
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27

400 400

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、

黄河と長江
いにしえの文化を訪ねて

もしもの時の生存マニュアル バ科学3
廃墟お宝ハンター、

解体トレジャーハンター
あなたの知らない世界史２ 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 1030

1100 1100

1130 1130

1200 1200

1230 1230

1300 1300

1330 雑学サイエンス 脳トリック 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

世界の巨大工場７

デンジャーゾーン！
潜入マル秘ルポ ３、
デンジャーゾーン！
潜入マル秘ルポ ２

メーデー！５：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！６：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

衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間６、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

メーデー！２：航空機事故の真実と真相

生き抜け！原始生活２世界の巨大工場４

危険な時代に生きる 2、ナチスに残る都市伝説の真相、メーデー！３：航空機事故の真実と真相、
ナチス巨大砲V3の謎、恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、ナチス潜水艦U-745の謎、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、

地球最後の日を生きる、マヤ文明と世界滅亡の真実、ヒマラヤ 天空ミイラの謎、２億5000万年後の地球大陸

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：

アルゼンチン、
世界大自然紀行：スペイン

瞬殺の美学、
ロシア：氷に隠された

自然の神秘、
世にも奇妙な

深海の魔物たち、
LA 92（31日 ～11：30）

アメリカ～国立公園を巡る旅、
極楽鳥～魅惑の求愛ダンス

水と権力、
90s～90年代

21世紀への選択

捕食生物の隠れた生態
→因縁の対決：猫 vs 犬

中国を知る
中国の伝統と技術、

マルコ・ポーロ：
再見、東方見聞録の旅

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作戦

トップ・ギア シーズン3、
解体！F-4ファントム戦闘機

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

インフォメーション

宇宙アワー
マーズ 火星移住計画「最終話 決断」

/NASA盗難事件 狙われた月の石 特別版
/CIA極秘ファイル：エリア51 特別版
/エクソマーズ：火星での生命探査

宇宙アワー
スター・トーク「元大統領　寄生虫と闘う」

/スター・トーク「宇宙飛行士とソーシャルメディア」
/スター・トーク「ツイッターが変える社会」

/スター・トーク「NASAが描く未来」

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

ビッグ・キャット・ウィーク（1日～7日）
最強のライオン軍団、ライオネス～飢えとの戦い、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、イエネコ：野生の光、捕食者の死闘：ライオンvsチーター

PADI presents オーシャン マンス（8日～31日）
密着！イルカの家族、世界大自然紀行：フロリダ、ワイルドな一日 2、世界大自然紀行：ザンジバル諸島、ワイルド・ドルフィンズ、

アメリカ大陸～大自然と野生動物～、ニュージーランド：穏やかな海岸、世界大自然紀行: ボルネオ、進化の奇跡：ハンマーヘッド・シャーク、
美しき海：破壊にピリオドを、野生の秘密、サメの生態 TOP10、アニマル・ファイト・クラブ、世界大自然紀行：フォークランド諸島、

最速！海の捕食者たち、古代魚シーラカンスの再来、捕食生物の隠れた生態、アメリカ～国立公園を巡る旅

オリジンズ：
常識を変えた人類史

ナショジオ フロントライン
密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、終わらない社会問題：ヘロイン、

潜入！アメリカ連邦捜査局、密着! エル・ドラド空港警察、プリズン・ブレイク 真実の物語、
潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、潜入！麻薬ビジネスの世界、アメリカ軍を率いた将軍たち

潜入！暗黒産業、
潜入！暗黒産業 2

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：アルゼンチン

スーパーカー大改造 2、
一攫千金！

カー・ストリッパーズ２

黙示録：カラーで見る第一次世界大戦
→ドイツ軍が沈めた客船の謎

→21世紀の最新鋭艦
→英国情報部 VS ナチス ～極秘盗聴作戦～

→ナチスの魔宮　～消えた財宝の謎～
→ビリー・ザ・キッド 新たな写真

マーズ 火星移住計画

UFO地球襲来の真実、CIA極秘ファイル：エリア51、旧ソ連の怪奇ファイル、
解明！バミューダ・トライアングルの謎、解明！中国兵馬俑の謎、知られざるUFOの謎、UFO機密ファイル、

UFO機密文書、仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎、新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～
トップ・ギア シーズン3

