
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 9月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

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 3.10.17.24

400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630 バ科学2
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて、
世界何でもデータブック

もしもの時の生存マニュアル バ科学3 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
東日本大震災～地震と津波、その瞬間～（2日 ～14：30）

→雑学サイエンス２
脳トリック 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

ナチス・ドイツの巨大建造物4
戦闘ヘリの限界に挑む！、

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機

第二次世界大戦の潜水艦、
囚われし者たち～戦火の絆

ナチス・ドイツ　最後の一年、
薬物に溺れたヒトラーの秘密、

黙示録：ヒトラーの台頭

戦火の記憶、
海底に沈んだミステリー

２億5000万年後の地球大陸、
第二次世界大戦の潜水艦

衝撃の瞬間６
自然災害の劇的瞬間、

死に直面した瞬間
ナチスに残る都市伝説の真相

ナチスのドラムビート作戦、
コロンブスの呪われた植民地、

衝撃の瞬間５

特集:9.11（11日 ～17：00）
9.11とアメリカンドリーム

世界の巨大工場

史上最悪の地球の歩き方７、

デンジャーゾーン！
潜入マル秘ルポ ２、

ヒトラーの教皇　闇の真実
（19日 ～12：30）、

裏偉人伝:時代の反逆者たち

生き抜け！原始生活２、
生き抜け！原始生活:
サバイバルガイド、

スーパーカー大改造

世界の巨大工場４、
海底に沈んだミステリー

グレート・ヒューマン～
大戦を左右した

伝説の奇襲作戦

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：ナミビア

アメリカ～国立公園を巡る旅

シーザー・ミランの
愛犬レスキュー３

90s～90年代 21世紀への選択

メーデー！１５：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！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！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！１４：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！７：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！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

ザ・2000年代 ～振り返る悲劇

特集:9.11（11日）
ブッシュ元大統領が語る9.11

忍び寄る超巨大地震の恐怖（2日 ～17：00）
→ナチス・ドイツの巨大建造物3

LIGHT UP NIPPON 日本を照らした奇跡の花火
→ナチス潜水艦U-745の謎
→第二次世界大戦の潜水艦

シーザー・ミランの 子犬トラブル
→シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

宇宙アワー
ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡
/宇宙から見る人類の歩み 特別版

/土星探査機カッシーニ：最後のミッション
/大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ

/コスモス:時空と宇宙「銀河に立つ」

高性能ハンター：猛禽類の驚異の力
→幻の深海魚 リュウグウノツカイ

→古代魚シーラカンスの再来
→世にも奇妙な深海の魔物たち
→巨大イカ VS マッコウクジラ

トップ・ギア シーズン3、
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

２

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

インフォメーション

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

インフォメーション

オリジンズ：
常識を変えた人類史、

海に浮かぶ病院
 アフリカ･マーシー

ナショジオ フロントライン
アメリカ軍を率いた将軍たち、潜入！麻薬ビジネスの世界、密着! エル・ドラド空港警察、

ザ・ボーダーライン　税関国境警備局３、女性刑務官の戦いと真実、潜入！コカイン密輸潜水艦

潜入！暗黒産業 2

世界大自然紀行：スペイン、
世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：ナミビア

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２

インフォメーション

生き抜け！原始生活２、
生き抜け！原始生活:
サバイバルガイド、
湿地帯のヒヒたち、

コンティネント7：南極大陸

アンダーカバー・エンジェル

宇宙アワー
スター・トーク「アメリカとテレビ文化」
/スター・トーク「火星への片道旅行」

/スター・トーク「元ミュージシャンの物理学者」
/スター・トーク「科学と芸術」

中国を知る
ジュリアン・デイヴィスンと

巡るマカオ、
中国:蒼き水中洞窟、

メガブリッジ、
中国と海洋文化

マーズ 火星移住計画
→執念の追跡 消えた我が子を捜して

新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～、アジア 恐怖伝説、怪奇現象Ｘファイル
トップ・ギア シーズン3、
ナチス超戦艦ビスマルク

撃沈の謎

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー
→タイタニック号　隠された火災

ミッション・クリティカル
→一角サイを守れ！

宇宙アワー
双子宇宙飛行士の新たな挑戦

/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
/ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景

/国際宇宙ステーションで暮らす
/地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な砂じん嵐」

PADI presents オーシャン マンス（1日、4日）
密着！オットセイのコロニー、世界大自然紀行：バンクーバー島

ビッグ・キャット・ウィーク（5日、11日～29日）
百獣の王ライオン～トップの座を巡る闘い～、アニマルER　緊急治療の現場、究極の捕食者：トップ・キャット、

インドネシア諸島の神秘の動物たち～進化の歴史～、野生の楽園、捕食者の弱点:人間 vs チーター、
動物界の意外なお友達 2、アニマル・ファイト・クラブ、アニマル・ファイト・クラブ３、ハンター・ハンテッド ３、動物界の意外なお友達 3、
ヒョウの変わりもの、初公開！知られざる夜のライオン、ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち、捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

ミッション・クリティカル

実録 アメリカン・マフィア
→潜入！暗黒産業

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車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

モンスター・フィッシュを探せ！３

LA 92
→ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
→ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡

→大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
→人生の鼓動 ～連鎖する小さな奇蹟

特集：軍艦・戦車・潜水艦（3日）
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」

トップ・ギア USA シーズン5

特集：軍艦・戦車・潜水艦（3日）
世界の巨大工場「エイブラムス戦車」

世界の巨大工場、
→世界の巨大工場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、

ナショジオ　どうぶつ調査団

あなたの知らない世界史２、
ワイルド・ベイビー！

知って得するサイエンス 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
サファリ・ブラザーズ:

