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(ET) 月曜日 2017/11/27 火曜日 2017/11/28 水曜日 2017/11/29 木曜日 2017/11/30 金曜日 2017/12/01 土曜日 2017/12/02 日曜日 2017/12/03 (ET)

※最新の番組表はこちら
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23:00 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]

24:00 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]

25:00 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]
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10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「電気に
魅せられた少年（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 【新】バ科学4「バック駐車の法
則（HD）」(二)[初]

26:00 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)[初]

27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人工知能が予測する未来

（HD）」(二)[初]
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16:00 アラスカの最強メカニック「輸送
船の修理（HD）」(二)[初]

17:00 ロング・ロード・ホーム 2話連続
放送　二ヶ国語版（HD）(二)

21:00 スター・トーク３「ジェーン・グドー
ル　チンパンジーを見つめて(HD)」

(字)[初]

20:50 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「 （ ）(日)20:55 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「 （ ）(日)

22:00 コスモス:時空と宇宙「電気に
魅せられた少年（HD）」(二)

09:30 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017(HD)(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ヒト
ラーの電動ノコギリ（HD）」(字)[初]

14:00 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]

15:00 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]

25:00 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 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 水と権力「水質汚染（HD）」
(二)[初]

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「家族の支え（HD）」(字)[初]

05:00 同じ日に生まれた４つの命「不
安に寄り添う（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「#2
海賊キャプテン・キッドは無罪？

(HD)」(二)[初]
07:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「暴かれる意外な真実（HD）」

(字)[初]

08:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#1 ホホジロザメのアゴが強い理由

(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

17:00 レストレポ　～アフガニスタンで
戦う兵士たちの記録～(HD)(字)[初]

19:00   【中国を知る】
中国、白人ミイラの謎(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」

(字)[初]

22:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬
戦争の代償（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム 2話連続
放送　字幕版（HD）(字)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム 2話連続
放送　二ヶ国語版（HD）(二)[初]

16:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#2 タン航空3054便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地
の爆発炎上(HD)」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1
訓練の始まり（HD）」(字)

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 歴史に残る武器・軍用品「銃
に隠された意外な真相（HD）」

(字)[初]
07:00 進化する巨大ナマズ（HD）

(字)[初]

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（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「凶暴で危険なジャーマン･

シェパード（HD）」(字)[初]

19:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#1 チャイナエアライン

611便（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場３「ベントレー
(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「愛する祖父のVWキャンピング

カー（HD）」(二)[初]

10:30 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]

11:30 アラスカの最強メカニック「モンス
ター･ブルドーザー（HD）」(二)[初]

24:00 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]

22:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

22:55 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

15:00 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
世 慈悲の力（HD）」(字)[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「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「バレリーナの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#2 傷ついた鳥」

(二)[初]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1
訓練の始まり（HD）」(字)[初]

05:00 潜入！暗黒産業 ～闇ビジネ
スの覇者たち（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#3 18世紀
の製粉所(HD)」(二)[初]

07:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）(字)[初]

08:00 【中国を知る】
メガブリッジ「中国（ＨＤ）」(二)[初]
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12:00 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)[初]

12:05 スター・トーク３「伝説のNBAプ
レーヤー(HD)」(字)[初]

11:00 エクスプローラー「ノーベル経済
学賞受賞者が語る政治と経済

（HD）」(字)[初]
11:55 ナショジオ　オープンキャンパス:

宇宙編「#1」（HD）(日)

12:00 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

12:05 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者（HD）」

(字)[初]

19:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)

[初]

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリーナショジオ フロントライン

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2017/12/04 火曜日 2017/12/05 水曜日 2017/12/06 木曜日 2017/12/07 金曜日 2017/12/08 土曜日 2017/12/09 日曜日 2017/12/10 (ET)

※最新の番組表はこちら
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04:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)[初]

05:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「犬スペシャル（HD）」
(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え（HD）」(字)

08:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 史上最悪の地球の歩き方７
「大麻の誘惑と飛行機事故（HD）」

(字)[初]

10:30 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「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！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」

(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「サンタバーバラ航空518

便（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地
の爆発炎上(HD)」(二)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「総統大本営（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「湖畔
に隠れたお宝(HD)」(二)[初]

18:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)[初]

04:00 武士道と弓矢（HD）(二)[初]

05:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（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「地図
にない場所（HD）」(二)[初]

07:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

08:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)[初]

24:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の
大嵐（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航

空708便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同時
多発テロ(HD)」(二)[初]

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！６：航空機事故の
真実と真相「#2 パンナム103便（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

20:00 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]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 5（HD）」(字)[初]

