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(ET) 月曜日 2016/12/26 火曜日 2016/12/27 水曜日 2016/12/28 木曜日 2016/12/29 金曜日 2016/12/30 土曜日 2016/12/31 日曜日 2017/01/01 (ET)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便 」

(二)[初]

05:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎 (二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「燃料と熱エネ
ルギー 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 武器コレクター「#5 一撃必殺
」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

16:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界 」(字)

[初]

17:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地 」(字)

[初]

13:30 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決」(字)[初]

14:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー」(二)[初]

15:25 【新】マーズ 火星移住計画 プ
ロローグ(字)[初]

07:00 ドッガーランド　消えた大地の
謎(二)[初]

08:45 ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)[初]

11:00 地球：45億年物語 特別版
(日)[初]

12:45 ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

18:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘 」(字)

[初]

19:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に 」(字)

[初]

20:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇 」(字)

[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断 」(字)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「ボーナ
ス・エピソード 」(字)

[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「憧れのコルベット・スティングレイ

」(二)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便  」

(二)[初]

26:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「BMW対ベンツ 」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス 」(二)[初]

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

2100-2130

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2730-2800
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2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2130-2200

【マーズ⽕星移住計画 ⼀挙放送】
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(ET) 月曜日 2017/01/02 火曜日 2017/01/03 水曜日 2017/01/04 木曜日 2017/01/05 金曜日 2017/01/06 土曜日 2017/01/07 日曜日 2017/01/08 (ET)

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

2130-2200

2200-2230

1630-1700

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#8 大韓航空8509便 」

(二)[初]

26:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「リムジン対タクシー 」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

18:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー (二)[初]

19:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造 (二)[初]

20:00 【新】レーガン大統領 銃弾の
真相   (字)[初]

22:00 【新】今語られる 大統領暗殺
未遂の真実 (字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン

」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#7 ノースウエスト航空

85便 」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故 」(字)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「生
涯を共にする１台を探せ 」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！ 」

(二)[初]

16:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー 」(二)[初]

17:00 21世紀の最新鋭艦 特別版
(日)[初]

08:30 もしもの時の生存マニュアル
「土石流に襲われたら 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 武器コレクター「#6 飛び交う弾
丸 」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり 」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者 」

(字)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇 」

(二)[初]

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー 」(二)

27:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ 」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「巨大組織:親衛隊 」(二)[初]

05:00 解明！中国兵馬俑の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「酸素の威力 」
(字)[初]

07:00 雑学サイエンス「科学でパー
ティーだ！ 」(字)[初]

07:30 バ科学3「頭上のリンゴの法則
」(二)[初]

08:00 バ科学3「手作りイカダの法則
」(二)[初]

20:00 200万年前の男の子 (字)[初]

20:30 Rolex Awards for Enterprise
40周年記念 (字)[初]

21:00 人類の夜明け：眠りから覚めた
ホモ・ナレディ (字)[初]

22:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界 」(字)[初]

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「ヨセミテ国立公園 」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#5 コンチネンタル・エクス

プレス2574便 」(二)[初]

宇宙アワー
Supported by CITIZEN

14:00 【新】スター・トーク２「#10 」
(字)[初]

15:00 地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な
砂じん嵐 」(二)[初]

16:00 ハッブル宇宙望遠鏡 25年の
軌跡 (二)[初]

17:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「嵐の後始末 」(字)

18:00 トップ・ギア シーズン5「#4 」
(字)

19:00 【新】中国の大巡礼 (字)[初]

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「プレッシャーの中で 」

(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コンティネント7：南極大陸「#3
」(字)[初]

12:00 危険な時代に生きる 2「#2 」
(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「圧力の魔法
」(字)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#4 アロー航空1285便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃 」
(二)[初]

27:00 セックスの秘密「時代とセックス
」(二)

04:00 史上最悪の地球の歩き方「オ
メデタ逮捕 」(字)[初]

05:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男 」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚 」(二)[初]

07:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「ライバル会社との共同作

業 」(二)[初]

08:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シンガポール航空006便

」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決 」(字)

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「生涯を共にする１台を探せ 」

(字)[初]

