
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29

400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630
脳トリック3、

バ科学
もしもの時の生存マニュアル 雑学サイエンス バ科学2

クリッターカム：
野生動物のカメラアングル

雑学サイエンス 630

700 ドッガーランド　消えた大地の謎（1日 ～8：45）
→雑学サイエンス

700

730
バ科学3

→知って得するサイエンス
730

800 800

830 新　衝撃の瞬間 830

900 900

930 930

1000 1000

1030 1030

1100 1100

1130 1130

1200 1200

1230 1230

1300 1300

1330 雑学サイエンス２
トップ・ギア USA シーズン5（1日 ～14：30）

→新　衝撃の瞬間
1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

セックスの秘密、第二次世界大戦の潜水艦、凶悪犯罪の科学捜査、ナチス・ドイツの巨大建造物、裏偉人伝:時代の反逆者たち、
ナチスの魔宮　～消えた財宝の謎～、潜入！NYマフィア捜査、大戦を左右した伝説の奇襲作戦、囚われし者たち～戦火の絆

執念の追跡
消えた我が子を捜して

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

トップ・ギア USA シーズン5

特集:もしも・・・（2日）
もしものシナリオ

特集:世界の兵器（3日）
潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版

地球が壊れる前に（4日 ～16：45）、マーズ 火星移住計画、史上最悪の地球の歩き方、
豪華客船コスタ・コンコルディアの悲劇、記憶に残る90年代～悲劇の瞬間、衝撃の瞬間４

２億5000万年後の地球大陸、
同じ日に生まれた４つの命

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車、

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

執念の追跡
消えた我が子を捜して、

アンダーカバー・エンジェル

コンティネント7:南極大陸、
ライバルが暴く 真実と秘密

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～

仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎
→解明！中国兵馬俑の謎
→ナチス巨大砲V3の謎

→ドイツ軍が沈めた客船の謎
→巨大タコを探せ！

執念の追跡 消えた我が子を捜して
→巨大クラゲの日本襲撃

インフォメーション

インフォメーション

地球：45億年物語 特別版（1日 ～12：45）
→ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

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（1日 12：45～）

→シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

武器コレクター

宇宙アワーSupported by CITIZEN
スター・トーク２「#10」
/スター・トーク２「#11」
/スター・トーク２「#12」
/スター・トーク２「#13」

インフォメーション

危険な時代に生きる 2

ワイルド・ロシア
雄大な自然と動物たち

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（1日 8：45～）

バ科学3（8日 ～8：30）
→もしもの時の生存マニュアル （8日 8：30～）

→同じ日に生まれた４つの命

インフォメーション

史上最悪の地球の歩き方

コンティネント7:南極大陸

インフォメーション

最強の捕食者たち、
母ライオン マニャーリの決断、

巨大クラゲの日本襲撃

宇宙アワーSupported by CITIZEN
地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な砂じん嵐」
/地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の大嵐」

/地球を襲う宇宙の嵐「危険な太陽風」
/宇宙に挑む天文家たち

解明！バミューダ・トライアングルの謎、海底に沈む第二次世界大戦の真実、イースター島：祖先の謎、バイキング大虐殺の謎、謎の巨大肉食恐竜、
あなたの知らない世界史（9日～25日 ～5：30）、あなたの知らない世界史２（9日～25日 5：30～）、ザ・ハプニング　奇術師たちの挑戦

追跡！謎に包まれた
ジャガーの生態、

インド～大自然と野生動物～、
アマゾンの未知なる世界

モンスター・フィッシュを探せ！４
→巨大魚を食いちぎる巨大生物

メーデー！14　一挙放送（1日）
メーデー！１４：航空機事故の真実と真相

ナチス・ドイツの巨大建造物2

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車（1日 14：30～15：25）
→トップ・ギア USA シーズン5

マーズ 火星移住計画 プロローグ（1日 15：25～）
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）