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

23:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」

(字)[初]

24:00 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]

14:00 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]

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

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「ヒト
ラーの電動ノコギリ（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「驚くべき隠し場所(HD)」

(二)[初]

19:00 ロング・ロード・ホーム「戦争へ
（HD）」(二)[初]

20:00 ロング・ロード・ホーム「混沌
（HD）」(二)[初]

21:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(二)[初]

22:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 実録 アメリカン・マフィア「ニュー
ヨーク五大ファミリー（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン（HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)[初]

26:00 地上の地獄：シリア崩壊とISIS
の台頭（HD）(字)

04:00 武士道と日本刀(HD)(二)[初]

05:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「命知らずのダイビング（HD）」

(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活「激流で
の漁に挑む（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#5 コンチネンタル・エクス

プレス2574便(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 あなたの知らない世界史「#4
ロシアの怪人ラスプーチン（HD）」

(二)[初]
18:00 願いの海:水中に広がる美しき

宝（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 【新】ナチス政権 最後の日々
（HD）(字)[初]

09:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者（HD）」(字)

21:00 【新】ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：ガラパ
ゴス（HD）(二)[初]

23:00 初公開！知られざる夜のライ
オン(HD)(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(二)

11:30 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(HD)」

(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#5 コンチネンタル・エクス

プレス2574便(HD)」(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「戦争へ
（HD）」(字)

16:00 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]

27:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの
終焉（HD）」(字)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「戦争へ
（HD）」(字)[初]

05:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ワフー：日本軍の補給路を断て

（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ダンスフロアの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「ネコ科動物の攻撃（HD）」

(二)[初]

08:00 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)[初]

09:00 インフォメーション (日)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「引力と磁力
（HD）」(字)[初]

18:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)[初]

19:00 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)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「立ち
往生する消防用給水車（HD）」

(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(字)[初]

24:00 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]

11:30 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

15:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」

(字)

16:00 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]

27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2
試される団結力（HD）」(字)[初]

05:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#4 巨大製
紙工場(HD)」(二)[初]

07:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

08:00  【中国を知る】
中国、白人ミイラの謎(二)

09:00 インフォメーション (日)

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2
試される団結力（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「バック駐車の法則
（HD）」(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「留守番で大パニック？キツネザルを

救え（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場６「ウィリアム
ズF1(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

22:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場６「日産
GT-R(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#7 ノースウエスト航空

85便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

11:30 アラスカの最強メカニック「巨大
ダンプトラック（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#3 ハイジャック」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#4 着陸ミスと事故原

因」(二)[初]

18:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「組織の親玉を挙げろ！

(HD)」(二)[初]

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者（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「永遠の
命（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

04:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「18
世紀の上下二連ピストル（HD）」

(字)[初]
07:00 地球：45億年物語 特別版

(HD)(日)

20:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(字)

22:00 エクスプローラー「ノーベル経済
学賞受賞者が語る政治と経済

（HD）」(字)

23:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(字)[初]

24:00 レストレポ　～アフガニスタンで
戦う兵士たちの記録～(HD)(字)

13:30 バ科学4「パンケーキのひっくり
返しの法則（HD）」(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(二)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 実録 アメリカン・マフィア「ド
ニー･ブラスコ作戦（HD）」(字)[初]

27:00 水と権力「世界水戦争（HD）」
(二)[初]

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「治療と支援（HD）」(字)[初]

05:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（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「#3
アラビアのロレンスはペテン師？(HD)」

(二)[初]
07:00 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)

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)

19:00 【中国を知る】
解明！中国兵馬俑の謎

(HD)(二)[初]

19:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

20:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
世 慈悲の力（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動（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「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)[初]

4

5

6

21:00 スター・トーク３「ケイティ・クリッ
ク ペンと科学(HD)」(字)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「永遠の
命（HD）」(二)

23:00 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]

15:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「故障
した発電機（HD）」(二)[初]

17:00 【新】プーチン大統領が語る世
界「#1（HD）」(字)[初]

18:00 【新】新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

15

10

11

12

7

8

9

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 12月

12:00 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

12:05 スター・トーク３「ジェーン・グドー
ル　チンパンジーを見つめて(HD)」(字)

24

25

16

17

13

14

18

19

20

21

22

23

26

27

20:00 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

20:05 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「クリスマス・レスキュー

（HD）」(二)[初]

23:00 シャーク・アレイ～イワシの大群
を狙え！（HD）(二)[初]

23:55 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

24:00 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]

25:00 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)

26:00 ロング・ロード・ホーム 2話連続
放送　二ヶ国語版（HD）(二)

26:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「アメリカ大陸へ(HD)」(二)[初]

