
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月(簡易版)
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630 バ科学2 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
→歴史に残る武器・軍用品

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２
脳トリック

→歴史に残る武器・軍用品
1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

1600 1600

世界の巨大工場２

裏偉人伝:時代の反逆者たち、
ライバルが暴く 真実と秘密

スーパーカー大改造世界の巨大工場７

世界大自然紀行：
イエローストーン、

世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：カナダ

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、メーデー！１１：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！１２：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！１３：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

ナチス・ドイツの巨大建造物3
→ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編

第二次世界大戦の潜水艦
→海底に沈む第二次世界大戦の真実

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

宇宙アワー
コスモス:時空と宇宙「生命の流れ」
/コスモス:時空と宇宙「知識の栄光」

/コスモス:時空と宇宙「空にあふれる幻想の世界」
/コスモス:時空と宇宙「光と影」

第二次世界大戦の潜水艦、
衝撃の瞬間～番外編～

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

サベージ・キングダム:
残酷の王国、

世界最大のトカゲ：
コモドドラゴン

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

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

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：
イエローストーン、

世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：カナダ

一攫千金！
カー・ストリッパーズ２、
スーパーカー大改造

インフォメーション

コンティネント7：南極大陸

世界のアブナイ動物たち、
野生ハンター 驚異の能力、
世界のアブナイ動物たち３、

世界最強のプレデター 総集編

宇宙アワー
スター・トーク「エンタメを科学する」

/スター・トーク「アニメの科学」
/スター・トーク「地球に住み続ける方法」

/スター・トーク「元米大統領が語る科学の進歩」
/スター・トーク「科学が作った音楽」

中国を知る
中国と海洋文化、

中国 巨大国家の真実、
China:2049

世界のアブナイ動物たち２
→進化する巨大ナマズ

→モンスター・フィッシュを探せ！４
→因縁の対決：カバ vs ワニ

アメリカ～国立公園を巡る旅

密着！ニューヨーク市警
テロ対策特殊部隊、

潜入！アメリカ連邦捜査局、
イヤーミリオン

タイタニック号　隠された火災
→海底に沈んだミステリー

→セックスの秘密
→日本軍の極秘潜水艦

→潜入！北朝鮮
→地獄の地図　悪しき魂が集う闇

執念の追跡 消えた我が子を捜して
→無情の海域 ～沈みゆく真実を追う

ジャイアントパンダ：繁殖への挑戦
→シベリアトラを救え

→スペインオオヤマネコを救え
→マレーシアの旅
→マレーシアの旅2

宇宙アワー
地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の大嵐」

/地球を襲う宇宙の嵐「危険な太陽風」
/知られざるUFOの謎

/ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景

ビッグ・キャット・ウィーク
動物界の意外なお友達 4、イエネコ：野生の光、大型ネコ科：驚愕の能力、母ライオン マニャーリの決断、知られざるプライド、

ストーム・キャット：嵐の中で、消えゆく王～ナミブ砂漠のライオン、ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、ロッキー山脈に生きるピューマの生態、
ライオン：過酷な戦闘地帯、アフリカの獣達～壮絶な人生、ベンガルトラ:王者が巡る旅、ベンガルトラ：宿命の姉妹、さすらいの若きトラ、

ライオン：闘いの一生、ネコ：知られざる生態、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、百獣の王に認められた男、
ジャガーの華麗なる狩猟、スーパーキャット・プロジェクト、ネコ科最強決定戦

海に浮かぶ病院
アフリカ･マーシー、
マレーシアの旅、
マレーシアの旅2

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３、警察 vs 違法レーサー、女性刑務官の戦いと真実、

潜入！暗黒産業 ～闇ビジネスの覇者たち、実録 世界のギャング列伝、
サッダーム・フセイン 真実の姿、潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、潜入！麻薬ビジネスの世界、

ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌、
プリズン・ブレイク 真実の物語、ロックダウン：ギャングの掟

潜入！暗黒産業 2、
コンティネント7：南極大陸

ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機
→潜入！巨大空母アイゼンハワー

潜入！暗黒産業

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

第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、黙示録：ヒトラーの台頭、囚われし者たち～戦火の絆、激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦いの記憶、
ナチス・ドイツ 地獄のアルバム、地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（9日 ～6：00）、武士道と日本刀、解体！F-4ファントム戦闘機、武士道と弓矢、

