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04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「地球の先住者（ＨＤ）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ハイヒールの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 【新】ネコ：知られざる生態
（HD）(字)[初]

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「火との出会い(HD)」(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３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」

(二)[初]

10:30 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

11:30 恐竜世界へタイムスリップ「サメ
の帝王メガロドン（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「ロシ
ア原子力潜水艦の悪夢（HD）」

(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(二)[初]

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「水
中でゾウアザラシに襲われたら（HD）」

(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#1 風前の灯（ＨＤ）」

(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「大
学生にピッタリな車でビーチへ行こう！

（HD）」(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー

（HD）」(二)[初]

23:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断（HD）」(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

(HD)」(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(HD)」

(二)[初]

26:00 豪華客船ドニャ・パス号の悲劇
（HD）(字)[初]

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)

04:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「切り裂きジャック（ＨＤ）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#12
飛び出せ人間ロケット(HD)」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)

08:00 ケーシーと野生の楽園「オオカミ
の群れの中(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#11
（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン2「混
戦必至！トレーラー勝負（HD）」

(字)[初]

11:30 恐竜世界へタイムスリップ「王
者となった恐怖の鳥（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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

（HD）」(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（HD）」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカル
ト教団（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 世界何でもデータブック「"人体
"という名の街（HD）」(二)[初]

18:00 ベンガルトラの生き残りをかけた
戦い(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#2 バグダッド上空」

(二)[初]

20:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神に選ばれし

者（HD）」(字)[初]

21:00 宇宙～時空超越の旅～「#1
タイムトラベル(HD)」(二)[初]

22:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#3（HD）」(二)[初]

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#4（HD）」(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(HD)」(二)[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

(HD)」(二)[初]

26:00 ヒトラーの教皇　闇の真実
（HD）(二)[初]

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「バミューダ・トライアングル

（ＨＤ）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「燃焼の科学
（HD）」(字)[初]

07:00 ベンガルトラの生き残りをかけた
戦い(HD)(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#4（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)[初]

10:30 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

（HD）」(二)[初]

11:30 恐竜世界へタイムスリップ「巨
大イノシシ エンテロドン（HD）」

(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

(HD)」(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

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「バカルディ
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「運動エネル
ギー（HD）」(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#3 御巣鷹の尾根」

(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」

(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：カナダ「命つ
なぐ平原（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)[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(HD)」(二)[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(HD)」

(二)[初]

26:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)[初]

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（HD）」(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「火星人（ＨＤ）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「バレリーナの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)

17:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「フォークリフトで大惨事（HD）」

(二)[初]

08:00 野生に生きる２「命をいただく
（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#4（HD）」(二)

10:30 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断（HD）」(二)

11:30 恐竜世界へタイムスリップ「肉
食獣ヒアエノドン（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「切り裂きジャック（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]

07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)

08:00 【中国を知る】
インサイド「ニューイヤー・フィーバー in

香港」(二)[初]

18:00 【新】ライオン対カバ 水辺の攻
防戦（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#4 流血の操縦室（ＨＤ）」

(二)[初]

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(HD)」(二)[初]

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

(HD)」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)[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

（HD）」(二)[初]

26:00 チャレンジャー号爆発事故　30
年目の真実（HD）(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)[初]

11:30 恐竜墓場（HD）(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「#3 スカンジナビア航空751

便(HD)」(二)[初]

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

（HD）」(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

(HD)」(二)[初]

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（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「フリトレー
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

24:00 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

（ＨＤ）」(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(HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「ドゥカティ
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学：スポーツ特集「鉄棒の
法則（HD）」(二)[初]

18:00 【新】ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#5 機内の爆弾（ＨＤ）」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「ランボル
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「最
高のピックアップ･トラック（HD）」

(字)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「死との駆け引き（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ（HD）」

(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(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故（HD）」(二)[初]

17:00 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局「不法入国グループ（HD）」

(二)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「セックスを売
る者たち（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
チンギス・ハーンの墓を求めて（HD）

(二)[初]