22:00 【新】密着！ハイウェイ・レス
キュー　カナダ編 4「4年間の思い出 」

(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ 」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航

空708便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８

０便 」(二)[初]

15:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断 」(字)

16:00 ハイテクのルーツ３「日本が誇る
鉄道技術：新幹線 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「白熱！オークション 」(二)[初]

18:00 インド～大自然と野生動物～
「アジアゾウ、最後の楽園 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 危険な時代に生きる 2「#3 」
(字)

10:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「創始 」(二)[初]

11:35 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「終わりなき旅 」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙 」

(二)[初]

04:00 凶悪犯罪の科学捜査「#5 法
医昆虫学 」(二)[初]

05:00 謎の巨大肉食恐竜 (二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「大ザメ」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「アミーゴの

仲間作り 」(字)

08:00 中国 610メートルのテレビ塔
(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡 」

(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#2 タン航空3054便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
」(字)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘 」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「ジェットエンジンを買い付けろ 」

(二)[初]
18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「アミーゴの
仲間作り 」(字)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便 」(二)[初]

20:00 トップ・ギア シーズン5「#3 」
(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5「#4
」(字)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男 」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便 」

(二)[初]

15:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇 」(字)

16:00 ハイテクのルーツ３「高性能Ｆ１
カー 」(二)[初]

27:00 石器時代のセックス (二)[初]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘 」(二)

05:00 バイキング大虐殺の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ベンチプレスの法則
」(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園 」(二)

08:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「長き道のり 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ２億5000万年後の地球大陸
「エデンの終わり 」(二)[初]

10:30 ワイルドなオシゴト「危険なサメ
の水槽掃除 」(二)[初]

21:00 【新】執念の追跡 消えた我が
子を捜して「暴かれた真実 」(字)[初]

22:00 【新】アウトロー・アイランド～隔
絶された町「嵐の後始末 」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ ダイバーを狙うサメ 」

(字)[初]

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#3 スカンジナビア航空

751便 」(二)[初]

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#4 コンチネンタル航空

3407便 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「9.11 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「アイスホッケーの法則
」(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園 」(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「リーブ・アリューシャン航

空8便 」(二)[初]

20:00 【新】第二次世界大戦の潜水
艦「Ｕボート：大西洋の死闘 」

(二)[初]

15:00 地球が壊れる前に(字)[初]

16:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ 」(二)[初]

11:30 コンティネント7：南極大陸「#5
」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#8 速度計の警告サイン

」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４便  」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故 」

(二)[初]

21:00 エイリアン・インベージョン 特別
版(日)[初]

22:00 【新】コンティネント7：南極大陸
「#5 」(字)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#3 」(字)[初]

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#1 クロス航空3597便 」

(二)[初]

27:00 セックスの秘密「広告とセックス
」(二)[初]

04:00 セックスの秘密「時代とセックス
」(二)[初]

05:00 イースター島：祖先の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「爆発と粉砕 」
(字)[初]

07:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン 」(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「成功への道しるべ 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「息子の失踪 」(字)[初]

20:00 マーズ 火星移住計画「ボーナ
ス・エピソード」(字)

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#2 ブリティッシュ・エアウェ

イズ38便 」(二)[初]

15:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版 (日)[初]

16:00 世界の巨大工場６「装甲車イ
ヴェコLMV 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「ワインのス
マートな開け方 」(字)[初]

18:00 CIA極秘ファイル：エリア51 特
別版 　(日)[初]

19:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎 (二)

09:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「事故か犯罪か 」(二)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決 」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#3 」
(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター 」(二)[初]

14:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機 (字)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便  」(二)[初]

26:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)

27:00 セックスの秘密「教育とセックス
」(二)[初]

04:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス 」(二)[初]

05:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実 (字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「雄ジカに狙われたら 」(字)[初]

07:00 地中海～謎に包まれた魅惑の
世界～ (二)[初]

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「アリゲーターの襲撃 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA 」(二)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断 」(字)

23:00 マーズ 火星移住計画「ボーナ
ス・エピソード 」(字)

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便  」

(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R」(二)[初]

20:55 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)[初]

21:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

14:00 もしものシナリオ「もしも人口が
倍増したら？ 」(二)[初]