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【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】

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

【宇宙アワー】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら

7

8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

05:00 魔女狩りマニュアル
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「野生動物スペシャル
（HD）」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「留守番で大パニック？キツネザルを

救え（HD）」(字)

08:00 飛ぶヘビ!?飛ぶサル!?飛ぶカエ
ル!?(HD)(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 史上最悪の地球の歩き方７
「2日で22年を失った男（HD）」

(字)[初]

10:30 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便

（HD）」(二)[初]

15:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「難工
事発生！(HD)」(二)[初]

18:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)[初]

19:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

20:00 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]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 6（HD）」(字)[初]

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)[初]

23:00 【新】人食いザメがやってきた
「フロリダを襲った恐怖（HD）」(字)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#8 大韓航空8509便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（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 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)[初]

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「バック駐車の法則
（HD）」(二)

07:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

08:00 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 実録 アメリカン・マフィア「ド
ニー･ブラスコ作戦（HD）」(字)

10:30 新 潜入！北朝鮮（HD）(字)

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！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)

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「アム
ステルダム航空機事故（HD）」

(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)[初]

19:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

20:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)

21:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(二)[初]

22:00 プーチン大統領が語る世界
「#1（HD）」(字)

23:00 エクスプローラー「遺伝子疾患
研究の光明（HD）」(字)[初]

24:00 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！９：航空機事故の
真実と真相「#9 パシフィック・サウスウ

エスト航空182便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件（HD)」(二)[初]

27:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)

04:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）(字)

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「恐怖のスタントシーン（HD）」

(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活「聖なる
火山への旅（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「組織の親玉を挙げろ！

(HD)」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(二)

11:30 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017（HD）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇

(HD)」(二)

14:00 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)

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」

(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 あなたの知らない世界史「#5
魔女か戦士か！？ジャンヌ･ダルク

（HD）」(二)[初]
18:00 スター・トーク３「ジェームズ・キャ

メロンが語るタイタニックの謎(HD)」
(字)[初]

19:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)

20:00 新 潜入！北朝鮮（HD）(字)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（HD）」(二)[初]

22:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)[初]

23:00 【新】PHOTO ARK：動物の箱
舟「マダガスカルのシファカ（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#10 ナイジェリア航空

2120便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン（HD)」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「戦争へ
（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「混沌
（HD）」(字)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「自撮りの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)[初]

08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー（HD）」(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動（HD）」

(字)

11:30 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 ロング・ロード・ホーム「混沌
（HD）」(字)

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「驚くべき圧力
の底力（HD）」(字)[初]

18:00 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017（HD）(字)

19:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「絶え間ない回収作業

（HD）」(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「泥水
にはまった雪上車（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(字)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#11 パシフィック・サウス
ウエスト航空1771便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（HD)」(二)[初]

27:00 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3
嵐の前の静けさ（HD）」(字)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#5 秘蔵コ
テージ(HD)」(二)[初]

07:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)[初]

08:00 【中国を知る】
 解明！中国兵馬俑の謎(HD)(二)

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３「革命児アウディUr-クワトロ

（HD）」(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)[初]

11:30 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#4 上昇か？下降か？」

(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#5 ７３７型機に潜む危

機（HD）」(二)[初]

15:00 エクスプローラー「遺伝子疾患
研究の光明（HD）」(字)

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「パンケーキのひっくり
返しの法則（HD）」(二)

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

19:00 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（ＨＤ）」(二)

20:00 世界の巨大工場５「MVアグス
タ(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「レースに復活!? ミニクーパーS

（HD）」(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)

23:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#12 タカ航空110便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3
嵐の前の静けさ（HD）」(字)

04:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（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「ヒト
ラーの電動ノコギリ（HD）」(字)

07:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)[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「チワワたちの大騒動（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「解き放た
れた世界（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「ケイティ・クリッ
ク ペンと科学(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「木登りの法則
（HD）」(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(二)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場（HD）」

(二)[初]

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」

(字)[初]

17:00 実録 アメリカン・マフィア「血の
応酬（HD）」(字)[初]

18:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

19:00  【中国を知る】
【新】巨大建造物：中国の高機能タ

ワー (HD)(字)[初]

20:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(字)

22:00 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
世 慈悲の力（HD）」(字)

23:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(字)[初]

24:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)[初]

26:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「終わりなき旅(HD)」(二)[初]

27:00 新 潜入！北朝鮮（HD) (字)

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「笑顔を取り戻すために（HD）」

(字)[初]

05:00 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]

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「#4
消えたアレクサンドロス大王の墓

(HD)」(二)[初]
07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)[初]