一攫千金！巨大マグロ漁　南北対決
→一攫千金！巨大マグロ漁

密着！ハイウェイ・レスキュー　カナダ編 4

宇宙アワーSupported by CITIZEN
ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡

一攫千金！巨大マグロ漁
南北対決

危険な時代に生きる 2

密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4、

スーパーカー大改造

アメリカ～国立公園を巡る旅

地中海
～謎に包まれた魅惑の世界～、

ホッキョクグマ
～過酷な自然を生きる、
恐るべき野生の殺し屋

中国を知る
中国 610メートルのテレビ塔、

中国の大巡礼、
中国　大古墳の謎、

メガブリッジ

アウトロー・アイランド
～隔絶された町

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
衝撃の瞬間３、

密着! エル・ドラド空港警察

ストーリー・オブ・ゴッド
WITH モーガン・フリーマン

（～11：35）

ワイルドなオシゴト、
プラナカンの源流を求めて

ライバルが暴く 真実と秘密、
世界の巨大工場５、
世界の巨大工場６、
世界の巨大工場７

グレート・ヒューマン
～人類をたどる旅

（6日、27日 11：35～）、
死と意識の謎（13日 11：35～）、
もしセオドア･ルーズベルトが、

今の大統領なら
（20日 11：35～）

トップ・ギア シーズン5
一攫千金！

カー・ストリッパーズ２

特集:もしも・・・（2日）
もしものシナリオ

特集:世界の兵器（3日）

特集:もしも・・・（2日）
もしものシナリオ

特集:世界の兵器（3日）
世界の巨大工場５（～14：00）、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機（14：00～）

メーデー！５：航空機事故の真実と真相、
メーデー！１２：航空機事故の真実と真相、
メーデー！６：航空機事故の真実と真相、

メーデー！１３：航空機事故の真実と真相、
メーデー！７：航空機事故の真実と真相、
メーデー！８：航空機事故の真実と真相、
メーデー！１４：航空機事故の真実と真相



1630 1630

1700 1700

1730

ナショジオ　どうぶつ調査団、
あなたの知らない世界史、

もしもの時の生存マニュアル
雑学サイエンス２ バ科学3 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