15:00 もしものシナリオ「もしも地球の
自転が止まったら？ 」(二)[初]

16:00 もしものシナリオ「もしも太陽が
２倍になったら? 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「モ
ンクアザラシ」(二)[初]

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z 」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック 」

(二)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)[初]

11:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「BMW対ベンツ 」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 もしものシナリオ「もしも石油が
なくなったら？ 」(二)[初]

04:00 セックスの秘密「政治とセックス
」(二)[初]

05:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎 (二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「詐欺 」(二)[初]

07:00 追跡！謎に包まれたジャガー
の生態  (二)[初]

08:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「北極圏の王者 」(二)[初]

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

【中国を知る】

【中国を知る】

【特集:もしも・・・】 【特集:世界の兵器】

【特集:⽇本の名⾞】 【特集:世界のミステリー】

【特集:軍艦の秘密】
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(ET) 月曜日 2017/01/09 火曜日 2017/01/10 水曜日 2017/01/11 木曜日 2017/01/12 金曜日 2017/01/13 土曜日 2017/01/14 日曜日 2017/01/15 (ET)

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800
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2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

26:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「スーパーカー対決 」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

19:00 迫り来る大災害の脅威「#2 地
震 」(二)[初]

20:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(字)[初]

22:00 地球滅亡～脱出のシナリオ
(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ

P1800 」(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便 」

(二)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173便

」(二)

13:30 新　衝撃の瞬間「ポトマック川
墜落事故 」(字)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「郵
便配達車の後継車は？ 」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック 」

(二)

16:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ 」(二)

17:00 迫り来る大災害の脅威「#1 津
波 」(二)[初]

18:00 巨大津波を予測せよ！
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 武器コレクター「#7 腕の見せ
所 」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「小さなドー

ラの大きな問題 」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ 」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「グランドキャニオン空中

衝突事故 」(二)[初]

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！ 」(二)

27:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク 」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾 」(二)[初]

05:00 ナチス巨大砲V3の謎 (二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「散弾銃で発
火実験 」(字)[初]

07:00 雑学サイエンス「電子レンジに
シャンパンボトル 」(字)[初]

07:30 知って得するサイエンス「縦列
駐車サイエンス 」(二)[初]

08:00 【新】同じ日に生まれた４つの
命「父になる 」(二)[初]

19:00 中国　大古墳の謎 (二)[初]

20:00 21世紀の最新鋭艦 特別版
(日)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)

22:00 【新】もしセオドア･ルーズベルト
が、今の大統領なら (字)[初]

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「エヴァグレーズ国立公園 」

(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便 」(二)

13:30 雑学サイエンス２「運動エネル
ギー 」(字)[初]

宇宙アワー
Supported by CITIZEN

14:00 【新】スター・トーク２「#11 」
(字)[初]

15:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の
大嵐 」(二)[初]

16:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件 」(二)[初]

17:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「森の厄介者 」(字)

18:00 トップ・ギア シーズン5「#5 」
(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「残されたわずかな時間 」

(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コンティネント7：南極大陸「#4
」(字)[初]

12:00 危険な時代に生きる 2「#3 」
(字)

13:00 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シンガポール航空006便

」(二)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命 」(二)[初]

27:00 タブー ～性なる秘密～「快楽
の追求 」(字)[初]

04:00 史上最悪の地球の歩き方「ナ
イジェリアの友人 」(字)[初]

05:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い 」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「フランケンフィッシュを追え！ 」

(二)[初]

07:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「動かない事故車両 」

(二)[初]

08:30 新　衝撃の瞬間「神戸を襲っ
た大震災 」(字)[初]

18:00 インド～大自然と野生動物～
「ノンフィクションの『ジャングルブック』 」

(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173便

」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン5「生
涯を共にする１台を探せ 」(字)

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「郵便配達車の後継車は？ 」

(字)[初]

22:00 【新】密着！ハイウェイ・レス
キュー　カナダ編 4「成功の代償 」

(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R 」(二)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#5 米空軍C-5Aギャラ

クシー 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ファーストエア６５６０便

」(二)[初]

