
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
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630 バ科学 常識破りの科学者たち 雑学サイエンス バ科学2
新　都市伝説

～超常現象を解明せよ！～
バー教授のクロコダイル調査隊 廃墟お宝ハンター 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 雑学サイエンス２ ゴミを宝に！都会お宝ハンター 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

海底に沈む第二次世界大戦の真実、ナチスに残る都市伝説の真相、9.11:ペンタゴンの英雄たち、黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、
第二次世界大戦の潜水艦、密着！国境警備の戦い:命がけの突破、密着！国境警備の戦い:ドラッグの密輸現場、厳重警備：刑務所内の闇取引、

ドイツ軍が沈めた客船の謎、戦士たちの墓場、真珠湾に眠る英霊たちへ、オサマ・ビンラディン殺害の真実、黙示録：ヒトラーの台頭、
潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、潜入！タリバニスタン

潜入！暗黒産業、潜入！暗黒産業 2、都市伝説の真相、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、ロンドンを襲ったドイツの秘密飛行船、
アンネ・フランク　最期の日々、洗礼者ヨハネの首、真相解明！恐怖の人食い動物、オサマ・ビンラディン殺害の真実、アジア 恐怖伝説、地球最後の日を生きる

サベージ・キングダム:残酷の王国、ラブリー！マングース、シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー、
アニマルER　緊急治療の現場、野生動物ビックリ映像集 3、神秘のヘラジカ、シーザー・ミランの 子犬トラブル、

伝説の黒オオカミ、聖なる森のシンフォニー、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、驚異のアリ帝国、
ロシア：氷に隠された自然の神秘、野生に生きる２、追跡！謎に包まれたジャガーの生態、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで

黙示録：カラーで見る第一次世界大戦
→第二次世界大戦の英雄たち

リンク：
偉大な発明の意外な起源

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

無情の海域
～沈みゆく真実を追う

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作戦
→アマゾンの巨大モンスター

ハイテクのルーツ２
グレート・ヒューマン
～人類をたどる旅

戦闘ヘリの限界に挑む！、
黒人奴隷解放の使徒
ナット・ターナー伝説、

人生の鼓動
～連鎖する小さな奇蹟

（23日 ～11：30）、
立ち向かう ISISの脅威

宇宙アワー
ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景

/宇宙～時空超越の旅～「#1 タイムトラベル」
/宇宙～時空超越の旅～「#2 宇宙空間の謎」

/宇宙～時空超越の旅～「#3 量子力学で見る「現実」」

裏偉人伝:時代の反逆者たち
→バ科学：スポーツ特集

宇宙アワー
スター・トーク２「#18」
/スター・トーク２「#19」
/スター・トーク２「#20」

/コスモス:時空と宇宙「銀河に立つ」

トップ・ギア USA シーズン4

宇宙アワー
検証：UFO事件の新事実「ケネディ宇宙センターとUFO」

インフォメーション

インフォメーション

ナチスに残る都市伝説の真相、
マーズ 火星移住計画

スーパーカー大改造

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～
→シーザー・ミランのラスベガス・ライブ（26日 ～12：30）

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２
→バ科学2

同じ日に生まれた４つの命
→コンティネント7：南極大陸

インフォメーション

ライバルが暴く 真実と秘密

グレート・ヒューマン
～人類をたどる旅

旅するシェフの仰天レシピ

メーデー！５：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！１４：航空機事故の真実と真相、
メーデー！４：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！８：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！９：航空機事故の真実と真相

イギリス発明の歴史　一挙放送（1日～10日）
イギリス　発明の歴史、イギリス　発明の歴史２

マーズ 火星移住計画

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

トップ・ギア USA シーズン2

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

モンスター・フィッシュを探せ！
→モンスター・フィッシュを探せ！２

インフォメーション

コンティネント7：南極大陸、
氷河崩壊！地球に迫る危機、

スマトラ島：最後のトラ

CSI：恐竜科学捜査班　徹底解明、ユーチューブ進化論、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、黒人奴隷解放の使徒 ナット・ターナー伝説、
徹底スキャン:世界の歴史建造物、ロックダウン：ギャングの掟、NY２つの摩天楼

特集:迫り来る巨大地震の恐怖（13日～16日）
忍び寄る超巨大地震の恐怖（～17：00）、東日本大震災～地震と津波、その瞬間～、超巨大地震から身を守れ！

特集：歴代ローマ教皇の数奇な人生（20日～23日）
ヒトラーの教皇　闇の真実（～17：00）、バチカン～秘められた神秘の世界～（～17：00）、反骨のローマ教皇、新ローマ法王フランシスコ誕生

特集：マフィアの真実（27日～31日）
実録 アメリカン・マフィア

インフォメーション

解析！超自然現象２、都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、
解明！バミューダ・トライアングルの謎、凶悪犯罪の科学捜査

世界大自然紀行：
オーストラリア、

カンガルーの裏の顔、
知られざるプライド

一攫千金！巨大マグロ漁

中国を知る
巨大建造物：究極の鉄道、
解明！中国兵馬俑の謎、

チンギス・ハーンの墓を求めて、
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて

トップ・ギア シーズン6

サベージ・キングダム:
残酷の王国、

世界大自然紀行：
地獄谷のニホンザル、

世界大自然紀行：
イエローストーン

野生に生きる



1630 1630

1700 1700

1730 もしもの時の生存マニュアル 世界何でもデータブック バ科学3
リスクを見抜け！
デンジャー解析

死に直面した瞬間 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

中国を知る
解明！中国兵馬俑の謎

/チンギス・ハーンの墓を求めて
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「#1」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「#2」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「#3」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「#4」

