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(ET) 月曜日 2017/09/25 火曜日 2017/09/26 水曜日 2017/09/27 木曜日 2017/09/28 金曜日 2017/09/29 土曜日 2017/09/30 日曜日 2017/10/01 (ET)
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04:00 タイタニック号　隠された火災
（HD）(二)[初]
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05:00 海底に沈んだミステリー（HD）
(二)[初]

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！～「最後の猿人（ＨＤ）」

(字)[初]
07:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「おとり捜査（HD）」(字)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！２
「ナマズ・エイリアン(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30  【新】ジャイアントパンダ：繁殖
への挑戦（HD）(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「エンタメを科学す
る(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「性別（HD）」
(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ

（HD）」(二)[初]

15:00 探検家シャクルトン　南極探
検の軌跡「前編（HD）」(字)[初]

17:00 JFK:人生を変えた七つの岐路
(HD) (二)[初]

19:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（HD）」(字)[初]

20:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)[初]

21:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「距離と時間を超えて（HD）」

(二)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「銀河に
立つ（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「亡き妻へ捧げるフィアット500

（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 アンダーカバー・エンジェル「障
害児施設でボランティア(HD)」

(二)[初]

26:00 ブラジルの秘境：パンタナール
「#3 １年間の記録(HD)」(二)[初]

27:00 コンティネント7：南極大陸「限
界への挑戦（HD）」(字)[初]
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【特集: ⼈⽣と素顔】

【宇宙アワー】
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(ET) 月曜日 2017/10/02 火曜日 2017/10/03 水曜日 2017/10/04 木曜日 2017/10/05 金曜日 2017/10/06 土曜日 2017/10/07 日曜日 2017/10/08 (ET)
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17:00 フィデル・カストロ：真実の記録
（HD）(字)[初]

18:00 アンネ・フランク 最期の日々
（HD）(二)[初]
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24:00 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]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「アニメの科学
(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

25:00 アンダーカバー・エンジェル「子
供たちに夢を(HD)」(二)[初]

26:00 LA 92（HD）(二)[初]

15:00 探検家シャクルトン　南極探
検の軌跡「後編（HD）」(字)[初]

19:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)[初]

21:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景（HD）(二)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「生命の
流れ（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「初代ボンドカー サンビーム・アル

パイン（HD）」(二)

13:30 【新】歴史に残る武器・軍用
品「大砲マニア（HD）」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「スターリング･モス現る（HD）」

(二)[初]

26:00 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]

27:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)[初]

04:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

05:00 セックスの秘密「政治とセックス
（HD）」(二)[初]

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 執念の追跡 消えた我が子を

捜して「口を閉ざす男（HD）」(字)[初]

08:00 驚愕！サメとの電撃戦（HD）
(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 シベリアトラを救え（HD）
(字)[初]

20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)

22:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

23:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)[初]

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（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「生命の
流れ（HD）」(二)[初]

12:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の
大嵐（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「沖縄の巨大地下要塞（HD）」

(字)[初]

16:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 ～闇ビジネ
スの覇者たち（HD）(字)[初]

18:00 【新】実録 世界のギャング列
伝（HD）(字)[初]

19:00  【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「受け継がれ

る伝統（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「シャボン玉の
不思議（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

26:00 ザ・2000年代 ～振り返る悲劇
（HD）(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)

04:00 潜入！暗黒産業「違法賭博
と金（HD）」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「古代インカ帝国の暗号(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#12 ニュートンの秘密の研究(HD)」

(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5

「逆転への賭け（HD）」(二)[初]

08:00 世界のアブナイ動物たち２「ア
マゾン」(二)[初]

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「#3 御巣鷹の尾根」(二)

20:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン5「究
極のカスタムカー（HD）」(字)[初]

22:00 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（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２「愛され続けたMG・ミジェット

（HD）」(二)[初]

10:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「スーパーカー対決（HD）」

(二)[初]

11:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)[初]

23:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」

(二)

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 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)[初]

16:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウォータースライドの
法則（HD）」(字)[初]

18:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」

(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「モナリザ・コード(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 解体トレジャーハンター「ホーム
ラン・ハウス(HD)」(二)[初]

07:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

08:00  【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「初代ボンドカー サンビーム・アル

パイン（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便 (HD)」(二)

