を乗っ取るまでのトランプ大統領の駆け引き、政治、結婚、そして実業家とし
ての顔にも焦点をあてる。若年期のプロジェクト、事業の拡張、アメリカンフットボールの
プロリーグ（USFL）での失敗、リアリティ番組「アプレンティス」でメディア界のスターとして

カムバックを果たす前の倒産など。女性関係も忘れてはならない。一人目の妻イバナか
ら、マーラ・メイプルズ、メラニア・トランプとの関係もみていく。また、エド・コッチ元ニュー
ヨーク市長との衝突から、2000年、2012年の大統領選出馬に至るまで、トランプ大統領
の初期の政治活動にも注目。 

報道番組のキャスター、エコノミストで「非公式」な経済顧問、自称・トランプ氏を一番初
めに取材した人物など、トランプ大統領のこれまでの人生をもれなく取り上げ、彼を知り
、大統領選戦を近くで取材した面々に話を聞いた。 

©2017 A&E Television Networks.  All rights reserved. 

ドナルド・トランプ氏の大統領になるまでの道筋を辿る番組や、オリバー・
ストーンが独自の視点で、第二次世界大戦前夜からオバマ大統領までのアメ
リカ史を描く全１０回の番組を一挙放送します。その他の大統領のバイオグ
ラフィ―を紹介する関連番組と、注目を集めるアメリカ大統領の真の姿に迫
っていきます。 

放送日：6月9日（金）23:00～25：00     
再放送：6月11日（日）19:00～21：00 他    
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ハリウッドを代表する映画監督オリバー・ストーン。その題材にはアメリカ現代史と密接にかかわるものが多い。そんなストーン監督が、
第二次世界大戦前夜の１９３０年代からブッシュ、オバマ大統領までのアメリカ史を、独自の視点で描くドキュメンタリーシリーズ。 

第１回 第二次世界大戦の惨禍 

第５回 アイゼンハワーと核兵器 

第２回 ルーズベルト、トルーマン、ウォレス 

第６回 Ｊ．Ｆ．ケネディ ～全面核戦争の瀬戸際～ 

第３回 原爆投下 

第７回 ベトナム戦争 運命の暗転 

第４回 冷戦の構図 

第８回 レーガンとゴルバチョフ 

第９回 “唯一の超大国”アメリカ 

第１０回 テロの時代 ブッシュからオバマへ 

©John F. Kennedy Presidential Library and 
Museum 

放送日：6月5日（月）～8日（木）23:00～25：00（5、6日は、～26：00）     
再放送：6月10日（土）11日（日）21:00～27：45 （11日は、23：15～）   

第二次大戦以降、どんな人物がアメリカに仕え、合衆国大統領の権力がどのように進化してきたのかを、新たな視点から考察する。 

＃７ Ｈ・トルーマン～Ｊ・Ｆ・ケネディ 
ルーズベルトの死を受けて第３３大統領に昇格したトルー
マン、冷戦時代にふさわしいと考えられた第二次世界大戦
の英雄、第３４代のアイゼンハワー。キューバ危機を解決
に道いた第３５代ケネディ、そのケネディが暗殺された。 

＃８ Ｌ・ジョンソン～Ｂ・オバマ 
副大統領から第３６代大統領になったジョンソン。ウォーターゲート
事件で辞任に追い込まれた第３７代のニクソン、ニクソンの辞任によ
り昇格した第３８代のフォード、マスメディアの批判の対象になった
第３９代カーター、冷戦を終結させた第４０代レーガン、湾岸戦争に
軍を送った第４１代ブッシュ、性的不祥事によって経済政策の功績が
薄れた第４２代クリントン、テロとの戦いに尽力した第４３代ブッ
シュ、黒人初の第４４代大統領のオバマまで。 

放送日：6月11日（日）21:00～23：15    
再放送：6月17日（土）17:00～19：00    
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THE 歴史列伝 歴史を変え、今なお、私たちの心に深く訴えかける『傑作』とそれを生み出した人間の物語に迫る。傑
作はいかにして誕生したのか？ その秘密を、傑作の作り手である人間の生き様から探っていく！ 

1867年の徳川慶喜による大政奉還から今年で150年。これを記念して、幕
末特集をお送りします。人気の「歴史列伝」「ライバルたちの光芒」「 THE 
ナンバー２」で、幕末の志士や明治にかけて活躍した人物や、幕末期の象徴
的な出来事に迫り、150年前に起きた歴史の転換点をひもといていきます。 