世界の巨大工場６、
世界の巨大工場７

トップ・ギア USA シーズン4

メーデー！６：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、
メーデー！８：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

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
スーパーカー大改造、

トップ・ギア USA シーズン3

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、

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

海底に沈む第二次世界大戦の真実、ナチスの素顔、ナチスに残る都市伝説の真相、黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、
第二次世界大戦の潜水艦、密着！国境警備の戦い:命がけの突破、ナチスのドラムビート作戦、人間ランプシェードと大虐殺の謎、

ドイツ軍が沈めた客船の謎、戦士たちの墓場、真珠湾に眠る英霊たちへ、オサマ・ビンラディン殺害の真実、
黙示録：ヒトラーの台頭、潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、潜入！タリバニスタン

ナチスに残る都市伝説の真相、
衝撃の瞬間４

マーズ 火星移住計画、
地球最後の日を生きる

メーデー！１２：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！１４：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！：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！４：航空機事故の真実と真相、
メーデー！2：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

特集:強く生き抜く女性たち（8日）
I am a Girl～それぞれの勇気、リジー・ベラスケス:勇気の連鎖

特集:迫り来る巨大地震の恐怖（11日）
忍び寄る超巨大地震の恐怖

休止（14日 25：00～翌7：00）

ナショジオ　サンデースペシャル
黒人奴隷解放の使徒 ナット・ターナー伝説

/迫り来る大災害の脅威「#2 地震」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

衝撃の瞬間５、超巨大地震から身を守れ！、新　衝撃の瞬間、衝撃の瞬間６

特集:強く生き抜く女性たち（8日）
ママ友４人の大西洋横断日記

トップ・ギア シーズン6

史上最悪の地球の歩き方７、
ストーリー・オブ・ゴッド

WITH モーガン・フリーマン

サベージ・キングダム:
残酷の王国、

世界大自然紀行：
地獄谷のニホンザル、

世界大自然紀行：
イエローストーン

特集:強く生き抜く女性たち
（8日 ～24：00）
わたしはマララ

世界大自然紀行：
オーストラリア、

知られざるプライド

スーパーカー大改造

トップ・ギア USA シーズン5、
トップ・ギア USA シーズン4

/検証：UFO事件の新事実「ジャングルに暮らす宇宙人」
/検証：UFO事件の新事実「小さなエイリアン」

/UFO地球襲来の真実「集団目撃」

ナショジオ　サンデースペシャル
東日本大震災～地震と津波、その瞬間～

/徹底スキャン:世界の歴史建造物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘」
/徹底スキャン:世界の歴史建造物「古代都市ペトラ」

トップ・ギア シーズン6
サベージ・キングダム:残酷の王国

→大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
→立ち向かう ISISの脅威

ナチス・ドイツの巨大建造物2

裏偉人伝:時代の反逆者たち、蘇るローマ帝国の殺人、ダ・ヴィンチ　幻の傑作、朝鮮王朝の王墓群、世界の麻薬産業２

ラブリー！マングース、シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー、アニマルER　緊急治療の現場、野生動物ビックリ映像集 3、
サベージ・キングダム:残酷の王国、神秘のヘラジカ、シーザー・ミランの 子犬トラブル、伝説の黒オオカミ、聖なる森のシンフォニー、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、驚異のアリ帝国、ロシア：氷に隠された自然の神秘、野生に生きる２、
追跡！謎に包まれたジャガーの生態、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、最速！海の捕食者たち

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

史上最悪の地球の歩き方７
→野生に生きる２

ナショジオ　サンデースペシャル
解読！ナスカの地上絵

/迫り来る大災害の脅威「#1 津波」
/人生の鼓動 ～連鎖する小さな奇蹟（19日　～21：00）

/地獄の地図　悪しき魂が集う闇（26日　～21：00）

野生動物の楽園：イエローストーンの春
→サベージ・キングダム:残酷の王国

特集:迫り来る巨大地震の恐怖（11日）
東日本大震災～地震と津波、その瞬間～

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

無情の海域
～沈みゆく真実を追う

マシン・インポッシブル:
未来テクノロジーを追え！、

マーズ 火星移住計画

スーパーカー大改造
→アラスカの最強メカニック

無情の海域 ～沈みゆく真実を追う
執念の追跡 消えた我が子を捜して

→最先端おにごっこ

スーパーカー大改造

ナショジオ　サンデースペシャル
無情の海域 ～沈みゆく真実を追う「#1」
/無情の海域 ～沈みゆく真実を追う「#2」
/無情の海域 ～沈みゆく真実を追う「#3」
/無情の海域 ～沈みゆく真実を追う「#4」

ナショジオ サンデー ストーリー
始皇帝陵の暴かれた真実（5日　～19：00）

/衝撃の瞬間３「神戸を襲った大震災」
/ダ・ヴィンチ　幻の傑作

/真珠湾に眠る英霊たちへ

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

マーズ 火星移住計画