26:00 豪華客船ドニャ・パス号の悲劇
（HD）(字)[初]

27:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「圧力の科学
（HD）」(字)[初]

18:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#8 チョークス･オーシャ

ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#8 仲間、そして家族の

絆（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便

(HD)」(二)

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「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「氷河期を生き抜く(HD)」

(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」

(字)

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリストの聖骸布(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ドアを破る法則
（HD）」(二)[初]

07:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「想
像を絶する気象（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園（HD）」

(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)

21:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)[初]

23:00 恐るべき野生の殺し屋「種族
繁栄を懸けた戦い（HD）」(二)[初]

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！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便

(HD)」(二)[初]

26:00 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 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け「若さよ永遠に（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 知って得するサイエンス「泳ぎ
方サイエンス（HD）」(二)[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！７：航空機事故の
真実と真相「#7 エールアンテール148

便 (HD)」(二)[初]

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

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８

０便（HD）」(二)[初]

15:00 死に直面した瞬間「#7 空飛ぶ
自動車事故(HD)」(二)[初]

15:30 死に直面した瞬間「#8 ライオン
の襲撃(HD)」(二)[初]

27:00 黙示録：ヒトラーの台頭「#2 ナ
チスの躍進と戦争(HD)」(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」

(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「アーサー王と伝説の剣(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「人が炎に包まれていたら（HD）」

(字)[初]

07:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

08:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

10:30 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)[初]

21:00 CIA極秘ファイル：エリア51 特
別版（HD）　(日)[初]

22:00 灰にまみれて（HD）(二)[初]

23:30 氷河消失の記録(HD)(字)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]

15:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

16:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」(二)[初]

18:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便 (HD)」(二)[初]

09:30 警察 vs 違法レーサー
(HD)(字)[初]

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」

(二)[初]

14:00 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]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「キン
グス・クロス地下鉄火災（HD）」

(二)[初]

27:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)

04:00 黙示録：ヒトラーの台頭「#2 ナ
チスの躍進と戦争(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ジャンヌ・ダルクの謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「世界
のセックス事情（HD）」(二)[初]

07:00 イエネコ：野生の光（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：ナイル「王
者の川（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 8（HD）」(字)[初]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「米
国製クラシックカーがキューバを走る！

（HD）」(字)[初]

23:00 【新】驚愕！サメとの電撃戦
（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#2 パンナム103便（Ｈ

Ｄ）」(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５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

16:00 真珠湾に眠る英霊たちへ
（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「シ
ロナガスクジラ」(二)[初]

18:00 イエネコ：野生の光（HD）
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局３「#4 ギャング掃討作戦

(HD)」(字)[初]

10:30 潜入！暗黒産業 2「広がる闇
市場（HD）」(二)[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！３：航空機事故の
真実と真相「#3 御巣鷹の尾根」

(二)[初]

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マヤの地底世界(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「四駆で急斜面を上
る法則（HD）」(字)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 4「ラ
イオンとトラの共同生活（HD）」

(二)[初]

08:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「親子の悲しみ（HD）」(字)[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

【ナショジオ フロントライン】

【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 フロントライン】

【シャーク・マンデー】

【特集: ⼈⽣と素顔】
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24

25

16

17

13

14

15

10

11

12

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)

24:00 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]

25:00 アンダーカバー・エンジェル「風
雲児の難民支援(HD)」(二)[初]

26:00 21世紀の最新鋭艦
(HD)(二)[初]

15:00 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（HD）(二)

16:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
（HD）(二)[初]

17:00 ダイアナ妃の告白（HD）(字)

19:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)

21:00  ハッブル宇宙望遠鏡 25年の
軌跡（HD）(二)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「知識の
栄光（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「地球に住み続け
る方法(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー

（HD）」(二)[初]

26:00 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

（HD）」(字)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初]

04:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

05:00 潜入！北朝鮮(二)[初]

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 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い（HD）」(字)[初]

08:00 驚異のハンター：ヒラシュモクザ
メ（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スペインオオヤマネコを救え
（HD）(字)[初]

19:00  【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家の

急成長を追う（HD）」(字)[初]

20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック（HD）」(二)

24:00 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]

25:00 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

（HD）」(二)[初]

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」

(二)[初]

13:30 雑学サイエンス２「ワインのス
マートな開け方（HD）」(字)[初]

14:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#1（HD）」(字)

16:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー（HD）(二)[初]

17:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

18:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（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「知識の
栄光（HD）」(二)[初]

12:00 地球を襲う宇宙の嵐「危険な
太陽風（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

04:00 潜入！暗黒産業「コピー商品
の世界（HD）」(二)[初]

05:00 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#13 エリザベス１世の隠された噂

(HD)」(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「大接戦の果てに（HD）」(二)[初]

08:00 【新】進化する巨大ナマズ
（HD）(字)[初]

21:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

22:00 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]

23:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)

25:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

26:00 液体爆弾テロの陰謀
(HD)(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT

ターボ（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「バランスボールの法
則（HD）」(字)[初]

18:00  【新】ライオン：過酷な戦闘地
帯 (HD)(二)[初]

19:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

10:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「フランス車対決（HD）」(二)[初]

11:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア

（HD）」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！

（HD）」(二)[初]

04:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー

（HD）」(二)[初]

05:00 解明！中国兵馬俑の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 解体トレジャーハンター「農家
に残された骨董品(HD)」(二)[初]

07:00 ロッキー山脈に生きるピューマの
生態(HD)(二)

08:00  【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「受け継がれ

る伝統（HD）」(字)

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２「ポルシェ911、奇跡のレストア

（HD）」(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#9 雪崩の恐怖（HD）」

(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・
ユーティリティトラック（HD）」(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻

（HD）」(二)[初]

25:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット

（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ついに登場！アストンマーティン

DB6（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「重力に逆らう
（HD）」(字)[初]

18:00 ロッキー山脈に生きるピューマの
生態(HD)(二)[初]

19:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便

(HD)」(二)

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]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#8 チョークス･オーシャ
ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」(字)

04:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

05:00 都市伝説の真相「アトランティ
ス(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「プロレス技の法則
（HD）」(二)[初]

07:00 ベンガルトラの生き残りをかけた
戦い(HD)(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「立
ち往生した砕氷船（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(字)[初]

21:00 【新】ナチス・ドイツの巨大建造
物 総集編「#1（HD）」(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)[初]

23:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

24:00 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]

15:00 死に直面した瞬間「#9 荒波の
恐怖(HD)」(二)[初]

15:30 死に直面した瞬間「#10 水中
での７分間(HD)」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ

ゴダ（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 知って得するサイエンス「自転
車サイエンス（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]

09:30 実録 世界のギャング列伝
（HD）(字)

10:30 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

11:30 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#7 エールアンテール148

便 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（HD）」(二)[初]

27:00 武士道と日本刀(HD)(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」

(字)[初]

05:00 都市伝説の真相「クリスタル・
スカル(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「雄ジカに狙われたら（HD）」(字)[初]

07:00 消えゆく王～ナミブ砂漠のライ
オン（HD）(二)

08:00 野生ハンター 驚異の能力「大
食いハンター（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

18:00 【新】消えゆく王～ナミブ砂漠
のライオン（HD）(二)[初]

19:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

20:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD）
(二)[初]

21:00 【新】カリブ海に沈む海賊都市
の謎（HD）(二)[初]

22:00 【新】ダイアナ妃の告白（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]

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

14:00 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)

15:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:日本軍731部隊の謎

（HD）」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)

08:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業 ～闇ビジネ
スの覇者たち（HD）(字)

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「幻覚剤に人生を捧げた男（HD）」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

20:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)[初]

22:00 ネパール大地震 エベレストの
恐怖（HD）(二)[初]

23:00 【新】驚異のハンター：ヒラシュモ
クザメ（HD）(二)[初]

24:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

26:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)

04:00 武士道と日本刀(HD)(二)[初]

05:00 海底に沈んだミステリー（HD）
(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「感染
症との闘い（HD）」(二)[初]

07:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)

15:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ト
ラ」(二)[初]

18:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)[初]

19:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

09:30 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局３「#5 公海上の麻薬(HD)」

(字)[初]

10:30 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界（HD）」(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)[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「#4 流血の操縦室（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

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]

04:00 地上の地獄：シリア崩壊とISIS
の台頭（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「体当たりの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

08:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「家族の支え（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)
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21
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18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

