
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月(簡易版)
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400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630 バ科学2
常識破りの科学者たち、

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、
雑学サイエンス２

バ科学2
新　都市伝説

～超常現象を解明せよ！～、
廃墟お宝ハンター

バー教授のクロコダイル調査隊
→ナショジオ　どうぶつ調査団

ゴミを宝に！都会お宝ハンター
→ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（28日 ～8：00）

630

700 700

730 730

800 800

830 830

900 900

930 930

1000 1000

1030

トップ・ギア USA シーズン2
（2日 ～11：30）、
インフォメーション

1030

1100 新　都市伝説
～超常現象を解明せよ！～

1100

1130 1130

1200 1200

1230 1230

1300 1300

1330 雑学サイエンス 死に直面した瞬間 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

グレート・ヒューマン
～人類をたどる旅

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３、 トップ・ギア シーズン6、
世界の巨大工場２、巨大建造物：世界初！海に浮かぶ天然ガス工場、潜入！シンガポール航空、

新　衝撃の瞬間、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４（17日 ～11：00）

ナショジオ フロントライン（22日～31日）
潜入！アメリカ連邦捜査局、潜入！NYマフィア捜査、潜入！暗黒産業、

密着！国境警備の戦い:番外編、オサマ・ビンラディン殺害の真実 黄金に魅せられた人類、
ジェンダー革命、
新　衝撃の瞬間、

ジーニアス：世紀の天才
アインシュタイン、

マーズ 火星移住計画

野生に生きる２

第二次世界大戦の潜水艦、
ナチス・ドイツの巨大建造物

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

薬物に溺れたヒトラーの秘密、
ナチスに残る都市伝説の真相

恐怖のナチス潜水艦
U-166の記憶、

無情の海域
 ～沈みゆく真実を追う

ナチス第2SS装甲師団
ダス・ライヒ、

日本軍への残虐な戦犯、
囚われし者たち～戦火の絆

都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、ナチス潜水艦U-745の謎、バイキング大虐殺の謎、
中国、白人ミイラの謎、都市伝説：キリストの謎、現代に蘇る伝説の箱舟、

最新版！伝説のアトランティス、伝説の黒オオカミ、UFO機密文書、UFO地球襲来の真実
トップ・ギア シーズン2 無情の海域 ～沈みゆく真実を追う アジア 恐怖伝説

ゴールデンウィーク　恐竜スペシャル（1日～11日）
恐竜世界へタイムスリップ、恐竜墓場、CSI：恐竜科学捜査班

ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（12日 ～13：00）、CSI：恐竜科学捜査班、世界大自然紀行：ベトナム、
世界の巨大工場７、世界の巨大工場２、世界大自然紀行：ナミビア

ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン 2
→野生動物ビックリ映像集

宇宙アワー（6日）
ザ・宇宙　～神秘と驚異～２「#2 宇宙で宝探し」

グレート･バリア･リーフ 生命の輝き

ライオン ～ルワンダへの帰還
→潜入！シンガポール航空

→ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（21日 ～9：30）

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４、

ジーニアス：世紀の天才
アインシュタイン

（17日 ～12：30）、
潜入！シンガポール航空、
ライバルが暴く 真実と秘密

オリジンズ：
常識を変えた人類史

ビッグ・キャット ウィーク
ネコ：知られざる生態、ライオン・レンジャー、ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、アニマル・ファイト・クラブ３、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、

ライオネス～飢えとの戦い、未来のビッグ・キャット、野生の雌ヒョウ、スーパーキャット・プロジェクト、ジャガーの華麗なる狩猟、
初公開！知られざる夜のライオン、捕食者の弱点:人間 vs チーター、タイガーマン、大型ネコ科：驚愕の能力、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、

ライオン：闘いの一生、母ライオン マニャーリの決断、因縁の対決：カバ vs ライオン、肉食動物の惑星、百獣の王ライオン～トップの座を巡る闘い～

マーズ 火星移住計画、
遺伝子の旅

～人類の起源をたどる～、
サベージ・キングダム:

残酷の王国

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！８：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！９：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！１０：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