20:00 野生に生きる２「新たな挑戦
（HD）」(二)[初]

22:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 車を襲うゾウ（HD）」(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」

(二)

26:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」

(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」(二)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「目撃者の行方（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「ニカラグア」(字)[初]

07:00 最強のハンター：サメ（HD）
(字)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「川に潜むオオメジロザメ(HD)」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

25:00 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（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神に選ばれし

者（HD）」(字)

27:00 アラスカの最強メカニック「シーズ
ン最後の大口案件（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」

(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「マレーシア編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「機械の中に眠る金（HD）」(二)[初]

07:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

08:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

20:00 謎の巨大肉食恐竜（HD）
(二)[初]

21:00 サメの生態 TOP10（HD）
(字)[初]

22:00 【新】巨大建造物：世界初！
海に浮かぶ天然ガス工場

(HD)(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 死に直面した瞬間「#1 4.6km
のフリーフォール(HD)」(二)[初]

16:45  【新】バーゼルワールド 2017
～時計の真価(HD)(日)[初]

15:50 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機（HD）」(字)[初]

14:55 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(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

（HD）」(二)

25:00 タブー ～性なる秘密～「快楽
の追求（HD）」(字)[初]

26:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス（HD）」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)
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17:00 【新】遺伝子の旅　～人類の
起源をたどる～（HD）(二)[初]

18:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

15:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「雪との闘い（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

09:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「天国と地獄

（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)10:30 インフォメーション (日)

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「最
高のピックアップ･トラック（HD）」(字)

15

16

17

18

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月

11:00 コスモス:時空と宇宙「クリーン
ルーム（HD）」(二)[初]

12:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#2 宇宙で宝探し(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「意外と知らな
い自然の力（HD）」(字)[初]

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ サンデー ストーリー【ナショジオ フロントライン】

【ゴールデンウィーク 恐⻯スペシャル】
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26:00 セックスの秘密「広告とセックス
（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 死に直面した瞬間「#2 ヘリコプ
ターの墜落(HD)」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「オ
ヤジとは呼ばせない！若さを保つ究

極の車（HD）」(字)

15:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」

(二)[初]

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

17:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

21:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

27:00 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

（HD）」(二)

19:00 宇宙～時空超越の旅～「#1
タイムトラベル(HD)」(二)

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

23:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)

22

24:00 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（HD）」(二)

25:00 タブー ～性なる秘密～「奇想
天外な恋人たち（HD）」(字)[初]

23

24

25

20:00 タイムトラベル：2210年 文明崩
壊(HD)(二)[初]

08:00 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神に選ばれし

者（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#3 宇宙最強の星(HD)」(二)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「近隣住民の不安の種

（HD）」(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！漂流する犬（HD）」(字)[初]

24:00 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（ＨＤ）」(二)[初]

25:00 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

（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神の存在証明

（HD）」(字)

27:00 万里の長城：神秘の旅
(HD)(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「タイ編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「大モノを狙え（HD）」(二)[初]

07:00 遺伝子の旅　～人類の起源を
たどる～（HD）(二)

18:00 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】フード・スクール:中国（HD）

(字)[初]19:30 【新】世界フードツアー「中国
（HD）」(字)[初]

20:00 野生に生きる２「困難を乗り越
えて（HD）」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー

ク1（HD）」(二)

22:00 【新】潜入！シンガポール航空
（HD）(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「爆発と粉砕
（HD）」(字)[初]

14:00 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

（HD）」(二)[初]

15:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプレ

ス2286便（HD）」(二)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#3（HD）」(二)

17:00 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局「秘密のトンネル作戦（HD）」

(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大ナマズを探して(HD)」(二)[初]

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「マグロにかける熱い思い

（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「太陽の姉
妹（HD）」(二)[初]

12:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「クロスエア498便（HD）」

(二)[初]

26:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン

(HD)」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS

（HD）」(二)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「さらなる証言（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団
「オットセイ」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]

17:30 バ科学：スポーツ特集「平行棒
の法則（HD）」(二)[初]

18:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)[初]

19:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「オ
ヤジとは呼ばせない！若さを保つ究

極の車（HD）」(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（HD）」(二)

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(HD)」(字)[初]

14:00 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(HD)」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

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

（HD）」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 2（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「悪霊（HD）」(字)[初]

07:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

08:00 【中国を知る】
チンギス・ハーンの墓を求めて（HD）

(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジェンダー革命（HD）(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 2（HD）」(字)[初]

22:00 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

（HD）」(二)

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

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#2 謎の白い光（HD）」

(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（HD）」(二)[初]

26:00 巨大建造物：世界初！海に
浮かぶ天然ガス工場(HD)(字)

16:00 世界の巨大工場５「ミシュラン
タイヤ(HD)」(二)[初]

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（HD）」(字)[初]

18:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#8 エジプト航空９９０便の

悲劇」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

10:30 遺伝子の旅　～人類の起源を
たどる～（HD）(二)

11:30 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルス 驚異の回復力(HD)」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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

(HD)」(二)

14:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#2 タン航空3054便(HD)」

(二)

15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没（HD)」(二)[初]

26:00 超巨大地震から身を守れ！
「#1 大都市のリスク(HD)」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「幽霊船（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ダチョウ乗りの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 野生の雌ヒョウ(HD)(二)

08:00 野生に生きる２「新たな挑戦
（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#5（HD）」(二)

20:00 衝撃の瞬間～番外編～「アム
ステルダム航空機事故（HD）」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：カナダ「氷の
王国（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場５「MVアグス
タ(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「身近なモノの
意外な実力（HD）」(字)[初]

18:00 野生の雌ヒョウ(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#7 ヘリコプターへの落雷

（HD）」(二)[初]

09:30 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)[初]

10:30 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

（HD）」(二)[初]

11:30 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
の色の謎(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#3 御巣鷹の尾根」(二)

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

(二)[初]

25:00 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(HD)」(二)[初]

26:00 ウイルスと人類の終わりなき戦
い（HD）(字)[初]

27:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」

(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「トリノの聖骸布（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「圧力の魔法
（HD）」(字)[初]

07:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)[初]

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#5（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

18:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)

20:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神の存在証明

（HD）」(字)[初]

21:00 6チャンネル合同 特別放送
【新】ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#1（HD）」(二)[初]

22:25 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ（HD）(二)[初]

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#5（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)[初]

11:30 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
はいかにして歩くのか(HD)」(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「#5 トルコ航空1951便

(HD)」(二)[初]

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（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)[初]

16:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

25:00 休止

04:00 休止

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「ザトウクジラ」(字)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)

08:00 ケーシーと野生の楽園「グリズ
リーの仲間たち(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 巨大建造物：世界初！海に
浮かぶ天然ガス工場(HD)(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「チュパカブラ（ＨＤ）」

(字)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#6 誤認（HD）」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「不
死身の車をボコボコに（HD）」(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー（HD）」

(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン

（HD）」(二)[初]

23:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)

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(HD)」(二)[初]

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（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場４「最新高速
列車AGV(HD)」(二)[初]

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「隕
石が落ちてきたら（HD）」(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(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３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー

ク1（HD）」(二)[初]

10:30 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)

11:30 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルスの秘密(HD)」(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「#4 コンチネンタル航空

3407便(HD)」(二)[初]

04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「キング・アーサー（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「綱渡りの法則（HD）」
(字)[初]

07:00 ライオネス～飢えとの戦い（HD）
(二)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩りの技術(HD)」(二)[初]
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【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ サンデー ストーリー【ナショジオ フロントライン】

【ゴールデンウィーク 恐⻯スペシャル】
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23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(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（HD）」(二)

25:00 エアバスＡ３８０：世界最大の旅
客機（ＨＤ）(字)[初]

26:00 セックスの秘密「時代とセックス
（HD）」(二)[初]

27:00 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

（HD）」(二)

17:00 【新】プリズン・ブレイク 真実の
物語 （HD）(二)[初]