日本軍への残虐な戦犯、ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、黙示録：カラーで見る第二次世界大戦、
ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、ヒトラーの極秘米軍収容所、アドルフ・ヒトラー　帝国を築くまで

衝撃の瞬間５、ナチスに残る都市伝説の真相、死に直面した瞬間、
衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間４

一攫千金！巨大マグロ漁 5
→モンスター・フィッシュを探せ！４

モンスター・フィッシュを探せ！２
→驚愕！サメとの電撃戦

→驚異のハンター：ヒラシュモクザメ
→人食いザメがやってきた 2

真珠湾に眠る英霊たちへ、ナチスの魔宮　～消えた財宝の謎～、ブレイクスルー:科学革命の夜明け、
グレート・ヒューマン～人類をたどる旅 海底に沈む第二次世界大戦の真実 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、海底に沈んだミステリー、都市伝説の真相、解明！中国兵馬俑の謎、
カリブ海に沈む海賊都市の謎、真相解明！恐怖の人食い動物、検証：UFO事件の新事実

探検家シャクルトン　南極探検の軌跡
→カリブ海に沈む海賊都市の謎
→世にも奇妙な深海の魔物たち

 サベージ・キングダム　一挙放送（22日）
サベージ・キングダム:残酷の王国「城を守るヒョウ」
/サベージ・キングダム:残酷の王国「地獄の楽園」

ナショジオと考える気候変動（29日）
地球が壊れる前に



1630 1630

1700 1700

1730 ナショジオ　どうぶつ調査団
ワイルド・ベイビー！、

歴史に残る武器・軍用品
知って得するサイエンス、

ワイルド・ベイビー！
雑学サイエンス バ科学2 1730
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ビッグ・キャット スペシャル
恐るべき野生の殺し屋、

ライオン ～ルワンダへの帰還、
ライオン・レンジャー

ナチス巨大砲V3の謎、
ナチス・ドイツの巨大建造物

総集編
スーパーカー大改造 2

アラスカの最強メカニック、
火星探査ローバー 奇跡の記

録、
世界の飛行機大図鑑

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５、
カー・SOS 蘇れ！

思い出の名車

世界大自然紀行：
イエローストーン、

世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：カナダ

ビッグ・キャット・ウィーク
イエネコ：野生の光、大型ネコ科：驚愕の能力、母ライオン マニャーリの決断、知られざるプライド、

ストーム・キャット：嵐の中で、消えゆく王～ナミブ砂漠のライオン、ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、ロッキー山脈に生きるピューマの生態、
ライオン：過酷な戦闘地帯、アフリカの獣達～壮絶な人生、ベンガルトラ:王者が巡る旅、ベンガルトラ：宿命の姉妹、さすらいの若きトラ、

ライオン：闘いの一生、ネコ：知られざる生態、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、百獣の王に認められた男、
ジャガーの華麗なる狩猟、スーパーキャット・プロジェクト、ネコ科最強決定戦

トップ・ギア USA シーズン5、
解体！F-4ファントム戦闘機

特集: 来たる巨大地震に備える
（9日）

ネパール大地震
エベレストの恐怖

マーズ 火星移住計画

衝撃の瞬間～番外編～、豪華客船ドニャ・パス号の悲劇、ザ・2000年代 ～振り返る悲劇、
地下6400キロの旅 特別版（9日 ～28：00）、衝撃の瞬間４、液体爆弾テロの陰謀（13日 ～28：00）、

衝撃の瞬間３、衝撃の瞬間２、世界の飛行機大図鑑

メーデー！１１：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！１５：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！１３：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

氷河消失の記録（3日 23：30～）、地球：45億年物語 特別版、ダイアナ妃の告白、タイムトラベル：2210年 文明崩壊、ケネディ大統領を殺した男

カー・SOS２ 一挙放送前半（12日 ～翌5：00）
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

カー・SOS２ 一挙放送後半（19日 ～翌5：00）
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

灰にまみれて、
ダイアナ妃の告白、
地球が壊れる前に、

アース ライブ、
失われたアトランティス

大陸を求めて

ザ・ステイト ～虚像の国
→地下6400キロの旅 特別版
→地球：45億年物語 特別版

サベージ・キングダム　一挙放送（22日）
サベージ・キングダム:残酷の王国「牙を剥く反逆者」
/サベージ・キングダム:残酷の王国「紙一重の命」

特集:国立公園を巡る（29日）
アメリカ～国立公園を巡る旅「エヴァグレーズ国立公園」

/アメリカ～国立公園を巡る旅「イエローストーン国立公園」

トップ・ギア シーズン2、
ギャラクシーＣ-５：

アメリカ空軍巨大輸送機

メーデー！１５：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！１４：航空機事故の真実と真相

特集: 海の覇者　空母と潜水艦（9日～13日）
空母ロナルド・レーガンの最新構造、潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、

恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶、日本軍の極秘潜水艦、ナチス潜水艦U-745の謎

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！暗黒産業 ～闇ビジネスの覇者たち

/サッダーム・フセイン 真実の姿
/ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌

/ロックダウン：ギャングの掟

幻の深海魚 リュウグウノツカイ
→オリジンズ：常識を変えた人類史

ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
→マレーシアの旅
→マレーシアの旅2

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

特集: 来たる巨大地震に備える
（9日 ～22：00）

忍び寄る超巨大地震の恐怖

中国を知る
中国 巨大国家の真実「受け継がれる伝統」

/中国 巨大国家の真実「巨大国家の急成長を追う」
/China:2049「#1」
/China:2049「#2」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏
→ダイアナ妃の告白（21日 ～24：00）

→イヤーミリオン

ナチス・ドイツの巨大建造物　厳選エピソード（14日 ～28：00）
/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2「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾」
/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3「日本の巨大戦艦、大和と武蔵」

/ナチス・ドイツの巨大建造物2「ヒトラーの巨大戦艦」

オリジンズ：常識を変えた人類史
→ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景

→ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡
→２億5000万年後の地球大陸

密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3

CIA極秘ファイル：
エリア51 特別版、

カリブ海に沈む海賊都市の謎、
イヤーミリオン

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5、
潜入！日産GTR　誕生の裏側、

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４、

検証：UFO事件の新事実、
ヒマラヤ 天空ミイラの謎、

潜入！北朝鮮、
ナチスに残る都市伝説の真相

世界の巨大工場７

マイグレーション～選ばれし冒険者

シャーク・マンデー
驚愕！サメとの電撃戦、

驚異のハンター：
ヒラシュモクザメ、

人食いザメがやってきた 2

→潜入！巨大空母アイゼンハワ
→武士道と日本刀

→戦闘ヘリの限界に挑む！

ナショジオ フロントライン
実録 世界のギャング列伝

/潜入！ロシアの凶悪受刑者たち
/プリズン・ブレイク 真実の物語

/脱獄への鍵

グレ ト・ヒュ マン～人類をたどる旅、海底に沈む第二次世界大戦の真実、カ ・SOS 蘇れ！思い出の名車５、
エクソマーズ：火星での生命探査、オリジンズ：常識を変えた人類史、ブレイクスルー:科学革命の夜明け 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、世界の飛行機大図鑑

第一次世界大戦 アメリカ参戦の真実、黙示録：ヒトラーの台頭、囚われし者たち～戦火の絆、
激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦いの記憶、ナチス・ドイツ 地獄のアルバム、武士道と日本刀、解体！F-4ファントム戦闘機、

日本軍への残虐な戦犯、ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、
黙示録：カラーで見る第二次世界大戦、ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、ヒトラーの極秘米軍収容所、アドルフ・ヒトラー　帝国を築くまで

特集: 人生と素顔（1日、8日、15日）
JFK:人生を変えた七つの岐路

/フィデル・カストロ：真実の記録
/アンネ・フランク 最期の日々

/ダイアナ妃の告白

サベージ・キングダム　一挙放送（22日）
サベージ・キングダム:残酷の王国「失脚の恐怖」
/サベージ・キングダム:残酷の王国「女王の苦悩」

特集:国立公園を巡る（29日）
アメリカ～国立公園を巡る旅「オリンピック国立公園」

/アメリカ～国立公園を巡る旅「ヨセミテ国立公園」

ブラジルの秘境：パンタナール
→コンティネント7：南極大陸

→LA 92
→21世紀の最新鋭艦

→ジェンダー革命
→黄金に魅せられた人類

コスモス:時空と宇宙

グレート・ヒューマン～人類をたどる旅
→忍び寄る超巨大地震の恐怖（21日 ～28：00）

アンダーカバー・エンジェル
→イヤーミリオン


