
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26

400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

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、

リスクを見抜け！
デンジャー解析

バ科学3
解体トレジャーハンター、

廃墟お宝ハンター
歴史に残る武器・軍用品

新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～
→あなたの知らない世界史２

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 歴史に残る武器・軍用品 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

同じ日に生まれた４つの命

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー

ナショジオと考える気候変動
氷河消失の記録（5日 ～16：30）

/ブレイクスルー:科学革命の夜明け「夢のエネルギー革命」
/灰にまみれて（19日 ～16：30）

/危険な時代に生きる 2「エネルギー戦争」

黙示録：カラーで見る
第二次世界大戦

黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦、

戦闘ヘリの限界に挑む！

黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

カラーで見る
ノルマンディー上陸作戦

ナチス巨大砲V3の謎、
戦火の記憶

ナチス・ドイツの巨大建造物 
総集編、

薬物に溺れたヒトラーの秘密、
アンネ・フランク 最期の日々

ビッグ・キャット・ウィーク
サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、アフリカ～驚くべき種の進化～、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、ミッション・クリティカル、幻のコーカサスヒョウを探して、
シベリアトラを救え、最強のライオン軍団、アフリカ～驚くべき種の進化～２、

アフガニスタンのユキヒョウ、絶体絶命！動物襲撃事件簿

Dr.K エキゾチック動物専門医

世界大自然紀行：カナダ、
世界大自然紀行：ベトナム、
世界大自然紀行：ニッポン

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！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！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！９：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！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

世界の巨大工場２、
世界の巨大工場３、
世界の巨大工場４

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「より深い世界へ」
/コスモス:時空と宇宙「クリーンルーム」

/コスモス:時空と宇宙「太陽の姉妹」
/コスモス:時空と宇宙「地球という世界」

ダイアナ妃の告白
（3日 ～17：00）、

衝撃の瞬間～番外編～、
エクスプローラー

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

アラスカの最強メカニック

ライバルが暴く 真実と秘密

スーパーカー大改造

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

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編
→ナチス・ドイツの巨大建造物

ザ・ステイト ～虚像の国

世界の巨大工場７

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：カナダ、
世界大自然紀行：ベトナム

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、
アメリカ～国立公園を巡る旅

世界最強のプレデター 総集編、
生き抜け！原始生活

宇宙アワー（5日～19日）
スター・トーク「アカデミー女優のすすめ」

/スター・トーク「「だまし」の仕組み」
/大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ

エクスプローラー

中国を知る
鳥人～天国の門へ挑む、

中国大運河の旅、
中国巨大建造物

世界大自然紀行：北アメリカ

世界大自然紀行：北アメリカ

イヤーミリオン、
ロング・ロード・ホーム

（29日 ～12：30）

無情の海域 ～沈みゆく真実を追う

神秘のヘラジカ
→ザ・進化

宇宙アワー
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

/ホーキング博士のジーニアス「宇宙の始まりとは？」
/ホーキング博士のジーニアス「地球外生命は存在するのか？」

/スター・トーク３「ランス・アームストロング ドーピング問題を語る」

海に浮かぶ病院 
アフリカ･マーシー、

天空に浮かぶ
コンサートホール、
ジャイアントパンダ：

繁殖への挑戦

ナショジオ フロントライン
脱獄への鍵、潜入！麻薬ビジネスの世界、潜入！大麻、潜入！北朝鮮、
世界を動かすマネーの裏側、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、
ダイヤモンドと金塊と銃、密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊

コンティネント7：南極大陸、
世界を動かすマネーの裏側、

ダイヤモンドと金塊と銃

アメリカ空軍 救難員日記～最後の戦い～（4日 ～6：00）
→ビリー・ザ・キッド 新たな写真（11日 ～6：00）

→海底に沈む第二次世界大戦の真実
→ダイヤモンドと金塊と銃

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

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間５、徹底検証！メキシコ湾の大惨事、
ウイルスと人類の終わりなき戦い、80s～80年代へタイムトラベル、

衝撃の瞬間３、自然災害の劇的瞬間、巨大津波を予測せよ！、
ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編、衝撃の瞬間６、

ローバーが魅せる火星の秘密（23日 ～17：00）、史上最悪の天災、
宇宙から見る人類の歩み（30日 ～17：00）

モンスター・フィッシュを探せ！４

人食いザメがやってきた 2
→住宅地を襲うサメの恐怖

→リアル・ジョーズ
→命がけで検証！サメの海へ

 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、謎の古代文明　猿神王国を求めて、秘められた旧約聖書の謎、ヒマラヤ 天空ミイラの謎、カリブ海に沈む海賊都市の謎、天坑～巨大穴の謎に迫る～、
無情の海域 ～沈みゆく真実を追う、執念の追跡 消えた我が子を捜して、サルに育てられた女性の真実、リヴィングストン博士の日記、CIA極秘ファイル：エリア51