15:00 マーズ 火星移住計画「ボーナ
ス・エピソード 」(字)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「大モノを狙え 」(二)[初]

08:00 中国の大巡礼 (字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 危険な時代に生きる 2「#4 」
(字)

10:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「神 」(二)[初]

11:35 死と意識の謎 (二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「リーブ・アリューシャン航

空8便 」(二)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便 」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故 」(二)[初]

27:00 潜入！NYマフィア捜査 (二)

04:00 凶悪犯罪の科学捜査「#6 弾
道学 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#5
魔女か戦士か！？ジャンヌ･ダルク 」

(二)[初]
05:30 あなたの知らない世界史２「#5

マルコ・ポーロは実在しない？ 」
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ヒョウアザラシ」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「一度噛ん

だらやめられない 」(字)

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「一度噛ん

だらやめられない 」(字)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便 」

(二)[初]

20:00 トップ・ギア シーズン5「#4 」
(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5「#5
」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア 」

(二)[初]

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#4 サウジアラビア航空

763便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便 」(二)[初]

15:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断 」(字)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フィアットの失策 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「機械の中に眠る金 」(二)[初]

08:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「衝撃が潜む森 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ２億5000万年後の地球大陸
「人類の運命 」(二)[初]

10:30 ワイルドなオシゴト「豚の大手
術 」(二)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い 」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#13 スカンジナビア航空

686便 」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#14 ユナイテッド航空

232便 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事 」(二)[初]

27:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～ (字)

04:00 潜入！NYマフィア捜査
(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#4
ロシアの怪人ラスプーチン 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２「#4
消えたアレクサンドロス大王の墓 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ダイブの法則 」
(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園 」(二)

19:00 200万年前の男の子 (字)

19:30 Rolex Awards for Enterprise
40周年記念 (字)

20:00 人類の夜明け：眠りから覚めた
ホモ・ナレディ (字)

21:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界 」(字)

22:00 【新】アウトロー・アイランド～隔
絶された町「森の厄介者 」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ラマの逃走劇 」(字)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗殺

疑惑 」(二)[初]

15:00 記憶に残る90年代～悲劇の
瞬間 (二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ネズミ取り器の法則
」(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園 」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「カギを握る男 」(字)[初]

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ 」

(二)[初]

11:30 コンティネント7：南極大陸「#6
」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#3 オスロ発　チャーター

機 」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#12 タカ航空110便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故 」(二)[初]

27:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「伝説の犯罪写真家 」(二)

04:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～ (字)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#3
ロマノフ家　処刑の謎 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２「#3
アラビアのロレンスはペテン師？ 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「熱と氷の秘密
」(字)[初]

07:00 最強の捕食者たち「シャチ 」
(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「プレッシャーの中で 」(字)

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便 」

(二)[初]

20:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
」(二)[初]

21:00 ホーキング博士のジーニアス
「地球は宇宙のどこにある？」 特別

版（日) [初]

22:00 【新】コンティネント7：南極大陸
「#6 」(字)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#4 」(字)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#11 パシフィック・サウス

ウエスト航空1771便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上 」(二)[初]

15:00 豪華客船コスタ・コンコルディア
の悲劇 (字)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「破壊の科学
」(字)[初]

18:00 ライオン：闘いの一生 (字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「4年間の思い出 」(二)

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「生
涯を共にする１台を探せ 」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#4 」
(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#2 パンナム103便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#10 ナイジェリア航空

2120便 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突 」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地 」(二)

04:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「伝説の犯罪写真家 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#2
伝説のアーサー王 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２「#2
海賊キャプテン・キッドは無罪？ 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「真冬の湖に転落したら 」(字)[初]

07:00 ホッキョクグマ～過酷な自然を
生きる (二)[初]

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ゾウの襲撃 」(字)[初]

20:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ 」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「レースに復活!? ミニクーパーS 」

(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機 」(二)

23:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム 」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#9 パシフィック・サウスウ

エスト航空182便 」(二)[初]

18:00 レーガン大統領 銃弾の真相
(字)

19:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#1 チャイナエアライン

611便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇 」

(二)[初]

15:00 史上最悪の地球の歩き方「オ
メデタ逮捕 」(字)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 あなたの知らない世界史「#12
リンカーン暗殺の黒幕 」(二)[初]

08:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カムチャツカ半島のヒグマた

ち 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身 」

(二)[初]

10:30 世界の巨大工場５「リアジェッ
ト 」(二)[初]

11:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「リムジン対タクシー 」(二)

12:30 インフォメーション (日)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#1
ロビンフッドは実在した！？ 」

(二)[初]
05:30 あなたの知らない世界史２「#1
シッティング・ブルは戦いのリーダー？ 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「動物と人間の違い
」(二)[初]

07:00 インド～大自然と野生動物～
「アジアゾウ、最後の楽園 」(二)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

【中国を知る】

【中国を知る】

【特集 ⾃然災害の恐怖】



Page 4 of 6

(ET) 月曜日 2017/01/16 火曜日 2017/01/17 水曜日 2017/01/18 木曜日 2017/01/19 金曜日 2017/01/20 土曜日 2017/01/21 日曜日 2017/01/22 (ET)

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

2130-2200

2200-2230

1630-1700

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便 」

(二)[初]

26:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「フランス車対決 」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア 」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

19:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「北極圏の王者 」(二)

20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園 」(二)

21:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)

22:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
(二) [初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ 」

(二)[初]

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「イタビア航空870便 」

(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落
の謎 」(字)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「ア
メリカ vs ヨーロッパ 」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身 」(二)

16:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R 」(二)

17:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)

18:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル (二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 武器コレクター「#8 南北戦争
の拳銃 」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い 」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！ 」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42 」(二)[初]

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック 」

(二)

27:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー 」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーのジークフリート線 」(二)[初]

05:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「引力と磁力 」
(字)[初]

07:00 雑学サイエンス「驚くべき圧力
の底力 」(字)[初]

07:30 知って得するサイエンス「ビリ
ヤードサイエンス 」(二)[初]

08:00 【新】同じ日に生まれた４つの
命「危険を伴う出産 」(二)[初]

19:00 メガブリッジ「中国 」(二)[初]

20:00 【新】プラナカンの源流を求めて
(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)

22:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「北極圏の扉 」(二)[初]

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便 」

(二)[初]

13:30 雑学サイエンス２「身近なモノ
の意外な実力 」(字)[初]

宇宙アワー
Supported by CITIZEN

14:00 【新】スター・トーク２「#12 」
(字)[初]

15:00 地球を襲う宇宙の嵐「危険な
太陽風 」(二)[初]

16:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件 」(二)[初]

17:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「最終章 」(字)

18:00 トップ・ギア シーズン5「#6 」
(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「終了間際の死闘 」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コンティネント7：南極大陸「#5
」(字)

12:00 危険な時代に生きる 2「#4 」
(字)

13:00 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「クロスエア498便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・フロリダ90便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇 」(二)[初]

27:00 タブー ～性なる秘密～「奇想
天外な恋人たち 」(字)[初]

04:00 史上最悪の地球の歩き方「一
か八かジャマイカ 」(字)[初]

05:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「暴かれた真実 」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「古代魚の王ターポン 」(二)[初]

07:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「事故か犯罪か 」(二)

08:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故 」(字)[初]

18:00 インド～大自然と野生動物～
「砂漠に生きるスペシャリスト 」

(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便 」

(二)

20:00 トップ・ギア USA シーズン5「郵
便配達車の後継車は？ 」(字)

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「アメリカ vs ヨーロッパ 」(字)[初]

22:00 チャレンジャー号爆発事故　30
年目の真実 (二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8 」(二)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空

255便  」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-6

」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身 」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「カネの成るロケット 」(二)[初]

08:00 中国　大古墳の謎 (二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 危険な時代に生きる 2「#5 」
(字)

10:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「悪 」(二)[初]

11:35 もしセオドア･ルーズベルトが、
今の大統領なら (字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト

706便 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同時
多発テロ 」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ 」

(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン 」(字)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#10
仮面の男とスキャンダル 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２
「#10 もうひとつのタージ・マハル 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ジュゴン」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「凶暴マンボ

」(字)

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「凶暴マンボ

」(字)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「サンタバーバラ航空518

便 」(二)