インフォメーション、新　衝撃の瞬間

ケーシーと野生の楽園、
世界大自然紀行：ベトナム、
世界大自然紀行：ナミビア

黙示録：カラーで見る第二次世界大戦戦闘ヘリの限界に挑む！

メーデー！１４：航空機事故の真実と真相

世界の巨大工場４、始皇帝陵の暴かれた真実（9日 ～18：00）、世界の巨大工場５、第二次世界大戦の潜水艦、

最強のハンター：サメ
→サベージ・キングダム:残酷の王国

オリジンズ：
常識を変えた人類史

世界の巨大工場７、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

インフォメーション

スーパーカー大改造
（7日 14：55～）

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

トップ・ギア USA シーズン4

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー

宇宙アワー（14日、21日、28日）
ザ・宇宙　～神秘と驚異～２「#3 宇宙最強の星」

/ザ・宇宙　～神秘と驚異～２「#4 最先端宇宙テクノロジー」
/ザ・宇宙　～神秘と驚異～２「#5 宇宙最大の爆発」

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

衝撃の瞬間～番外編～、衝撃の瞬間６、新　衝撃の瞬間、衝撃の瞬間４

特集:地球を学ぶ（16日 ～17：30）
地下6400キロの旅 特別版

インフォメーション

インフォメーション

宇宙アワー
コスモス:時空と宇宙「クリーンルーム」
/コスモス:時空と宇宙「太陽の姉妹」

/コスモス:時空と宇宙「地球という世界」
/コスモス:時空と宇宙「電気に魅せられた少年」

インフォメーション

一攫千金！巨大マグロ漁　南北対決

中国を知る
インサイド、

チンギス・ハーンの墓を求めて、
フード・スクール:中国、

世界フードツアー、
中国大運河の旅

因縁の対決：猫 vs 犬
→遺伝子の旅　～人類の起源をたどる～

→潜入！北朝鮮

モンスター・フィッシュを探せ！３



1630 1630

1700 1700

1730
もしもの時の生存マニュアル、

ジェイクの驚き昆虫記

世界何でもデータブック、
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（23日 ～18：30）、
ジーニアス：世紀の天才

アインシュタイン
（30日 ～19：00）

特集:地球を学ぶ
（16日 ～19：30）

地球：45億年物語 特別版

雑学サイエンス２
リスクを見抜け！
デンジャー解析、

もしもの時の生存マニュアル

バ科学：スポーツ特集、
バ科学2

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

タブー ～性なる秘密～
→エアバスＡ３８０：世界最大の旅客機
→無情の海域 ～沈みゆく真実を追う

第二次世界大戦の潜水艦、
ナチス・ドイツの巨大建造物

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

ナチスに残る都市伝説の真相
ナチス巨大砲V3の謎、

無情の海域
～沈みゆく真実を追う

ナチス第2SS装甲師団
ダス・ライヒ、

日本軍への残虐な戦犯、
囚われし者たち～戦火の絆

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

豪華客船ドニャ・パス号の悲劇、ヒトラーの教皇　闇の真実（2日 ～28：00）、忍び寄る超巨大地震の恐怖（3日 ～28：00）、
チャレンジャー号爆発事故　30年目の真実、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、ウイルスと人類の終わりなき戦い、超巨大地震から身を守れ！、

巨大建造物：世界初！海に浮かぶ天然ガス工場、巨大台風の脅威、記憶に残る90年代～悲劇の瞬間、巨大津波を予測せよ！、
豪華客船コスタ・コンコルディアの悲劇、ザ・2000年代 ～振り返る悲劇、衝撃の瞬間２

メーデー！９：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！４：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！１０：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

休止（8日 25：00～翌6：00）

新　衝撃の瞬間

世界の巨大工場７、
密着！ハイウェイ・レスキュー　アメリカ編

オリジンズ：
常識を変えた人類史、
マーズ 火星移住計画

プロローグ

スーパーカー大改造
（19日 21：55～）、

バーゼルワールド 2017
～時計の真価

マーズ 火星移住計画、
ブガッティ・シロン

名車誕生の舞台裏、
ジーニアス：世紀の天才

アインシュタイン
（15日 ～24：30）

スーパーカー大改造

中国を知る
チンギス・ハーンの墓を求めて

/フード・スクール:中国
/世界フードツアー「中国」

/中国大運河の旅
/潜入！中国の春節連歓晩会

トップ・ギア USA シーズン4

宇宙～時空超越の旅～、
ジーニアス：世紀の天才

アインシュタイン
（9日 ～22：25）

密着！国境警備の戦い:番外編、プリズン・ブレイク 真実の物語、厳重警備：刑務所内の闇取引、
裏偉人伝:時代の反逆者たち、潜入！インド最大の刑務所、ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌

巨大建造物：世界初！海に浮かぶ天然ガス工場
→ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（14日 ～23：30）

ナショジオ サンデー ストーリー（21日、28日）
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン「#2」
/ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン「#3」

メーデー！３：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

グレート･バリア･リーフ 生命の輝き、潜入！シンガポール航空、ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（16日 ～20：45）

ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2、
バーゼルワールド 2017

～時計の真価、
ジーニアス：世紀の天才

アインシュタイン

トップ・ギア USA シーズン3

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～番外編～、
失われたアトランティス大陸

を求めて
（24日 ～21：45）

ビッグ・キャット ウィーク（1日～8日、10日～15日、17日～22日、24日～29日、31日）
ライオン・レンジャー、ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、アニマル・ファイト・クラブ３、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、

ライオネス～飢えとの戦い、野生の雌ヒョウ、スーパーキャット・プロジェクト、ジャガーの華麗なる狩猟、
捕食者の弱点:人間 vs チーター、タイガーマン、大型ネコ科：驚愕の能力、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、

母ライオン マニャーリの決断、因縁の対決：カバ vs ライオン、肉食動物の惑星、群れで狩る動物

忍び寄る超巨大地震の恐怖（9日 ～20：00）、ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（23日 ～20：00）

（7日 15：50～）
→バーゼルワールド 2017 ～時計の真価

インフォメーション、
新　衝撃の瞬間

オリジンズ：常識を変えた人類史

ナショジオ サンデー ストーリー
遺伝子の旅　～人類の起源をたどる～

/地球：45億年物語 特別版（14日 ～19：00）
/プリズン・ブレイク 真実の物語

/マーズ 火星移住計画 プロローグ
/忍び寄る超巨大地震の恐怖（28日 ～19：30）

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏
→潜入！シンガポール航空

→トップ・ギア シーズン2

ビッグ・キャット スペシャル
アフリカの獣達～壮絶な人生、

百獣の王に認められた男

ナチス・ドイツの巨大建造物3、
バーゼルワールド 2017

～時計の真価

特集:蘇る歴史の記憶（31日）
激戦！ 硫黄島

～星条旗と戦いの記憶

トップ・ギア シーズン2

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

世界大自然紀行：カナダ、
世界大自然紀行：ベトナム、
世界大自然紀行：ナミビア、

世界大自然紀行：カリブ海諸島

アラスカの最強メカニック
→万里の長城：神秘の旅

→新　衝撃の瞬間
→UFO地球襲来の真実

ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン 2
→ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（20日 ～27：30）

セックスの秘密
→サベージ・キングダム:残酷の王国

ナショジオ フロントライン
潜入！暗黒産業「セックスを売る者たち」

/潜入！暗黒産業「闇社会の銃」
/潜入！暗黒産業「違法賭博と金」

/潜入！インド最大の刑務所

ナショジオ サンデー ストーリー
サメの生態 TOP10

/ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン「#2」

バーゼルワールド 2017 ～時計の真価

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
→新　衝撃の瞬間

ナショジオ フロントライン
ザ・ボーダーライン　税関国境警備局「不法入国グループ」

/ザ・ボーダーライン　税関国境警備局「秘密のトンネル作戦」
/密着！国境警備の戦い:番外編「#1」
/密着！国境警備の戦い:番外編「#2」

野生動物ビックリ映像集 3

ナショジオ サンデー ストーリー
宇宙～時空超越の旅～「#1 タイムトラベル」

/潜入！北朝鮮（21日 ～20：30）
/ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン「#1」（28日 ～21：00）

ナショジオ サンデー ストーリー
謎の巨大肉食恐竜

/タイムトラベル：2210年 文明崩壊（14日 ～21：45）
/ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン「#1」（21日 ～22：00）

野生に生きる２
→潜入！シンガポール航空

ナショジオ サンデー ストーリー
地球の巨大生物TOP10（7日 ～20：00）

/潜入！ロシアの凶悪受刑者たち（21日 ～19：30）

インフォメーション


