
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30

400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630
バ科学、
バ科学2

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
→ゴミを宝に！都会お宝ハンター

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
バ科学：スポーツ特集

→雑学サイエンス
ゴミを宝に！都会お宝ハンター 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

野生に生きる
→ハイテクのルーツ３

モンスター・フィッシュを探せ！２
→巨大イカ VS マッコウクジラ

→モンスター・フィッシュを探せ！３

インフォメーション

バ科学2

宇宙アワー（15日～29日）
コスモス:時空と宇宙「空にあふれる幻想の世界」

/コスモス:時空と宇宙「光と影」
/コスモス:時空と宇宙「より深い世界へ」

生き抜け！原始生活:
サバイバルガイド、

野生に生きる２

衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間～番外編～

特集: 自然災害の恐怖と向き合う（10日～14日）
迫り来る大災害の脅威、超巨大地震から身を守れ！、忍び寄る超巨大地震の恐怖（14：00～）

インフォメーション

知られざるプライド、
始皇帝陵の暴かれた真実

（14日 ～11：30）、
地下6400キロの旅 特別版

（21日 ～11：30）、
大都市ソウル 改革の裏側

一攫千金！巨大マグロ漁
→一攫千金！巨大マグロ漁　南北対決

中国を知る
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて、
万里の長城：神秘の旅、

天坑～巨大穴の謎に迫る～、
唐時代の宝船

トップ・ギア シーズン6

人生の鼓動
～連鎖する小さな奇蹟

（7日 ～12：30）、
地獄の地図　悪しき魂が集う闇

（28日 ～12：30）

宇宙アワー（1日、8日）
コスモス:時空と宇宙「生命の流れ」
/コスモス:時空と宇宙「知識の栄光」

特集:航空機事故　著名人に降りかかる悲劇（15日）
メーデー！１２：航空機事故の真実と真相「ケネディ家の悲劇」

特集:航空機事故　奇蹟の不時着（22日）
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」

メーデー！１４：航空機事故の真実と真相

マーズ 火星移住計画、
世界の巨大工場、

世界の巨大工場５、
世界の巨大工場２

インフォメーション

トップ・ギア USA シーズン2

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→スーパーカー大改造

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

トップ・ギア USA シーズン4
→潜入！日産GTR　誕生の裏側

宇宙アワー（1日、8日）
UFO地球襲来の真実「夜空を横切る謎の光」

/UFO地球襲来の真実「ヘリを襲う謎の飛行物体」

特集:航空機事故　著名人に降りかかる悲劇（15日）

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４、世界の巨大工場４、大都市ソウル 改革の裏側

幻の巨大魚を追え！
→巨大タコを探せ！

→巨大クラゲの日本襲撃
→謎の巨大肉食恐竜

→巨大魚を食いちぎる巨大生物

双子宇宙飛行士の新たな挑戦、
オリジンズ：

常識を変えた人類史

宇宙アワー（1日、8日）
宇宙～時空超越の旅～「#4 多元的宇宙の謎」

/大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ

特集:航空機事故　著名人に降りかかる悲劇（15日）
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」

特集:航空機事故　奇蹟の不時着（22日）
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」

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、
ギャラクシーＣ-５：

アメリカ空軍巨大輸送機、
世界の巨大工場７

インフォメーション

ナチス・ドイツの巨大建造物3、黙示録：ヒトラーの台頭、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、
第二次世界大戦の潜水艦、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、日本軍の極秘潜水艦、日本軍への残虐な戦犯、空母ロナルド・レーガンの最新構造、

解体！F-4ファントム戦闘機、武士道と弓矢、武士道と日本刀、世界の巨大工場６、戦闘ヘリの限界に挑む！

最速！海の捕食者たち、願いの海:水中に広がる美しき宝、プラナカンの源流を求めて、
野生に生きる２、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、初公開！知られざる夜のライオン

ビッグ・キャット ウィーク（11日～28日）
アフリカの獣達～壮絶な人生、ライオン ～ルワンダへの帰還、イエネコ：野生の光、ストーム・キャット：嵐の中で、因縁の対決：猫 vs 犬、

幻のコーカサスヒョウを探して、スペインオオヤマネコを救え、最強のライオン軍団、シベリアトラを救え、ヒョウの変わりもの

第二次世界大戦の英雄たち
→海底に沈む第二次世界大戦の真実

→黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い
→ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