20:00 トップ・ギア シーズン5「#5 」
(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5「#6
」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア 」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！ 」

(二)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ

アーズ28便  」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便 」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック 」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「足元に眠る金鉱 」(二)[初]

08:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「嵐の後始末 」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 同じ日に生まれた４つの命「父
になる 」(二)

10:30 ワイルドなオシゴト「クロクマ捕
獲で危機一髪 」(二)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「暴かれた真実 」(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！３：航空機事故の
真実と真相「御巣鷹の尾根」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地
の爆発炎上 」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン

ジャー部隊 」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ 」

(二)

05:00 あなたの知らない世界史「#9
ダ・ヴィンチは本当にすごい人? 」

(二)[初]
05:30 あなたの知らない世界史２「#9

偉大な軍司令官サラディン 」
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ウィンドサーフィンの法
則 」(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園 」(二)

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園 」(二)

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便 」

(二)

20:00 【新】第二次世界大戦の潜水
艦「ハーダー：日本軍の支配海域へ

」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁 」(二)[初]

22:00 【新】アウトロー・アイランド～隔
絶された町「最終章 」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ザトウクジラの体当たり 」

(字)[初]

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#8 アメリカン･イーグル航

空4184便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便

」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件 」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！ 」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ラジコン飛行機の法
則 」(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「残されたわずかな時間 」

(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「おとり捜査 」(字)[初]

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「スターリング･モス現る 」(二)[初]

11:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ 」(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「サンタバーバラ航空518

便 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「神戸を襲った
大震災 」(二)

27:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー 」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン

ジャー部隊 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#8
エドワード５世　蒸発の謎 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２「#8
独裁者ヒトラー誕生秘話 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「火薬で実験 」
(字)[初]

07:00 母ライオン マニャーリの決断
(字)[初]

18:00 衝撃の瞬間３「神戸を襲った
大震災 」(二)

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死 」(二)

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリストの聖骸布 」(二)[初]

21:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(二)[初]

22:00 【新】黙示録：カラーで見るヴェ
ルダンの戦い「世紀の激戦 」(二)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#5 」(字)[初]

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#7 アダム航空574便 」

(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便 」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈
没事故 」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー 」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「力を上手に
使うには？ 」(字)[初]

08:00 衝撃の瞬間３「神戸を襲った
大震災 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「成功の代償 」(二)

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「郵
便配達車の後継車は？ 」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#5 」
(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇 」

(二)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死 」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威 」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス 」(二)

04:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#7
極悪非道！切り裂きジャック 」

(二)[初]
05:30 あなたの知らない世界史２「#7

女教皇ヨハンナの謎 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「凍結路面で車がスリップしたら 」

(字)[初]
07:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺

の暗殺者 」(二)

18:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺
の暗殺者 」(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇 」

(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク 」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断 」

(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア 」(二)

23:00 世界の巨大工場２「アウディ 」
(二)[初]

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#6 チュニインター1153

便 」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便 」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故 」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ラ
イオン」(二)[初]

08:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カフカース山脈のバイソン 」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)

10:30 世界の巨大工場６「日産
GT-R 」(二)[初]

11:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「スーパーカー対決 」(二)

12:30 インフォメーション (日)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#6
ノストラダムスの占星術 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２「#6
空想？実話？ゾロの伝説 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ジャンプの法則 」
(字)[初]

07:00 インド～大自然と野生動物～
「ノンフィクションの『ジャングルブック』 」

(二)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

【中国を知る】

【中国を知る】

【特集:美しい⾃然の神秘】

トランプ大統領

世界を揺るがす男の本性

トランプ⼤統領

トランプ大統領

世界を揺るがす男の本性

トランプ大統領

世界を揺るがす男の本性
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(ET) 月曜日 2017/01/23 火曜日 2017/01/24 水曜日 2017/01/25 木曜日 2017/01/26 金曜日 2017/01/27 土曜日 2017/01/28 日曜日 2017/01/29 (ET)

2630-2700

2700-2730

2730-2800

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！ 」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

20:30 脳トリック2「男女 」(二)[初]

21:00 宇宙から見る人類の歩
(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z 」

(二)

