
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月
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430 430

500 500

530 530

600 600

630 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２ バ科学3 廃墟お宝ハンター

ナショジオ　どうぶつ調査団
→あなたの知らない世界史２

ゴミを宝に！都会お宝ハンター
→新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～

630

700 700

730 730

800 800

830 830

900 900

930 930

1000 1000

1030

インフォメーション、
デンジャーゾーン！
潜入マル秘ルポ ３
（25日 ～11：30）

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

→脳トリック
1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

密着！国境警備の戦い:番外編
アラスカの最強メカニック

PADI presents マリン ウィーク

ナチスに残る都市伝説の真相

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン、
ホーキング博士のジーニアス

世界の巨大工場４
世界の巨大工場６、
世界の巨大工場７

アメリカ～国立公園を巡る旅
バクチ・アメリカ～巧妙な賭け、

水と権力

ナショジオ フロントライン
密着！国境警備の戦い:番外編、密着! エル・ドラド空港警察、潜入！地下ポーカー、

潜入！メキシコの麻薬抗争、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、
潜入！アメリカ国境攻防戦、幻覚剤の世界、

アース ライブ（10日 9：00～11：00）

サベージ・キングダム:残酷の王国
→捕食生物の隠れた生態

中国を知る
今明かされる

中国紫禁城の全貌、
魔術ドクター診療中、

イケメン兄弟の
チャイナ・ダイアリー

モンスター・フィッシュを探せ！４
→シャークマン　巨大ザメ捕獲大作戦

密着！ニューヨーク市警
テロ対策特殊部隊、

トップ・ギア シーズン3

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン、

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：ハワイ

インフォメーション

宇宙アワー
マーズ 火星移住計画「第一話 新世界」

/マーズ 火星移住計画「第二話 赤き大地」
/マーズ 火星移住計画「第三話 苦闘」

/マーズ 火星移住計画「第四話 嵐の前に」
/マーズ 火星移住計画「第五話 漆黒の闇」

メーデー！：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！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！７：航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間５

宇宙アワー
スター・トーク「スター・トレックに学ぶ未来」
/スター・トーク「インターステラ―の世界」

/スター・トーク「恋愛と性の不思議な関係」
/スター・トーク「情報化社会に生きる」

/スター・トーク「科学と宗教は共存できるのか？」

シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー
→ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

スーパーカー大改造 2

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

戦闘ヘリの限界に挑む！、
水と権力

プレッパーズ～世界滅亡に備える人々～２、危険な時代に生きる 2

ナチス・ドイツの巨大建造物2台湾特殊部隊:フロッグマン

ナチス・ドイツ　最後の一年、
ナチス第2SS装甲師団

ダス・ライヒ、
潜入！アメリカ連邦捜査局

執念の追跡
消えた我が子を捜して

ナチス・ドイツ
地獄のアルバム、
終戦への階段、
潜入！ボストン

爆弾テロ事件捜査、
潜入！巨大空母アイゼンハワー

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、都市伝説の真相、UFO地球襲来の真実

PADI presents マリン ウィーク（19日～26日）
ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：スリランカ、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、

キューバ：奇跡の楽園、世界大自然紀行：アゾレス諸島

トップ・ギア シーズン2、
トップ・ギア シーズン3

ビッグ・キャット・ウィーク
因縁の対決：猫 vs 犬、大型ネコ科動物の本当の敵、母ライオン マニャーリの決断、ライオン：闘いの一生、未来のビッグ・キャット、

究極の捕食者：トップ・キャット、ライオン ～ルワンダへの帰還、最強の捕食者たち、アフリカ～驚くべき種の進化～、
幻のコーカサスヒョウを探して、アフガニスタンのユキヒョウ、シベリアトラを救え、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで

PADI presents マリン ウィーク（18日～24日）
ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：スリランカ、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、キューバ：奇跡の楽園、世界大自然紀行：アゾレス諸島