1600 1600

1630 1630

1700 1700

1730 ナショジオ　どうぶつ調査団 歴史に残る武器・軍用品
ワイルド・ベイビー！、

あなたの知らない世界史
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

黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦、

戦闘ヘリの限界に挑む！

黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

カラーで見る
ノルマンディー上陸作戦、
巨大津波を予測せよ！

ナチス巨大砲V3の謎、
第二次世界大戦の潜水艦

休止（21日）

ナチス・ドイツの巨大建造物 
総集編、

薬物に溺れたヒトラーの秘密、
アンネ・フランク 最期の日々

新　衝撃の瞬間

ナショジオと考える気候変動（12日、26日）
ライリーは"地球"の修理中！
/気候変動の知られざる真実

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（5日 ～28：00）
→イヤーミリオン

ジェネレーションＸ

ビッグ・キャット・ウィーク（1日～14日、16日～21日、23日～28日、30日）
アフリカ～驚くべき種の進化～、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、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、ミッション・クリティカル、
幻のコーカサスヒョウを探して、シベリアトラを救え、最強のライオン軍団、

アフガニスタンのユキヒョウ、絶体絶命！動物襲撃事件簿、究極の捕食者：トップ・キャット

コンティネント7：南極大陸 総集編、危険な時代に生きる 2、スター・トーク３

Dr.K エキゾチック動物専門医

黄金に魅せられた人類
（7日 ～25：00）、
エクスプローラー

世界を動かすマネーの裏側、
極秘軍事施設エリア51の真実、

密着！ニューヨーク市警 
テロ対策特殊部隊

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン・レンジャー、

ライオネス～飢えとの戦い、
デッドリー・ゲーム: 

生存のルール

ナチス・ドイツの巨大建造物 
総集編、

ナチス第2SS装甲師団 
ダス・ライヒ、

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

スーパーカー大改造 2、
アラスカの最強メカニック

メーデー！１４：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！８：航空機事故の真実と真相

コンティネント7：南極大陸 総集編、LA 92（28日 ～21：00）、潜入！台北ユニバーシアード競技大会 2017

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車

世界大自然紀行：カナダ、
世界大自然紀行：ベトナム、

ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編、

世界大自然紀行：ニッポン

サベージ・キングダム:
残酷の王国

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場２、

ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編

ブレイクスルー:
科学革命の夜明け 2

オリジンズ：
常識を変えた人類史

衝撃の瞬間２、80s～80年代へタイムトラベル、衝撃の瞬間５

メーデー！１４：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！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！５：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

地球を襲う宇宙の嵐

休止（28日 ～翌6：00）

トップ・ギア シーズン3

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車、

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

中国を知る
中国大運河の旅

/中国巨大建造物「上海洋山深水港」
/中国巨大建造物「上海スーパータワー」

/メガブリッジ「中国」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

特集：米国の軍事力（5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

ナショジオ サンデー ストーリー（12日、26日）
徹底スキャン:世界の歴史建造物「ロンドン：セント・ポール大聖堂」

/びっくり！ギガ建造物「世界最大の望遠鏡」
/バチカン～秘められた神秘の世界～

特集：ケネディ大統領暗殺事件（19日）
JFK:人生を変えた七つの岐路

イヤーミリオン

土星探査機カッシーニ：最後のミッション
→人類初！探査機ロゼッタ 彗星への着陸

→スター・トーク３

密着！ハイウェイ・レスキュー　
カナダ編 3、

密着！ハイウェイ・レスキュー　
カナダ編 4、

ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編

イヤーミリオン

6チャンネル合同 
第1話、第2話 特別放送

（28日 ～23：00）
ロング・ロード・ホーム

ジーニアス：世紀の天才 
アインシュタイン、

終戦への階段

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

ナチスに残る都市伝説の真相
世界の巨大工場７、
世界の巨大工場６

マイグレーション～選ばれし冒険者
→水と権力

シャーク・マンデー
住宅地を襲うサメの恐怖、

リアル・ジョーズ、
命がけで検証！サメの海へ、
解剖でわかる動物たちの謎２

ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

戦闘ヘリの限界に挑む！
→囚われし者たち～戦火の絆

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「捜査と押収」

/密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港「コートに隠されたコカイン」
/密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港「一貫しない供述」

グレート・ヒューマン～
人類をたどる旅、

天空に浮かぶ
コンサートホール

特集：襲撃戦（5日）
囚われし者たち～戦火の絆「ブラックホーク･ダウン」

/空の英雄たち「ベトナムの大空中戦」

ナショジオ サンデー ストーリー（12日、26日）
天空に浮かぶコンサートホール

/巨大建造物：究極の鉄道
/始皇帝陵の暴かれた真実

特集：ケネディ大統領暗殺事件（19日）
ケネディ大統領を殺した男

メーデー！１１：航空機事故の真実と真相

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

コスモス:時空と宇宙
→ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

グレート・ヒューマン～人類をたどる旅

イヤーミリオン

メーデー！１０：航空機事故の真実と真相

黙示録：カラーで見る
第二次世界大戦

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

ナショジオ フロントライン
地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（4日 ～19：00）

/世界を動かすマネーの裏側
/ダイヤモンドと金塊と銃

/実録 アメリカン・マフィア「ニューヨーク五大ファミリー」

オリジンズ：常識を変えた人類史
→イヤーミリオン

スーパーカー大改造