アフリカツアーの裏側、
恐るべき野生の殺し屋

ナチス・ドイツの巨大建造物4、
マーズ 火星移住計画

プロローグ

トップ・ギア シーズン3、
スーパーカー大改造 2

アラスカの最強メカニック

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：ナミビア

PADI presents オーシャン マンス（1日）
世界大自然紀行：バンクーバー島

ビッグ・キャット・ウィーク（4日、8日～29日）
百獣の王ライオン～トップの座を巡る闘い～、アニマルER　緊急治療の現場、究極の捕食者：トップ・キャット、

インドネシア諸島の神秘の動物たち～進化の歴史～、野生の楽園、捕食者の弱点:人間 vs チーター、
動物界の意外なお友達 2、アニマル・ファイト・クラブ、アニマル・ファイト・クラブ３、ハンター・ハンテッド ３、動物界の意外なお友達 3、

ヒョウの変わりもの、初公開！知られざる夜のライオン、ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち、捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ、動物界の意外なお友達 4

ミッション・クリティカル

トップ・ギア USA シーズン5

世界の巨大工場５、
潜入！日産GTR

誕生の裏側、
土星探査機カッシーニ：

最後のミッション、
マーズ 火星移住計画

21世紀の最新鋭艦

ナショジオ サンデー ストーリー（10日～24日）
LA 92

/土星探査機カッシーニ：最後のミッション
/ザ・ステイト ～虚像の国「#1 忠誠心の世界へ」

/ザ・ステイト ～虚像の国「#2 疑心」

蘇るローマ帝国の殺人、
タイタニック号　隠された火災

トップ・ギア シーズン2

グレ ト・ヒュ マン～
人類をたどる旅

伝説の奇襲作戦、
ブレイクスルー:

科学革命の夜明け

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！７：航空機事故の真実と真相

ナチス・ドイツの巨大建造物4
戦闘ヘリの限界に挑む！、

ギャラクシーＣ-５：
アメリカ空軍巨大輸送機

第二次世界大戦の潜水艦、
囚われし者たち～戦火の絆

ナチス・ドイツ　最後の一年、
黙示録：ヒトラーの台頭

戦火の記憶、
海底に沈んだミステリー

ライバルが暴く 真実と秘密

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間５、衝撃の瞬間～番外編～

特集:9.11（11日）
衝撃の瞬間５

休止（19日 ～翌6：00）

メーデー！１５：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、
メーデー！１４：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！：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！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、
メーデー！６：航空機事故の真実と真相

バチカン～秘められた
神秘の世界～、

地上の地獄：シリア崩壊と
ISISの台頭、

ザ・ステイト ～虚像の国

生き抜け！原始生活２、
世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ナショジオ フロントライン
アメリカ軍を率いた将軍たち「後編」

/潜入！アメリカ国境攻防戦
/厳重警備：刑務所内の闇取引

/密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊
/警察 vs 違法レーサー

危険！オーストラリアの怪物たち
→オーストラリアの危険地帯：サメ海岸

→海の殺し屋　シャチ

ナチス・ドイツの巨大建造物4
→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 シーズン3

オリジンズ：常識を変えた人類史

密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3

戦闘ヘリの限界に挑む！

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界、

旧ソ連の怪奇ファイル

ナチス第2SS装甲師団
ダス・ライヒ、

ジーニアス：世紀の天才
アインシュタイン
（20日 ～21：25）

トップ・ギア USA シーズン5

検証：UFO事件の新事実

コンティネント7：南極大陸

実録 アメリカン・マフィア
→土星探査機カッシーニ：最後のミッション
→遺伝子の旅　～人類の起源をたどる～

→マイグレーション～選ばれし冒険者

オリジンズ：
常識を変えた人類史、

地上の地獄：
シリア崩壊とISISの台頭

（18日 ～25：00）、
密着! エル・ドラド空港警察

ナショジオ フロントライン
潜入！麻薬ビジネスの世界「麻薬ホリデイ」

/潜入！麻薬ビジネスの世界「死神との取引」
/潜入！麻薬ビジネスの世界「塀の中の麻薬取引」

/潜入！麻薬ビジネスの世界「薬物におぼれる女たち」
/女性刑務官の戦いと真実

特集：軍艦・戦車・潜水艦（3日）
日本軍の極秘潜水艦

ナショジオ サンデー ストーリー（10日～24日）
海底に沈んだミステリー

/女性刑務官の戦いと真実
/地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（～19：00）

特集：軍艦・戦車・潜水艦（3日）
潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版

ナショジオ サンデー ストーリー（10日、17日 ～20：00）
タイタニック号　隠された火災

/失われたアトランティス大陸を求めて

西部開拓時代の自然史
→ホッキョクグマ～過酷な自然を生きる

→ブラジルの秘境：パンタナール

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:蒼き水中洞窟
/メガブリッジ「中国」

/中国と海洋文化「#1」
/中国と海洋文化「#2」
/中国と海洋文化「#3」

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
→ヒマラヤ 天空ミイラの謎

→グレート・ヒューマン～人類をたどる旅

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー
→アンダーカバー・エンジェル

世界の巨大工場「エイブラムス戦車」

危険な時代に生きる 2

→世界の巨大工場５
→解体！F-4ファントム戦闘機
→21世紀の最新鋭艦 特別版