マーズ 火星移住計画

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！１１：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！１３：航空機事故の真実と真相

検証：UFO事件の新事実、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、潜入！クリスタルの洞窟、
薬物に溺れたヒトラーの秘密、魔女狩りマニュアル、バカと科学でバ科学なのだ!!、解明！バミューダ・トライアングルの謎、

ドイツ軍が沈めた客船の謎、都市伝説～超常現象を解明せよ！３～

地球最後の日を生きる
→ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ

→世界最強の怪力ヘリコプター
→無情の海域 ～沈みゆく真実を追う

アジア 恐怖伝説

リンク：偉大な発明の意外な起源、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、
世界の巨大工場７、世界の巨大工場、オリジンズ：常識を変えた人類史、ケーシーと野生の楽園

凶悪犯罪の科学捜査、無情の海域 ～沈みゆく真実を追う、薬物に溺れたヒトラーの秘密、解明！バミューダ・トライアングルの謎、
チンギス・ハーンの墓を求めて、仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎、潜入！北朝鮮、ロシア：氷に隠された自然の神秘、

ハイテクのルーツ３、旧ソ連の怪奇ファイル、ナチスに残る都市伝説の真相、大都市ソウル 改革の裏側

コンティネント7：南極大陸

ライバルが暴く 真実と秘密
→バ科学2

宇宙アワー（15日～29日）
宇宙から見る人類の歩み 特別版

/NASA盗難事件 狙われた月の石 特別版
/ザ・宇宙　～神秘と驚異～２「#1 宇宙生活の試練」

旅するシェフの仰天レシピ
→大都市ソウル 改革の裏側

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４



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、

雑学サイエンス２
リスクを見抜け！
デンジャー解析

死に直面した瞬間、
バ科学：スポーツ特集

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

トップ・ギア USA シーズン4、
世界の巨大工場７

カー・SOS 字幕版 一挙放送！
（14日 ～翌6：00）

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

特集:名車・スーパーカー
一挙放送（21日）

世界の巨大工場７

ナショジオ サンデー ストーリー
チンギス・ハーンの墓を求めて
/フィデル・カストロ：真実の記録

/地球：45億年物語 特別版（16日 ～19：00）
/ ヒトラーの教皇　闇の真実（23日 ～19：00）

/マーズ 火星移住計画「第一話 新世界」

ナショジオ サンデー ストーリー
徹底スキャン:世界の歴史建造物「天空都市マチュ・ピチュ」

/ビリー・ザ・キッド 新たな写真（9日 ～20：00）
/マーズ 火星移住計画「第二話 赤き大地」

ナショジオ　サンデースペシャル
ツタンカーメン～人を虜にする秘密（2日 ～21：00）

/地下6400キロの旅 特別版（16日 ～21：00）
/潜入！北朝鮮

/マーズ 火星移住計画「第三話 苦闘」

ナショジオ　サンデースペシャル
海底に沈む第二次世界大戦の真実

/忍び寄る超巨大地震の恐怖（23日 ～22：00）
/マーズ 火星移住計画「第四話 嵐の前に」

野生に生きる２

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
→ザ・潜入！

→石器時代のセックス
→ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン 2

最先端おにごっこ
→セックスの秘密

スーパーカー大改造
→潜入！北朝鮮

ナショジオ フロントライン（29日）
潜入！暗黒産業「不法入国斡旋」

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「#5」
/無情の海域 ～沈みゆく真実を追う「#6」

/日本軍の極秘潜水艦
/マーズ 火星移住計画「第五話 漆黒の闇」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