執念の追跡 消えた我が子を捜して、密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、台湾特殊部隊:フロッグマン、激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦いの記憶、
プリズン・ブレイク 真実の物語、海底に沈む第二次世界大戦の真実、黙示録：ヒトラーの台頭、薬物に溺れたヒトラーの秘密、

ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～、ヒトラーの極秘米軍収容所、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、
第二次世界大戦の潜水艦、アドルフ・ヒトラー　帝国を築くまで、ナチス・ドイツの巨大建造物4、戦闘ヘリの限界に挑む！

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー

恐るべき野生の殺し屋
→アフリカの獣達～壮絶な人生

Save the Water Special supported by MODERE
世にも奇妙な深海の魔物たち

/世界大自然紀行：ヴェネツィア
/世界大自然紀行：コンゴ 「大河の命」

/巨大タコを探せ！

インフォメーション

生き抜け！原始生活２

高性能ハンター：
猛禽類の驚異の力、

極楽鳥～魅惑の求愛ダンス、
アンダーカバー・エンジェル

インフォメーション

実録 アメリカン・マフィア

メーデー！１４：航空機事故の真実と真相

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

一攫千金！巨大マグロ漁 5

徹底スキャン:世界の歴史建造物

スーパーカー大改造 2
→トップ・ギア USA シーズン5



1630 1630

1700 1700

1730
クリッターカム：

野生動物のカメラアングル
あなたの知らない世界史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、
雑学サイエンス

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

ビッグ・キャット スペシャル
アフリカ

～驚くべき種の進化～２、
ネコ科最強決定戦、
サファリ・ブラザーズ:
アフリカツアーの裏側

巨大津波を予測せよ！、
ナチス潜水艦U-745の謎、

ナチス・ドイツの巨大建造物4
トップ・ギア シーズン3

スーパーカー大改造 2、
世界の巨大工場５、

アラスカの最強メカニック

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４、
潜入！日産GTR

誕生の裏側、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：

アルゼンチン、
世界大自然紀行：スペイン

ビッグ・キャット・ウィーク（1日～4日）
ライオネス～飢えとの戦い、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、イエネコ：野生の光、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、

PADI presents オーシャン マンス（7日～31日）
密着！イルカの家族、世界大自然紀行：フロリダ、ワイルドな一日 2、世界大自然紀行：ザンジバル諸島、

ワイルド・ドルフィンズ、アメリカ大陸～大自然と野生動物～、ニュージーランド：穏やかな海岸、
世界大自然紀行: ボルネオ、進化の奇跡：ハンマーヘッド・シャーク、美しき海：破壊にピリオドを、

野生の秘密、サメの生態 TOP10、アニマル・ファイト・クラブ、世界大自然紀行：フォークランド諸島、最速！海の捕食者たち、
古代魚シーラカンスの再来、捕食生物の隠れた生態、アメリカ～国立公園を巡る旅、密着！オットセイのコロニー

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍、

トップ・ギア USA シーズン5

スーパーカー大改造 2、
世界の巨大工場、

解体！F-4ファントム戦闘機、
世界の巨大工場５

解明！バミューダ・
トライアングルの謎、

ロンドンを襲った
ドイツの秘密飛行船

第二次世界大戦 特集（15日）
海底に沈む

第二次世界大戦の真実

史上最悪の地球の歩き方７

メーデー！１４：
航空機事故の真実と真相、

トップ・ギア シーズン2

アラスカの最強メカニック、
グレート・ヒューマン～

人類をたどる旅

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

衝撃の瞬間５、
日本軍の極秘潜水艦、

ナチス超戦艦
ビスマルク撃沈の謎、

アドルフ・ヒトラー
帝国を築くまで、
第一次世界大戦

アメリカ参戦の真実

アース ライブ（1日 ～24：00）、
潜入！北朝鮮、
第一次世界大戦

アメリカ参戦の真実、
LA 92（29日 ～24：00）

第二次世界大戦 特集（15日）
アドルフ・ヒトラー
帝国を築くまで

インフォメーション

トップ・ギア USA シーズン5

水と権力、
検証：UFO事件の新事実

Save the Water Special
supported by MODERE

世にも奇妙な深海の魔物たち、
世界大自然紀行：ヴェネツィア、

世界大自然紀行：コンゴ、
巨大タコを探せ！

ナチス・ドイツの巨大建造物　厳選エピソード（6日、13日）
ナチス・ドイツの巨大建造物2「巨大組織:親衛隊」

/ナチス・ドイツの巨大建造物「ジェット戦闘機地下工場」

ナショジオ サンデー ストーリー（20日、27日）
ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機
/地球：45億年物語 特別版（27日 ～21：00）