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ

アーズ28便  」(二)

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空

255便  」(二)

26:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「カスタムカー対決 」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「入
隊できる車を探せ! 」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)

16:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8 」(二)

20:00 脳トリック「性別 」(二)[初]

19:00 遺伝子の旅　～先祖が歩んだ
道～ (二)[初]

17:00 レーガン大統領 銃弾の真相
(字)

09:30 武器コレクター「#9 最高の贈り
物 」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「アミーゴの

仲間作り 」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち 」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空
機事故 」(字)[初]

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身 」(二)

27:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ 」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「番外編:神風特攻部隊と桜花 」

(二)[初]

05:00 巨大タコを探せ！ (二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「ドミノのチカラ
」(字)[初]

07:00 雑学サイエンス「音と炎の波 」
(字)[初]

07:30 知って得するサイエンス「早食
い競争サイエンス 」(二)[初]

08:00 【新】同じ日に生まれた４つの
命「新しい家族 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

22:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘 (二)[初]

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「イエローストーン国立公園 」

(二)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・サウス

イースト航空2311便 」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便 」(二)

宇宙アワー
Supported by CITIZEN

14:00 【新】スター・トーク２「#13 」
(字)[初]

15:00 宇宙に挑む天文家たち
(二)[初]

16:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体 」(二)[初]

17:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ 」(二)

18:00 トップ・ギア シーズン5「#7 」
(字)

19:00 鳥人～天国の門へ挑む
(字)[初]

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁「#1
いざ大海原へ 」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コンティネント7：南極大陸「#6
」(字)

12:00 危険な時代に生きる 2「#5 」
(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「巨大風船、
大爆発？ 」(字)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便 」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故 」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「世紀の激戦 」(二)

04:00 史上最悪の地球の歩き方「シ
エラレオネの少年兵 」(字)[初]

05:00 巨大クラゲの日本襲撃 (二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 巨大魚を食いちぎる巨大生物
(二)[初]

07:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「4年間の思い出 」(二)

08:30 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 人類の夜明け：眠りから覚めた
ホモ・ナレディ (字)

20:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界 」(字)

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「入隊できる車を探せ! 」(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ 」(二)

23:00 世界の巨大工場４「アストン
マーティン 」(二)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便 」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ
た大竜巻」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「型破りな車対決 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「プラチナ・ギャンブル 」(二)[初]

18:00 200万年前の男の子 (字)

18:30 Rolex Awards for Enterprise
40周年記念 (字)

09:30 危険な時代に生きる 2「#6 」
(字)

10:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「奇跡 」(二)[初]

11:35 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「第一歩  」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#7 エールアンテール148

便  」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・エアウェ

イズ670便 」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故 」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷 」(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス 」(字)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「シックス・センス 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ハイイロアザラシ」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「元気いっぱ

いモジョ 」(字)

08:00 メガブリッジ「中国 」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便 」(二)

20:00 トップ・ギア シーズン5「#6 」
(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5「#7
」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！ 」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー 」

(二)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-6

」(二)

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・サウス

イースト航空2311便 」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「ファーストカー対決 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「死者がもたらすお宝 」(二)[初]

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「元気いっぱ

いモジョ 」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 同じ日に生まれた４つの命「危
険を伴う出産 」(二)

10:30 プラナカンの源流を求めて (字)

11:30 アンダーカバー・エンジェル「貧し
い村に、きれいな水を 」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便  」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便

」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便 」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン 」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル 」

(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷 」(二)

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「宇宙人の侵略 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「スキージャンプの法
則 」(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉 」(二)

08:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「森の厄介者 」(字)

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉 」(二)

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４便  」(二)

20:00 【新】第二次世界大戦の潜水
艦「タング：最後の魚雷 」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地 」(二)[初]

22:00 【新】サベージ・キングダム:残酷
の王国「城を守るヒョウ 」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ 水中で狩りをするジャガー

」(字)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便  」

(二)

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便 」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎 」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「栄光の60年代クラシックカー対

決 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「オフロード車の法則
」(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「終了間際の死闘 」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男 」(字)

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー

」(二)[初]