セックスの秘密
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

トップ・ギア シーズン5

コンティネント7：南極大陸
→もしセオドア･ルーズベルトが、今の大統領なら

→ロシア：氷に隠された自然の神秘

トランプ大統領 世界を揺るがす男の本性（21日）
ライバルが暴く 真実と秘密「ドナルド・トランプ」

マーズ 火星移住計画
→今語られる 大統領暗殺未遂の真実

→地球滅亡～脱出のシナリオ
→潜入！アメリカ連邦捜査局

アメリカ～国立公園を巡る旅

メーデー！７：航空機事故の真実と真相、
メーデー！８：航空機事故の真実と真相、
メーデー！９：航空機事故の真実と真相、

メーデー！１０：航空機事故の真実と真相、
メーデー！３：航空機事故の真実と真相、

メーデー！１１：航空機事故の真実と真相、
メーデー！１３：航空機事故の真実と真相

インフォメーション

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）
マーズ 火星移住計画「第五話 漆黒の闇」

レーガン大統領 銃弾の真相（8日 ～22：00）

特集 自然災害の恐怖（15日 ～22：00）
忍び寄る超巨大地震の恐怖

特集:美しい自然の神秘（22日）
アメリカ～国立公園を巡る旅「エヴァグレーズ国立公園」

特集:人類の起源と性（29日）
脳トリック「性別」（～20：30）

/脳トリック2「男女」（20：30～）

執念の追跡
消えた我が子を捜して、

コンティネント7：南極大陸、
ナチス・ドイツの巨大建造物

トップ・ギア USA シーズン5、
コンティネント7：南極大陸

人類の夜明け：眠りから覚めたホモ・ナレディ
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

→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（28日 21：45～）

アウトロー・アイランド～隔絶された町
→スーパーカー大改造

エイリアン・インベージョン
特別版、

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、
大宇宙へ翔ける

油井亀美也とJAXA、
新しい時代へ、

火星探査ローバー
奇跡の記録、

ハッブル宇宙望遠鏡
25年の軌跡

ゴミを宝に！都会お宝ハンター

マーズ 火星移住計画、
旧ソ連の怪奇ファイル、

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）
マーズ 火星移住計画「最終話 決断」

トランプ大統領 世界を揺るがす男の本性（22日）
ライバルが暴く 真実と秘密「ドナルド・トランプ」

特集:人類の起源と性（29日 ～23：00）
宇宙から見る人類の歩

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）
マーズ 火星移住計画「第三話 苦闘」

特集:軍艦の秘密（8日）
潜入！巨大空母アイゼンハワー

特集 自然災害の恐怖（15日）
巨大津波を予測せよ！

特集:美しい自然の神秘（22日）
世界大自然紀行：地獄谷のニホンザル

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）
マーズ 火星移住計画「第二話 赤き大地」

特集:軍艦の秘密（8日）
21世紀の最新鋭艦 特別版

特集 自然災害の恐怖（15日）
迫り来る大災害の脅威「#1 津波」

トランプ大統領 世界を揺るがす男の本性（22日）
ライバルが暴く 真実と秘密「ドナルド・トランプ」

レーガン大統領 銃弾の真相（29日 ～19：00）

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

マーズ 火星移住計画「第一話 新世界」

スーパーカー大改造

200万年前の男の子（7日 ～20：30）
→Rolex Awards for Enterprise 40周年記念（7日 20：30～）

→21世紀の最新鋭艦 特別版
→プラナカンの源流を求めて

→始皇帝陵の暴かれた真実（28日 ～21：45）

マーズ 火星移住計画　一挙放送（1日）
マーズ 火星移住計画「第四話 嵐の前に」

特集:軍艦の秘密（8日）
空母ロナルド・レーガンの最新構造

特集 自然災害の恐怖（15日）
迫り来る大災害の脅威「#2 地震」

特集:美しい自然の神秘（22日）
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち「北極圏の王者」

特集:人類の起源と性（29日）
遺伝子の旅　～先祖が歩んだ道～

/検証：UFO事件の新事実「ロズウェル事件」
/検証：UFO事件の新事実「テキサスUFO目撃事件」

/検証：UFO事件の新事実「三角形の飛行物体」

スーパーカー大改造

密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4、

チャレンジャー号爆発事故
30年目の真実、

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車ライバルが暴く 真実と秘密、衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間３、衝撃の瞬間６

セックスの秘密、石器時代のセックス、第二次世界大戦の潜水艦、ナチス・ドイツの巨大建造物、
裏偉人伝:時代の反逆者たち、ナチスの魔宮　～消えた財宝の謎～、潜入！NYマフィア捜査、

タブー ～性なる秘密～、大戦を左右した伝説の奇襲作戦、黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い

トップ・ギア シーズン5

コンティネント7:南極大陸、
黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

史上最悪の地球の歩き方７

アウトロー・アイランド
～隔絶された町、

サベージ・キングダム:
残酷の王国

野生動物ビックリ映像集 3

マーズ 火星移住計画、
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

中国を知る
中国の大巡礼

/中国　大古墳の謎
/メガブリッジ「中国」

/鳥人～天国の門へ挑む

スーパーカー大改造、
世界の巨大工場４

特集:日本の名車（2日）
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

特集:世界のミステリー（3日）
CIA極秘ファイル：エリア51 特別版

アメリカ～国立公園を巡る旅、ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、インド～大自然と野生動物～、
ライオン：闘いの一生、恐るべき野生の殺し屋、巨大クラゲの日本襲撃、サベージ・キングダム:残酷の王国

レーガン大統領 銃弾の真相（9日 ～19：45）、衝撃の瞬間３、200万年前の男の子（27日 ～18：30）、Rolex Awards for Enterprise 40周年記念（27日 18：30～）

特集:日本の名車（2日）
世界の巨大工場７

特集:世界のミステリー（3日）
解明！バミューダ・トライアングルの謎

メーデー！１０：航空機事故の真実と真相、メーデー！１２：航空機事故の真実と真相

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（9日 19：45～）、
200万年前の男の子（11日 ～19：30）、Rolex Awards for Enterprise 40周年記念（11日 19：30～）、人類の夜明け：眠りから覚めたホモ・ナレディ

トップ・ギア USA シーズン5

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

特集:日本の名車
（2日 ～20：55）

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

（2日 20：55～21：45）、
スーパーカー大改造

危険な時代に生きる 2
マーズ 火星移住計画、

世界の巨大工場２、
世界の巨大工場３

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
（2日 21：45～）、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４、

世界の巨大工場６、
一攫千金！

カー・ストリッパーズ２

第二次世界大戦の潜水艦、
人類の夜明け：

眠りから覚めたホモ・ナレディ

世界の巨大工場６

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（4日 16：45～）、
ハイテクのルーツ３、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車、

一攫千金！カー・ストリッパーズ２、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２