水と権力、
ライバルが暴く 真実と秘密

生き抜け！原始生活２

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→潜入！北朝鮮

→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ナショジオ フロントライン
潜入！アメリカ連邦捜査局

/アメリカ空軍 救難員日記～最後の戦い～（12日 ～19：00）
/潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

/アメリカ軍を率いた将軍たち「前編」

アニマル・ファイト・クラブ２

旧ソ連の怪奇ファイル
→ナチス・ドイツの巨大建造物4

トップ・ギア シーズン3

ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
→オリジンズ：常識を変えた人類史

世界の巨大工場７、
密着！ハイウェイ・レスキュー

カナダ編 3

カー・SOS 蘇れ！4 一挙放送
（10日 ～翌6：00）
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

メーデー！１２：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！１５：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！９：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！５：航空機事故の真実と真相

地球を襲う宇宙の嵐、
超巨大地震から身を守れ！、

ネパール大地震
エベレストの恐怖

スーパーカー大改造 2

執念の追跡 消えた我が子を捜して、密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、台湾特殊部隊:フロッグマン、
激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦いの記憶、プリズン・ブレイク 真実の物語、薬物に溺れたヒトラーの秘密、ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、

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、第二次世界大戦の潜水艦、
アドルフ・ヒトラー　帝国を築くまで、ナチス・ドイツの巨大建造物4、戦闘ヘリの限界に挑む！

第二次世界大戦 特集（14日～16日）
黙示録：カラーで見る第二次世界大戦

21世紀の性の奴隷たち
→石器時代のセックス

→猿人エイプマン
→コンティネント7：南極大陸

実録 アメリカン・マフィア

ナチス・ドイツの巨大建造物　厳選エピソード（6日、13日）
ナチス・ドイツの巨大建造物2「ヒトラーの巨大戦艦」

/ナチス・ドイツの巨大建造物3「日本の巨大戦艦、大和と武蔵」

ナショジオ サンデー ストーリー（20日）
潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版

オリジンズ：
常識を変えた人類史

衝撃の瞬間５、失われたアトランティス大陸を求めて（8日 ～28：00）、チャレンジャー号爆発事故　30年目の真実、
ヒトラーの教皇　闇の真実（18日 ～28：00）、ザ・2000年代 ～振り返る悲劇、裏偉人伝:時代の反逆者たち、衝撃の瞬間６

第二次世界大戦 特集（14日～16日）
黙示録：カラーで見る第二次世界大戦

メーデー！１１：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、

メーデー！１５：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！３：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！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

第二次世界大戦 特集（15日）
日本軍の極秘潜水艦、ナチス・ドイツの巨大建造物2

衝撃の瞬間６

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

ナショジオ フロントライン
ロックダウン：ギャングの掟

/潜入！麻薬ビジネスの世界「麻薬カルテル」
/潜入！麻薬ビジネスの世界「欲望と正義」

ナチス・ドイツの巨大建造物　厳選エピソード（6日、13日）
ナチス・ドイツの巨大建造物「超重戦車 マウス」

/ナチス・ドイツの巨大建造物3「装甲部隊と急降下爆撃機」

ナショジオ サンデー ストーリー（20日、27日）
潜入！北朝鮮

/不死身の怪物：ティラノサウルスの秘密 特別版

ナチス・ドイツの巨大建造物　厳選エピソード（6日、13日）
ナチス・ドイツの巨大建造物2「番外編:神風特攻部隊と桜花」

/ナチス・ドイツの巨大建造物2「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾」

ナショジオ サンデー ストーリー（20日、27日）
空母ロナルド・レーガンの最新構造

/大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ

アフリカの獣達～壮絶な人生
→西部開拓時代の自然史

終戦への階段
→クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

中国を知る
中国の伝統と技術「水路」

/中国の伝統と技術「おもちゃ」
/中国の伝統と技術「音楽」

/マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の旅 #1
/マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の旅 #2
/マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の旅 #3

/ジュリアン・デイヴィスンと巡るマカオ

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー

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