11:30 ライバルが暴く 真実と秘密「パ
ブロ・エスコバル 」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便 」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便 」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット 」(二)[初]

27:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「幻覚剤に人生を捧げた男 」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル 」

(二)
[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#13
美しすぎるクレオパトラ 」(二)[初]

05:30 あなたの知らない世界史２
「#13 エリザベス１世の隠された噂 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「圧力の科学 」
(字)[初]

07:00 巨大クラゲの日本襲撃 (二)

18:00 巨大クラゲの日本襲撃
(二)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便 」

(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ソドムとゴモラの謎 」(二)[初]

21:00 火星探査ローバー 奇跡の記
録(二)[初]

22:00 【新】黙示録：カラーで見るヴェ
ルダンの戦い「必死の守り 」(二)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#6 」(字)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便  」

(二)

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便 」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「働く車対決 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「空気圧を見
くびるな 」(字)[初]

08:00 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ 」(二)

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「ア
メリカ vs ヨーロッパ 」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#6 」
(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便 」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便 」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団 」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場 」(二)

04:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「幻覚剤に人生を捧げた男 」

(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#12
リンカーン暗殺の黒幕 」(二)

05:30 あなたの知らない世界史２
「#12 ニュートンの秘密の研究 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「水中でゾウアザラシに襲われたら 」

(字)[初]
07:00 恐るべき野生の殺し屋「生まれ

ながらのハンター 」(二)

18:00 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター 」(二)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便 」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー 」(二)

21:00 世界の巨大工場６「装甲車イ
ヴェコLMV 」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ 」(二)

23:00 世界の巨大工場２「ポルシェ 」
(二)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

」(二)

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・エアウェ

イズ670便 」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波 」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「掘り出し物対決 」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ペ
ンギンの冒険」(二)[初]

08:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森 」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)

10:30 世界の巨大工場６「タタ・ナノ
」(二)[初]

11:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「フランス車対決 」(二)

12:30 インフォメーション (日)

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場 」(二)[初]

05:00 あなたの知らない世界史「#11
ビリー･ザ･キッドのプリズン・ブレイク 」

(二)[初]
05:30 あなたの知らない世界史２
「#11 覆されるキリスト降誕物語 」

(二)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ランニングマシンの法
則 」(字)[初]

07:00 インド～大自然と野生動物～
「砂漠に生きるスペシャリスト 」(二)

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

20:00 始皇帝陵の暴かれた真実
(字)[初]

21:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

【中国を知る】

【中国を知る】 【特集:⼈類の起源と性】
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2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件 」(二)[初]

27:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「復讐と改革のハイジャック 」(二)

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「モナリザ・コード 」(二)[初]

21:00 ハッブル宇宙望遠鏡 25年の
軌跡(二)

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方７「大麻の誘惑と飛行機事故 」

(字)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#7 」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便  」

(二)

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便  」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油
工場爆発事故」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット 」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「空飛ぶボーリ
ング球 」(字)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ 」(字)

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上 」(二)

09:30 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク 」(二)

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「入
隊できる車を探せ! 」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#7 」
(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#2 ブリティッシュ・エアウェ

イズ38便 」(二)

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便  」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故 」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網 」(二)

04:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「復讐と改革のハイジャック 」(二)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「ヴァンパイアの存在 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「隕石が落ちてきたら 」(字)[初]

07:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物 」(二)

08:00 密着! エル・ドラド空港警察「コ
カイン密輸の手口 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇 」(二)

20:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ 」(二)

21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「掘り出し物対決 」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フィアットの失策 」(二)

23:00 世界の巨大工場３「ベントレー
」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア 」

(二)

10:30 世界の巨大工場７「ポルシェ
911 」(二)[初]

11:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「カスタムカー対決 」(二)

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

」(二)

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「自家用ジェットの悲劇 」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島
の大噴火」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻 」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル「サ
メに襲われたら 」(字)[初]

18:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物 」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#1 クロス航空3597便 」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網 」(二)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「取り憑かれた町 」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ゴルフカートの法則 」
(字)[初]

07:00 アマゾンの未知なる世界「#1
生命の揺りかご 」(二)[初]

08:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「ヘラジカの旅路 」(二)[初]

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700