長州・萩にあるわずか100人足らず

の私塾から、高杉晋作、伊藤博文、
山形有朋・・・数多くの英傑たちが巣
立った。なぜ吉田松陰は松下村塾を
立ちあげ、何を教えたのか？ 日本
を変革した「松下村塾」に迫る。 

放送日：6月6日（火）18:00
～20：00              
再放送：6月10日（土）10:00
～12：00 

わずか29歳でこの世を去る直前に書いた留魂録、その言葉

が志士たちを立ち上がらせた。しかし、そこに至るまでの道
のりは、厳しい戦いの連続だった。最後まで憂国の想いを貫
き、すべてを捧げた男の知られざる人生に迫る。 

放送日：6月1日（木）18:00～19：00              
再放送：6月4日（日）21:30～22：30 

数奇な運命を経て、16歳でアメリカ本土に渡り、24歳で帰国を果たし

た。時は列強諸国に開国を迫られた激動の幕末。日本で唯一世界
を知る若者はさらなる歴史の波に翻弄されていく。 

放送日：6月7日（水）18:00～19：00              
再放送：6月11日（日）9:00～10：00 

©BS－TBS 

幕末動乱期、農民に生まれながら、
心に抱いた侍への夢。武士よりも武
士道を重んじ、鉄の掟で新選組を最
強の軍団に育て上げた。武士の時
代の終焉、明治という新時代になり
、函館で土方が見た新たな夢とは・・
・。波乱の生涯に迫る。 

放送日：6月8日（木）18:00
～19：00              
再放送：6月10日（土）8:00
～9：00 
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幕末維新のヒーロー、坂本龍馬。 

江戸時代末期、薩長同盟、大政奉還という革命的出来事の成立に深く関わった人物だった。し
かしなぜ、土佐の下級武士だった龍馬が歴史を動かすことができたのか。そこには、理想の日
本を夢見て時代のナンバー２として奔走した日々がありました。志半ばにして暗殺された龍馬が
、夢見た理想の日本の姿とは・・・？ 

日本を今一度、洗濯いたし申候！ ナンバー２の視線から見る坂本龍馬の真相をご覧いただき
ましょう・・・。 

「幕末の竜虎」 高杉晋作 ＶＳ 久坂玄瑞 「盟友決裂」 西郷隆盛 ＶＳ 大久保利通 

©BS－TBS 

吉田松陰が目をかけた二人の男。松
陰はどのようにして二人を育て、二人
は日本に革命を起して行ったのか？ 

二人は若き頃より、盟友としてともに苦難を分か
ち合った。しかし、ともに成し遂げた維新から10年

後、二人は命を奪い合うことになる。それは、日
本が新たな時代へ向かう中で避けられない男た
ちの悲劇だった。 

放送日：6月9日（金）19:00～20：00              
再放送：6月11日（日）12:00～13：00 

放送日：6月5日（月）18:00～19：00              
再放送：6月11日（日）8:00～9：00 

放送日：6月7日（水）19:00～20：00              
再放送：6月11日（日）10:00～11：00 
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土曜日のあ夜８時は日本史ファンに向けて「にっぽん歴史倶楽部」を好評放送中！その都度テー
マを設けて、厳選した日本史コンテンツをお送りします。6月は「歴史を変えた戦いと乱」です。 

再放送：日曜日朝6時 他   

©BS－TBS 

モンゴル帝国の皇帝フビライ・ハンの軍勢に襲われ、圧倒的な兵力の前にたちまち敗走する
日本軍。時宗の脳裏に日本の滅亡がよぎったその時、暴風雨が蒙古軍の船を襲い1万人
以上が溺死した。 

正成の知略と、尊氏の武士の力が激突する。戦いに勝ったのは、そして歴史の中でいま光り
輝いているのは果たしてどちらか！？ 

歴史的にも有名な、この一揆の大将はわずか16歳の天草四郎。たかが一揆にもかかわら
ず、この事件は日本中を巻き込んでいく。家光はなぜこの一揆に全力を出したのか。 

幕府が絶対的な権力と誰もが考えていた中で、その政治に異議を唱え、乱を起こしその身
をもって行動する。維新の先駆けとなった男、大塩平八郎。幕府老中、水野忠邦との対決
の中に何があったのか？ 