【ナショジオ フロントライン】

【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 フロントライン】

【特集: 海の覇者 空⺟と潜⽔艦】

【シャーク・マンデー】

【特集:来たる巨⼤地震に備える】

【特集: ⼈⽣と素顔】

【カー・SOS２ ⼀挙放送前半】

ナチス・ドイツの巨大建造物

厳選エピソード
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11
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24:00 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]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「独
立戦争を生きたラッパ銃（HD）」

(字)[初]
14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「夫婦の絆 日産スカイライン
（HD）」(二)[初]

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]

25:00 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（HD）」(二)

26:00 ジェンダー革命（HD）(字)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)

19:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)

21:00 ２億5000万年後の地球大陸
「エデンの終わり(HD)」(二)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「空にあふ
れる幻想の世界（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック（HD）」(二)

08:00 人食いザメがやってきた 2「ハワ
イでの恐怖（HD）」(二)

16:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)[初]

17:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マレーシアの旅「ニック・ベイカー
と巡る大自然」（HD）(字)

10:00 マレーシアの旅「ニック・サクソン
と巡る文化」（HD）(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「元米大統領が
語る科学の進歩(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬（HD）」

(字)[初]

20:30 マレーシアの旅「ニック・サクソン
と巡る文化」（HD）(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

22:00 ダイアナ妃の告白（HD）(字)

24:00 ケネディ大統領を殺した男
（HD）(字)[初]

26:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)

04:00 セックスの秘密「広告とセックス
（HD）」(二)[初]

05:00 セックスの秘密「時代とセックス
（HD）」(二)[初]

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 執念の追跡 消えた我が子を

捜して「暴かれた真実（HD）」(字)[初]

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#2（HD）」(字)

16:00 武士道と日本刀(HD)(二)

17:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

18:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)[初]

19:00  【中国を知る】
【新】China:2049「#1(HD)」(字)[初]

20:00 マレーシアの旅「ニック・ベイカー
と巡る大自然」（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「空にあふ
れる幻想の世界（HD）」(二)[初]

12:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「破壊の科学
（HD）」(字)[初]

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島
の大噴火」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻

（HD）」(二)[初]

04:00 潜入！暗黒産業「危険な医
薬品（HD）」(二)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「川の巨大サメ（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「世界最大の淡水魚（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 火星探査ローバー 奇跡の記
録（HD）(二)[初]

23:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「脱毛の法則（HD）」
(字)[初]

18:00 ライオン：闘いの一生（HD）
(字)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空152便（HD）」(二)[初]

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！

（HD）」(二)

10:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「カスタムカー対決（HD）」

(二)[初]

11:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)[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！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]

25:00 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]

26:00 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]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

04:00 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]

05:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 解体トレジャーハンター「軽量
飛行機の発掘(HD)」(二)[初]

07:00 さすらいの若きトラ（HD）(二)

08:00  【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家の

急成長を追う（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「トランスワールド航空

800便（HD）」(二)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#10 亡きブルースのために

（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト（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]

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)

16:00  カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「太陽光線の
力（HD）」(字)[初]

18:00 【新】さすらいの若きトラ（HD）
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園（HD）」

(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：インド（HD）
(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363

便 (HD)」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件（HD）」(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」

(二)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「びっくりした時の法則
（HD）」(二)[初]

07:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
（HD）(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「命
懸けのダイブ（HD）」(字)[初]

18:00 【新】ベンガルトラ：宿命の姉妹
（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(字)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#2（HD）」(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：インド
（HD）(二)[初]

23:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)[初]

13:00 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)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 知って得するサイエンス「ヨー
ヨーサイエンス（HD）」(二)[初]

08:00 世界のアブナイ動物たち３「海
に潜む12の恐怖（ＨＤ）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)

10:30 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（HD）」(二)

11:30 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

21:00  【新】イヤーミリオン「シンギュラ
リティ（HD）」(二)[初]

22:00 地球が壊れる前に（HD）
(二)[初]

24:00 タイムトラベル：2210年 文明
崩壊(HD)(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の
謎(HD)(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「真冬の湖に転落したら（HD）」

(字)[初]

07:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
（HD）(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「初代ボンドカー サンビーム・アル

パイン（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)

18:00 【新】ベンガルトラ:王者が巡る
旅（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)[初]

20:00 潜入！北朝鮮(二)

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「復讐と改革のハイジャック（HD）」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#5 ウェイト・オーバー