18:00 インフォメーション (日)

18:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

19:30 潜入！北朝鮮(二)

20:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

09:30 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神の存在証明

（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#4 最先端宇宙テクノロジー(HD)」

(二)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 死に直面した瞬間「#3 大型
SUV車の衝突事故(HD)」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「ア
メリカンマッスルカー対決（HD）」(字)

15:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

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

24:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#7 アダム航空574便（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

25:00 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（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

27:30 新　衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」

(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「ベトナム編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「足元に眠る金鉱（HD）」(二)[初]

07:00 潜入！北朝鮮(二)[初]

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

18:00 潜入！暗黒産業「違法賭博と
金（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】中国大運河の旅（HD）(字)[初]

20:00 野生に生きる２「大自然から得
たもの（HD）」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ダイバーを狙うサメ（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「熱と氷の秘密
（HD）」(字)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス9525

便（HD）」(二)[初]

15:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#4（HD）」(二)

17:00 【新】密着！国境警備の戦い:
番外編「#1（HD）」(字)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大！キングサーモン(HD)」(二)[初]

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「成功への道しるべ（HD）」

(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「地球とい
う世界（HD）」(二)[初]

12:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「大雪のドナー峠（HD）」

(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)[初]

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

（HD）」(二)[初]

26:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」

(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（HD）」(二)

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」(二)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「男の正体（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「シ
ロナガスクジラ」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学：スポーツ特集「ランニン
グマシンの法則（HD）」(二)[初]

18:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)[初]

19:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」(二)[初]

09:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック沈
没事故(HD)」(字)[初]

10:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)

14:00 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(HD)」(二)

26:00 巨大津波を予測せよ！（HD）
(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦

（HD）」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 3（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「火星人（ＨＤ）」

(字)[初]

07:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

08:00 【中国を知る】
フード・スクール:中国（HD）(字)

08:30 世界フードツアー「中国（HD）」
(字)

09:00 インフォメーション (日)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「救助シーズンの到来

（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

22:00 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

（HD）」(二)

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（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#6 太平洋上空でのパニッ

ク（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「イタビア航空870便

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件（HD）」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場５「リアジェット
(HD)」(二)[初]

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「闘
牛に襲われたら（HD）」(字)[初]

18:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#10 ハイジャック犯への罠」

(二)[初]

09:30 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#6（HD）」(二)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：ベトナム
（HD）(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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(HD)」(二)

14:00 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(HD)」(二)

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（HD）」(二)[初]

26:00 超巨大地震から身を守れ！
「#2 キラーパルス15秒の恐怖(HD)」

(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦

（HD）」(二)[初]

05:00 都市伝説：キリストの謎（HD）
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「バルーンの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)

08:00 野生に生きる２「困難を乗り越
えて（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#9 コックピット内の子供」

(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「装甲部隊と急降下爆撃機（HD）」

(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：ベトナ
ム（HD）(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#5 ７３７型機に潜む危機

（HD）」(二)[初]

14:00 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(HD)」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没
事故（HD）」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「巨大風船、
大爆発？（HD）」(字)[初]

18:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)

10:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断

（HD）」(二)[初]

11:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#8 大韓航空8509便

(HD)」(二)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」

(二)[初]

05:00 中国、白人ミイラの謎(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「運動エネル
ギー（HD）」(字)

07:00 初公開！知られざる夜のライオ
ン(HD)(二)[初]

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#6（HD）」(二)

22:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#5（HD）」(二)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#6（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)[初]

25:00 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

（HD）」(二)[初]

26:00 記憶に残る90年代～悲劇の
瞬間（HD）(二)[初]

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「投稿された殺人動画（HD）」

(字)

14:00 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

(HD)」(二)

15:00 新　衝撃の瞬間「神戸を襲った
大震災(HD)」(字)[初]

15:30 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)[初]

17:30 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)[初]

20:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

19:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

09:30 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「夢遊病（HD）」

(字)[初]11:30 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
を再現せよ(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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(HD)」

(二)