イースター島：祖先の謎、
バ科学2、

インフォメーション、
オリジンズ：

常識を変えた人類史

世界大自然紀行：北アメリカ

インフォメーション

一攫千金！巨大マグロ漁 5

ブレイクスルー:
科学革命の夜明け 2、

瞬殺の美学

潜入！暗黒産業、
ラスト・ライオン

（10日 ～12：30）

危険な時代に生きる 2

スーパーカー大改造 2

ブレイクスルー:
科学革命の夜明け 2

インフォメーション

世にも奇妙な伝説バスター
→アジア 恐怖伝説 特別編

密着！国境警備の戦い:番外編

野生動物ビックリ映像集
→恐るべき野生の殺し屋

Save the Water Special supported by MODERE
アンダーカバー・エンジェル「貧しい村に、きれいな水を」

/S.O.S.～海の悲痛な叫び
/イースター島：失われたサメ

/ヨーロッパ紀行:大自然の誘い「水に生きる」
/マンタ：神秘なる世界

ナチスに残る都市伝説の真相
→ナチス根絶！命懸けミッション

ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
→黙示録：カラーで見る第一次世界大戦

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

ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン
→徹底スキャン:世界の歴史建造物

トップ・ギア USA シーズン4
→トップ・ギア シーズン3

インフォメーション

インフォメーション



1630 1630

1700 インフォメーション 1700

1730
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２、

知って得するサイエンス
もしもの時の生存マニュアル 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

トップ・ギア USA シーズン4

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン、

水と権力

メーデー！１０：
航空機事故の真実と真相、

メーデー！１５：
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

Save the Water Special
supported by MODERE

S.O.S.～海の悲痛な叫び、
イースター島：失われたサメ、

ヨーロッパ紀行:
大自然の誘い、

マンタ：神秘なる世界

サベージ・キングダム:
残酷の王国、

生き抜け！原始生活２
世界の巨大工場７

PADI presents マリン ウィーク
（24日）

幻の深海魚 リュウグウノツカイ

インフォメーション

ビッグ・キャット・ウィーク
ライオン：闘いの一生、未来のビッグ・キャット、究極の捕食者：トップ・キャット、

アフリカ～驚くべき種の進化～、アフガニスタンのユキヒョウ、シベリアトラを救え、
二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで

PADI presents マリン ウィーク（19日～21日）
幻の深海魚 リュウグウノツカイ、キューバ：奇跡の楽園、世界大自然紀行：アゾレス諸島

ビッグ・キャット・ウィーク
大型ネコ科動物の本当の敵、

ライオン ～ルワンダへの帰還、
幻のコーカサスヒョウを探して、

最強のライオン軍団

PADI presents マリン ウィーク
（17日）
ロシア：

氷に隠された自然の神秘

PADI presents マリン ウィ ク
（20日）

ロシア：氷に隠された自然の神
秘

PADI presents マリン ウィーク
（26日）

世界大自然紀行：アゾレス諸島

マーズ 火星移住計画
→オリジンズ：常識を変えた人類史

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

ナショジオ フロントライン
密着！国境警備の戦い:番外編「#7」
/密着！国境警備の戦い:番外編「#8」
/密着！国境警備の戦い:番外編「#9」

/幻覚剤の世界
/終わらない社会問題：ヘロイン

アニマル・ファイト・クラブ
→アニマル・ファイト・クラブ２

ブレイクスルー:科学革命の夜明け 2

アメリカン・ブラックアウト、
タイムトラベル：

2210年 文明崩壊、
地下6400キロの旅、
インフォメーション、

あなたの知らない世界史２

PADI presents マリン ウィーク
（25日）

キューバ：奇跡の楽園

トップ・ギア シーズン2
→トップ・ギア シーズン3

ビッグ・キャット スペシャル
生命の源：セレンゲティ、

タイガーマン

第二次世界大戦の潜水艦
トップ・ギア シーズン2、
トップ・ギア シーズン3

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：ハワイ

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

衝撃の瞬間５

ブレイクスルー:
科学革命の夜明け 2、

ブレイクスルー:
科学革命の夜明け

中国を知る
今明かされる中国紫禁城の全貌「遺物」

/魔術ドクター診療中「ホンコン、ヘビの血スープ」
/イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷の都ハルビン」
/イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲南省 リス族」

/キンシコウの秘密

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

カ ・SOS 蘇れ！思い出の名車
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

プレッパーズ～世界滅亡に備える人々～２
PADI presents マリン ウィーク

（21日）
世界大自然紀行：スリランカ

ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン
→クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

都市伝説
～超常現象を解明せよ！３～

PADI presents マリン ウィーク
（18日）

世界大自然紀行：スリランカ

トップ・ギア USA シーズン3、
スーパーカー大改造 2

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン、

オリジンズ：
常識を変えた人類史

メーデー！１４：
航空機事故の真実と真相

ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン
→クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

サベージ・キングダム:残酷の王国
→アフリカの獣達～壮絶な人生

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン、

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

ナチス巨大砲V3の謎、
ホーキング博士のジーニアス

台湾特殊部隊:フロッグマン

ナチス・ドイツ　最後の一年、
ナチス第2SS装甲師団

ダス・ライヒ、
潜入！アメリカ連邦捜査局

執念の追跡
消えた我が子を捜して

ナチス・ドイツ
地獄のアルバム、
終戦への階段、
潜入！ボストン

爆弾テロ事件捜査、
潜入！巨大空母アイゼンハワー

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４セックスの秘密

無情の海域 ～沈みゆく真実を追う
→瞬殺の美学

→海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー

ナチス・ドイツの巨大建造物2

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間３、衝撃の瞬間５

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、
メーデー！１３：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！３：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！１１：航空機事故の真実と真相

スーパーカー大改造 2

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

/レーガン大統領 銃弾の真相
/黄金に魅せられた人類

/アース ライブ
/ジャガーの華麗なる狩猟

/古代魚シーラカンスの再来

バーゼルワールド 2017 ～時計の真価

ナショジオ サンデー ストーリー
地球が壊れる前に

/リンカーン大統領暗殺の真相
/ケネディ大統領暗殺の真相

/失われたアトランティス大陸を求めて
/宇宙から見る地球の脅威

/赤く染まる川
/蘇るマンモス

ナショジオ フロントライン
密着! エル・ドラド空港警察「コカイン密輸の手口」

/密着! エル・ドラド空港警察「出入国審査官たちの奮闘」
/密着! エル・ドラド空港警察「悲しい運び屋」

/密着! エル・ドラド空港警察「さまざまな空港犯罪」
/ 密着! エル・ドラド空港警察「徹底的な麻薬検査」