（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故（HD）」(二)[初]

27:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)

04:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の
謎(HD)(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「殺人キラー：ヒョウ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「最強
のスポーツチーム（HD）」(二)[初]

07:00 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)

08:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト・エアリンク

5719便（HD）」(二)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」

(二)[初]

21:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)

22:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)

23:00 【新】人食いザメがやってきた 2
「ハワイでの恐怖（HD）」(二)[初]

24:00 ダイアナ妃の告白（HD）(字)

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]

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「亡き妻へ捧げるフィアット500

（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マ」(二)[初]

18:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局３「#6 海上での取り締まり

(HD)」(字)[初]

10:30 コンティネント7：南極大陸「想
像を絶する気象（HD）」(字)

11:30 世界の巨大工場２「イケア
（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「#5 機内の爆弾（ＨＤ）」

(二)[初]

04:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間の味を覚えたライオン（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「棒登りの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

08:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「治療と支援（HD）」(字)[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

【ナショジオ フロントライン】

【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 フロントライン】

サベージ・キングダム ⼀挙放送

【シャーク・マンデー】

【カー・SOS２ ⼀挙放送後半】
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26

27

18

19

20

21

22

23

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月

24

25

16

17

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

21:00 ２億5000万年後の地球大陸
「人類の運命(HD)」(二)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「光と影
（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

24:00 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]

25:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)

26:00 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

14:00 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)[初]

15:00 地球が壊れる前に（HD）(二)

17:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」

(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

19:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」

(二)[初]

20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園（HD）」

(二)

10:00 マレーシアの旅2[ニック・ベイ
カーと巡る美しき洞窟（HD）](字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「科学が作った音
楽(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ダ・
ヴィンチの兵器？ホイール・ロック銃

（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)

26:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩りの技術(HD)」(二)[初]

27:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「新たな絆（HD）」(二)[初]

04:00 地獄の地図　悪しき魂が集う
闇（HD）(二)[初]

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！～「野生児（ＨＤ）」

(字)[初]
07:00 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]

08:00 人食いザメがやってきた 2「浅
海での攻撃（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マレーシアの旅2「ジェシー・マー
ティンと巡る神秘の海（HD）」(字)

20:00 マレーシアの旅2「ジェシー・マー
ティンと巡る神秘の海（HD）」(字)[初]

20:30 マレーシアの旅2[ニック・ベイ
カーと巡る美しき洞窟（HD）](字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機（HD）」(字)

22:00 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（HD）」(二)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「文明の火種（HD）」(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト・エアリンク

5719便（HD）」(二)

14:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#3（HD）」(字)

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」

(二)[初]

17:00 ロックダウン：ギャングの掟
(HD)(字)[初]

18:00 脱獄への鍵（HD）(二)[初]

19:00  【中国を知る】
China:2049「#2(HD)」(字)[初]

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬（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「光と影
（HD）」(二)[初]

12:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景（HD）(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「力を上手に
使うには？（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗殺

疑惑（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、
最後の飛行（HD）」(二)[初]

27:00 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)

04:00 潜入！暗黒産業「総集編
（HD）」(二)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「世界最大の淡水魚（HD）」(二)

08:00  【新】因縁の対決：カバ vs ワ
ニ（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 【新】世界の飛行機大図鑑
（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！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)

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

16:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「花嫁のブーケトスの
法則（HD）」(字)[初]

18:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)[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２「母の形見のランドローバー

（HD）」(二)

10:30 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]

11:30 世界最大のトカゲ：コモドドラゴ
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「#2 ブリティッシュ・エアウェ

イズ38便(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 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 解体トレジャーハンター「100万
ドルの館(HD)」(二)[初]

07:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

08:00  【中国を知る】
China:2049「#1(HD)」(字)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機（HD）」(字)[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 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油
工場爆発事故」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「燃料と熱エネ
ルギー（HD）」(字)[初]

18:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」

(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#11 ２つのチーム、１つの

使命（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#7 エールアンテール148

便 (HD)」(二)

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４「ミュンヘンオリン
ピック事件（HD）」(二)

16:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩猟から牧畜へ(HD)」

(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」

(二)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「アイスホッケーの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「最
後のサンプル採取（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園

（HD）」(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬（HD）」

(字)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#3（HD）」(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」(二)[初]

23:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(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・エアウェ

イズ670便（HD）」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ
た大竜巻」(二)[初]

16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「脳を再起動（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#1 大人
への第一歩(HD)」(二)[初]

18:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ロシア航空機 テロの悲

劇（HD）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(字)[初]

10:30 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗殺

疑惑（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈
没事故（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

27:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)[初]

05:00 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「凍結路面で車がスリップしたら

（HD）」(字)[初]

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「リバー・サファリに挑戦！

（HD）」(二)

08:00  【新】世界最強のプレデター
総集編「#1 毒牙の脅威（HD)」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「トランスアジア航空235

便（HD）」(二)[初]

20:00 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]

21:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)[初]

22:00 アース ライブ(HD)(字)[初]

24:00 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)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８

０便（HD）」(二)

14:00 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)

15:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故（HD）」(二)

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「文明の火種（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「独
立戦争を生きたラッパ銃（HD）」(字)

18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「リバー・サファリに挑戦！

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

11:30 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#6 暴風雨の中へ

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#1（HD）」(字)

04:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間を襲うオオカミ（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「自然
災害に備える（HD）」(二)[初]

07:00 ネコ：知られざる生態（HD）(字)

08:00 世界大自然紀行：インド（HD）
(二)

18:00 ネコ：知られざる生態（HD）
(字)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「最
高のシティカーを求めて（HD）」

(字)[初]

23:00 人食いザメがやってきた 2「浅
海での攻撃（HD）」(二)[初]

13:00 メーデー！３：航空機事故の
真実と真相「#6 誤認（HD）」(二)[初]

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５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)[初]

16:00 エクソマーズ：火星での生命探
査（HD）(二) [初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ザ
トウクジラ」(二)[初]

08:30 マレーシアの旅「ニック・サクソン
と巡る文化」（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬カルテル（HD）」(二)[初]

10:30 コンティネント7：南極大陸「立
ち往生した砕氷船（HD）」(字)

11:30 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#1（HD）」(字)

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「オーバーヘッドキック
の法則（HD）」(字)[初]

07:00 ライオン：闘いの一生（HD）(字)

08:00 マレーシアの旅「ニック・ベイカー
と巡る大自然」（HD）(字)

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

【ナショジオ フロントライン】

【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 フロントライン】 【特集:国⽴公園を巡る】

【シャーク・マンデー】

【ナショジオと考える気候変動】
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(ET) 月曜日 2017/10/30 火曜日 2017/10/31 水曜日 2017/11/01 木曜日 2017/11/02 金曜日 2017/11/03 土曜日 2017/11/04 日曜日 2017/11/05 (ET)

26

27

18

19

20

21

22

23

4

5

6

7

8

9

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月

24

25

16

17

13

14

15

10

11

12

26:00 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)

27:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)[初]

20:00 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]

21:00 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)[初]

22:00 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)[初]

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)[初]

25:00 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！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便

（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)

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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「ダ・
ヴィンチの兵器？ホイール・ロック銃

（HD）」(字)

18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「バックパッカーの要望

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ロックダウン：ギャングの掟
(HD)(字)

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 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！５：航空機事故の
真実と真相「#7 持ち込まれた小型

爆弾（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)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１
１」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#2（HD）」(字)

04:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マグダラのマリア(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「ネット
依存社会（HD）」(二)[初]

07:00 ネコ科最強決定戦（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」(二)

18:00 ネコ科最強決定戦（HD）
(二)[初]

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「自家用ジェットの悲劇

（HD）」(二)[初]

20:00 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]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)[初]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「究
極のカスタムカー（HD）」(字)

08:30 マレーシアの旅2[ニック・ベイ
カーと巡る美しき洞窟（HD）](字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「欲望と正義（HD）」(二)[初]

10:30 コンティネント7：南極大陸「命
懸けのダイブ（HD）」(字)

23:00 人食いザメがやってきた 2「湾
岸に潜む危険（HD）」(二)[初]

13:00 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]

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５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

16:00 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「カ
メ」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「#2（HD）」(字)

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ソドムとゴモラの謎(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 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

08:00 マレーシアの旅2「ジェシー・マー
ティンと巡る神秘の海（HD）」(字)
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【ナショジオ フロントライン】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【シャーク・マンデー】