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（HD）」

(二)[初]

26:00 巨大台風の脅威(HD)(字)[初]

27:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「投稿された殺人動画（HD）」

(字)[初]

05:00 バイキング大虐殺の謎
(HD)(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「コモリザメ」(字)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)

08:00 ケーシーと野生の楽園「グリズ
リー襲撃の真相(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「こ
れぞ究極のキャンピングカー！（HD）」

(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

24:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

14:00 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(HD)」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

16:00 世界の巨大工場５「LEGOブ
ロック(HD)」(二)[初]

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「土
石流に襲われたら（HD）」(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(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３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)

10:30 世界の巨大工場７「ランボル
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」(二)

11:30 CSI：恐竜科学捜査班「超大
型恐竜を探せ(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)

04:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)[初]

05:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ウィリーの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「水を求めて(HD)」(二)[初]

16

17

18

25

26

27

22

23

24

4

5

6

13

14

15

10

11

12

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「ア
メリカンマッスルカー対決（HD）」

(字)[初]

21:55 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)

22:50 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー（HD）」(二)

23:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

7

8

9

19

20

21

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ サンデー ストーリー

ナショジオ サンデー ストーリー

【特集:地球を学ぶ】

【ナショジオ フロントライン】
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24

25

16

17

13

14

15

10

11

12

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

25:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「投稿された殺人動画（HD）」

(字)

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)

27:00 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（HD）」(二)

17:00 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ（HD）(二)

17:35 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)

19:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

23:00 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

（HD）」(二)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「社交的な犬を目指して

（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 死に直面した瞬間「#4 高圧電
線へ激突(HD)」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「オ
フロード車で砂漠を駆け抜けろ！

（HD）」(字)

15:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)[初]

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

27:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「上陸作戦（HD）」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「インド編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 野生動物ビックリ映像集「野生
界の無秩序（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#5 宇宙最大の爆発(HD)」(二)[初]

21:00 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

（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 2（HD）」(字)

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

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#2 謎の白い光（HD）」(二)

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

15:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(二)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#5（HD）」(二)

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#2（HD）」(字)[初]

18:00 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】潜入！中国の春節連歓晩会

(HD) (字)[初]

20:00 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「電気に魅
せられた少年（HD）」(二)[初]

12:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「脅かされる生態系（HD）」(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「火薬で実験
（HD）」(字)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

26:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「驚くべき隠し場所(HD)」

(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（HD）」(二)

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「犠牲となった者たち（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ト
ラ」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「東南アジアのジョーズ(HD)」(二)[初]

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「プレッシャーの中で（HD）」

(字)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「悪夢のレスキュー（HD）」

(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「オ
フロード車で砂漠を駆け抜けろ！

（HD）」(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

25:00 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(HD)」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦「ワ
フー：日本軍の補給路を断て（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ボウリングの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)[初]

19:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「脅かされる生態系（HD）」

(二)[初]

09:30 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(二)[初]

10:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#5 計器異常」(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便（HD）」

(二)[初]

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(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トン
ネル火災」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「英軍精鋭部隊　空からの強襲

（HD）」(二)

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

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 4（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#1 フィラデ
ルフィアAME教会(HD)」(二)[初]

07:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

08:00 【中国を知る】
中国大運河の旅（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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(HD)」(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「雪道の番人（HD）」

(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 4（HD）」(字)[初]

22:00 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（HD）」(二)

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

(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（HD）」(二)[初]

16:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「伝説の犯罪写真家（HD）」(二)[初]

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「激
流に飲み込まれたら（HD）」(字)[初]

18:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#7（HD）」(二)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：ナミビア
（HD）(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「英軍精鋭部隊　空からの強襲

（HD）」(二)[初]

05:00 UFO機密文書「英国防省が
隠した真実（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「クリスマスの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）(字)

08:00 野生に生きる２「大自然から得
たもの（HD）」(二)

22:00 【新】世界大自然紀行：ナミビ
ア（HD）(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)[初]

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（HD）」(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#1 クロス航空3597便