マーズ 火星移住計画
→ローバーが魅せる火星の秘密（8日 ～19：00）

→解明！バミューダ・トライアングルの謎

特集:タイタニック号沈没から105年（15日 ～19：00）
ジェームズ・キャメロンと探るタイタニックの謎

ナショジオ フロントライン（29日）
ザ・ボーダーライン　税関国境警備局「砂漠のヘロイン追跡」

サベージ・キングダム:残酷の王国
→大都市ソウル 改革の裏側

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

トップ・ギア シーズン6

知られざるプライド、
世にも奇妙な深海の魔物たち

ビッグ・キャット スペシャル
（19日、26日）

アフリカの獣達～壮絶な人生

スーパーカー大改造

特集:名車・スーパーカー
一挙放送（21日）

世界の巨大工場７

ナチス・ドイツの巨大建造物2、
ナチス・ドイツの巨大建造物3

トップ・ギア シーズン6

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２、

世界の巨大工場６、
ブガッティ・シロン

名車誕生の舞台裏、
スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

世界大自然紀行：ヴェネツィア、
世界大自然紀行：ニッポン、

世界大自然紀行：カナダ

願いの海:水中に広がる美しき宝、プラナカンの源流を求めて、野生に生きる２、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、初公開！知られざる夜のライオン

ビッグ・キャット ウィーク（10日～28日）
 アフリカの獣達～壮絶な人生、ライオン ～ルワンダへの帰還、イエネコ：野生の光、ストーム・キャット：嵐の中で、

因縁の対決：猫 vs 犬、幻のコーカサスヒョウを探して、スペインオオヤマネコを救え、最強のライオン軍団、
シベリアトラを救え、ヒョウの変わりもの、ライオン：闘いの一生

→世界の巨大工場６
→世界の巨大工場２
→世界の巨大工場４

インフォメーション

メーデー！１０：航空機事故の真実と真相「大統領の死」

特集:航空機事故　奇蹟の不時着（22日）
メーデー！９：航空機事故の真実と真相「#12 タカ航空110便」

オリジンズ：常識を変えた人類史

ナチス・ドイツの巨大建造物3、黙示録：ヒトラーの台頭、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、
第二次世界大戦の潜水艦、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、日本軍の極秘潜水艦、日本軍への残虐な戦犯、空母ロナルド・レーガンの最新構造、

解体！F-4ファントム戦闘機、武士道と弓矢、武士道と日本刀、世界の巨大工場６、戦闘ヘリの限界に挑む！

特集:名車・スーパーカー　一挙放送（21日）
世界の巨大工場７

衝撃の瞬間４、
衝撃の瞬間５、
衝撃の瞬間３

地球最後の日を生きる、
CIA極秘ファイル：
エリア51 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

メーデー！３：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！：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！１４：航空機事故の真実と真相

 タブー ～性なる秘密～、極秘軍事施設エリア51の真実、衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間４

特集:名車・スーパーカー　一挙放送（21日）
潜入！日産GTR　誕生の裏側、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

特集: 海の覇者　空母と潜水艦（17日～21日）
空母ロナルド・レーガンの最新構造、潜入！巨大空母アイゼンハワー、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、日本軍の極秘潜水艦、ナチス潜水艦U-745の謎

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間５

特集:名車・スーパーカー　一挙放送（21日）
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

ストーリー・オブ・ゴッド
WITH モーガン・フリーマン、
21世紀の最新鋭艦 特別版、

オリジンズ：
常識を変えた人類史

無情の海域～
沈みゆく真実を追う、

オリジンズ：
常識を変えた人類史

マーズ 火星移住計画

潜入！クリスタルの洞窟
→バイキング大虐殺の謎

→空母ロナルド・レーガンの最新構造
→衝撃の瞬間～番外編～

→もしもの時の生存マニュアル

ナショジオ　サンデースペシャル（30日）
マーズ 火星移住計画「最終話 決断」

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

特集:タイタニック号沈没から105年（14日）
仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎

バカと科学でバ科学なのだ!!、大都市ソウル 改革の裏側

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、
潜入！北朝鮮、

地球：45億年物語 特別版
（18日 ～22：00）、

ストーリー・オブ・ゴッド
 WITH モーガン・フリーマン 2

トップ・ギア USA シーズン3

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

中国を知る
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「内モンゴルの相撲とラクダ」

/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて「黄河に残る匠の技」
/万里の長城：神秘の旅

/天坑～巨大穴の謎に迫る～
/唐時代の宝船

/インサイド「ニューイヤー・フィーバー in 香港」

世界の巨大工場７、
スーパーカー大改造

特集:名車・スーパーカー
一挙放送（21日）

スーパーカー大改造

トップ・ギア USA シーズン4

特集:名車・スーパーカー
一挙放送（21日）

トップ・ギア USA シーズン4

トップ・ギア シーズン6、
世界の巨大工場７