(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落
事故」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)

16:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「シャボン玉の
不思議（HD）」(字)[初]

18:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#2 タン航空3054便(HD)」

(二)

21:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

20:00 【新】失われたアトランティス大
陸を求めて（HD）(二)[初]

10:30 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

14:00 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

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

26:00 ザ・2000年代 ～振り返る悲劇
（HD）(二)[初]

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「目撃者の行方（HD）」(字)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)[初]

05:00 伝説の黒オオカミ(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「身近なモノの
意外な実力（HD）」(字)

07:00 ライオン：闘いの一生（HD）
(字)[初]

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#7（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)[初]

22:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#6（HD）」(二)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#7（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#9 方向感覚の喪失」

(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

（HD）」(二)[初]

14:00 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（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波（HD）」(二)[初]

16:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)

17:00 新　衝撃の瞬間「ミュンヘンオリ
ンピック事件(HD)」(字)[初]

17:30 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（HD）(日)[初]

18:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

09:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「聖痕（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便

（HD）」(二)[初]

26:00 豪華客船コスタ・コンコルディア
の悲劇(HD)(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「ブ
ラックホーク･ダウン（HD）」(字)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「目撃者の行方（HD）」(字)

05:00 最新版！伝説のアトランティス
(HD)(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「モンクアザラシ」(字)[初]

07:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで (HD)(二)

08:00 世界大自然紀行：ベトナム
（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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

(HD)」(二)

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「目
指せ！時速240キロ　庶民車勝負

（HD）」(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛する祖父のVWキャンピング

カー（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#8 紛争地域での墜落

（HD）」(二)[初]

14:00 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（HD）」(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 密着！国境警備の戦い:番外
編「#1（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「生態学
の勇士」(字)[初]

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで (HD)(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

10:30 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

（HD）」(二)

11:30 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

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

05:00 現代に蘇る伝説の箱舟
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「平均台の法則
（HD）」(字)[初]

07:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「大海原へ(HD)」(二)[初]

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ サンデー ストーリー【ナショジオ フロントライン】

【ナショジオ フロントライン】
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27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)

21:00 【新】激戦！ 硫黄島 ～星条
旗と戦いの記憶（HD）(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：カリブ海諸
島（HD）(二)[初]

23:00 百獣の王に認められた男（HD）
(字)[初]

24:00 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（HD）」(二)

25:00 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

（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列
車事故」(二)[初]

16:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[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（HD）」(字)[初]

18:00 群れで狩る動物「ライオン
(HD)」(二)[初]

19:00 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(HD)」(二)

20:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「パ
ブロ・エスコバル（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#2 傷ついた鳥」(二)[初]

14:00 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

（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工
場爆発事故」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・
フェリー火災」(二)[初]

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「さらなる証言（HD）」(字)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「巨大風船、
大爆発？（HD）」(字)

07:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）(二)[初]

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#8（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業「セックスを売
る者たち（HD）」(二)

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)[初]

22:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#7（HD）」(二)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#8（HD）」(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（HD）」

(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#5 トルコ航空1951便

(HD)」(二)

14:00 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

（HD）」(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 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)

17:00 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)[初]

17:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

19:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

09:30 オサマ・ビンラディン殺害の真実
(HD)(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「スマトラの猿人（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]11:30 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#1 突風」(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(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ
連邦ビル爆破」(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「さらなる証言（HD）」(字)

05:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(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「コウテイペンギン」(字)[初]

07:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
Ｄ）」(二)

08:00 世界大自然紀行：ナミビア
（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「ラ
スベガス 理想のタクシー対決!（HD）」

(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便

（HD）」(二)

14:00 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（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った
大竜巻」(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#2（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「クモの
巣と牙」(字)[初]

18:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「#1（HD）」(字)

10:30 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

（HD）」(二)

11:30 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#6 燃料漏れ」(二)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ヨーヨーの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「原始時代の最強武器(HD)」

(二)[初]
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【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

【特集:蘇る歴史の記憶】

【ナショジオ フロントライン】