17:00 プーチン大統領が語る世界
「#2（HD）」(字)[初]

18:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」

(字)

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

26:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(二)

27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人に電気を（HD）」(二)[初]

19:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

20:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

21:00 スター・トーク３「ケヴィン・スミス
(HD)」(字)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「解き放た
れた世界（HD）」(二)

23:00 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]

24:00 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]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 12月

10

11

12

25:00 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)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ（HD）」

(二)

15:00 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]

16:00 アラスカの最強メカニック「立ち
往生する消防用給水車（HD）」(二)

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

25

26

27

19

20

21

22

23

24

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ナショジオ フロントライン】

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【シャーク・マンデー】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」

(二)[初]

05:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「火と水の不思
議（HD）」(字)[初]

07:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

08:00 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017(HD)(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 史上最悪の地球の歩き方７
「妊婦の運び屋（HD）」(字)[初]

10:30 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「アストン
マーティン(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

14:00 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]

15:00 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(HD)」(字)[初]

15:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「ひょう
たんから駒？(HD)」(二)[初]

18:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)[初]

19:00 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)

20:00 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)

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 7（HD）」(字)[初]

22:00 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]

23:00 人食いザメがやってきた「カリ
フォルニアを襲った恐怖（HD）」

(字)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#13 スカンジナビア航空

686便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

27:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」(二)

04:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（HD）」(字)[初]

05:00 オサマ・ビンラディン殺害の真実
(HD)(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「パンケーキのひっくり
返しの法則（HD）」(二)

07:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

08:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 実録 アメリカン・マフィア「血の
応酬（HD）」(字)

10:30 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「アフリカ大陸

最後の王（HD）」(字)[初]

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！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「ルフトバッフェ（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「呪
われた銃（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」

(二)[初]

20:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)[初]

21:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(二)[初]

22:00 プーチン大統領が語る世界
「#2（HD）」(字)

23:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐ
キリストの墓（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#1 チャイナエアライン

611便（ＨＤ）」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#14 ユナイテッド航空

232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 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（HD）」(字)

04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

05:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「ビルの解体現場で危機一髪

（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活「さすら
いの大海原（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)

10:30 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(二)

11:30 スター・トーク３「ジェーン・グドー
ル　チンパンジーを見つめて(HD)」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#7 ノースウエスト航空

85便(HD)」(二)

14:00 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 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「プロパガンダ・マシーン（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 あなたの知らない世界史「#6
ノストラダムスの占星術（HD）」

(二)[初]
18:00 ミッション・クリティカル「ホホジロ
ザメ：新たな顔に迫る（HD）」(字)[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)

20:00 英国情報部 VS ナチス ～極
秘盗聴作戦～（HD）(字)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」(二)[初]

23:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（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)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「リーブ・アリューシャン航

空8便（HD）」(二)[初]

26:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎（HD）(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「混沌
（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(字)

05:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「段ボールで滑る法則
（HD）」(二)[初]

07:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「世界最古の熱帯雨林（HD）」

(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「ヒトラーの巨大鉄道網（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「ドミノのチカラ
（HD）」(字)[初]

18:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)[初]

19:00 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)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「アイス・ストームの脅威

（HD）」(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「モンス
ター･ブルドーザー（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック

（HD）」(字)[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)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4
地獄の1週間（HD）」(字)[初]

05:00 イースター島：祖先の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#6 製綿工
場(HD)」(二)[初]

07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)

08:00  【中国を知る】
 巨大建造物：中国の高機能タワー

(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３「スターリング･モス現る（HD）」

(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#5 空中衝突」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#6 太平洋上空でのパ

ニック（HD）」(二)[初]

15:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐ
キリストの墓（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「死の鉄道（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「木登りの法則
（HD）」(二)

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

19:00 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017(HD)(字)

20:00 世界の巨大工場５「ミシュラン
タイヤ(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断

（HD）」(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)

23:00 世界の巨大工場４「ドゥカティ
(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！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]

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4
地獄の1週間（HD）」(字)

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 歴史に残る武器・軍用品「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)

07:00 ザトウクジラ：神秘の世界
（HD）(二)[初]

08:00 潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017(HD)(字)

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「無駄吠えの原因（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「未知を
楽しむ（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「ケヴィン・スミス
(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「人をキャッチする法
則（HD）」(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(二)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)[初]

17:00 実録 アメリカン・マフィア「マフィ
ア・コミッション崩壊（HD）」(字)[初]

18:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

19:00  【中国を知る】
巨大建造物：究極の鉄道

(HD)(二)[初]

20:00 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)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック

（HD）」(字)

22:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」

(字)

23:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(字)[初]

24:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）(字)

25:00 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)

26:00 イエス・キリストと7つの謎（HD）
(二)[初]

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「２人の赤ん坊の運命（HD）」

(字)[初]

05:00 ミステリーツアー：ダイオウイカ
(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「#5
マルコ・ポーロは実在しない？(HD)」

(二)[初]
07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「サンタが贈るレンジローバー
（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクスプローラー「遺伝子疾患
研究の光明（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（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
「ギャングが愛したウィンチェスター

（HD）」(字)[初]
14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

15:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「泥水
にはまった雪上車（HD）」(二)

17:00 プーチン大統領が語る世界
「#3（HD）」(字)[初]

18:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)

19:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)

20:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

21:00 スター・トーク３「SFと国防
(HD)」(字)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「未知を
楽しむ（HD）」(二)

23:00 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]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー

ク1（HD）」(二)[初]

25:00 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)

26:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(二)

27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ドローンの行く末（HD）」

(二)[初]
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【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ナショジオ フロントライン】

【宇宙アワー】

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

【シャーク・マンデー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン

(HD)」(二)[初]

05:00 謎の古代文明　猿神王国を
求めて（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「意外と知らな
い自然の力（HD）」(字)[初]

07:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#1 竜
巻警報発令！(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 イエス・キリストと7つの謎（HD）
(二)

11:30 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#5 計器異常」(二)[初]

14:00 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]

15:00 新　衝撃の瞬間「神戸を襲っ
た大震災(HD)」(字)[初]

15:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

16:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「寄宿
舎での宝探し(HD)」(二)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)[初]

19:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第一章：移動するために生まれて

(HD)」(字)[初]

20:00 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)

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 8（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（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)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)

27:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン

(HD)」(二)

04:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（HD）」(字)[初]

05:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「木登りの法則
（HD）」(二)

07:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)

08:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 LA 92（HD）(二)[初]

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)

13:00 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！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]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「キン
グス・クロス地下鉄火災（HD）」

(二)[初]

16:00 プーチン大統領が語る世界
「#1（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 歴史に残る武器・軍用品
「ギャングが愛したウィンチェスター

（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)[初]

19:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第二章：命をつなげるために(HD)」

(字)[初]

20:00 新 潜入！北朝鮮（HD) (字)

21:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)[初]

22:00 プーチン大統領が語る世界
「#3（HD）」(字)

23:00 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（HD）」(字)[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)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

27:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（HD）」(字)

04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

05:00 秘められた旧約聖書の謎
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「決死の消火活動（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活「天空の
古都へ（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ダイアナ妃の告白（HD）
(字)[初]

11:30 スター・トーク３「ケイティ・クリッ
ク ペンと科学(HD)」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#8 大韓航空8509便

(HD)」(二)

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)

16:00 プーチン大統領が語る世界
「#2（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「未知の
領域（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(字)

05:00 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「船を止める法則
（HD）」(二)[初]

07:00 イエネコ：野生の光（HD）
(二)[初]

17:30 あなたの知らない世界史「#7
極悪非道！切り裂きジャック（HD）」

(二)[初]
18:00 美しき海：破壊にピリオドを

（HD）(字)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

11:30 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

23:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

24:00 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)

19:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)[初]

20:00 【新】タイタニック号:最後の謎に
迫る（HD）(字)[初]

21:00 タイタニック号　隠された火災
（HD）(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」(二)[初]

13:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173便

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(字)

16:00 プーチン大統領が語る世界
「#3（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「音と炎の波
（HD）」(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5
基礎訓練 最終関門へ（HD）」

(字)[初]

05:00 死と意識の謎(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#7 巨大
ビール工場(HD)」(二)[初]

07:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

08:00 【中国を知る】
巨大建造物：究極の鉄道(HD)(二)

18:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)[初]

19:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第四章：食うか食われるか(HD)」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

11:30 タイタニック号:最後の謎に迫る
（HD）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#6 ニューヨーク上空」

(二)[初]

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#8 アメリカン･イーグル航

空4184便（ＨＤ）」(二)[初]

25:00 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)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「断崖の恐怖（HD）」

(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「巨大
ダンプトラック（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック

（HD）」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身（HD）」

(字)[初]

19:00 昆虫の驚くべき世界（HD）
(字)[初]

21:00 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]

22:00 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]

23:00 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)

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)[初]

15:00 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（HD）」(字)

16:00 プーチン大統領が語る世界
「#4（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「人をキャッチする法
則（HD）」(二)

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

24:00 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]

25:00 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]

26:00 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]

27:00 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]

04:00 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]

05:00 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]

06:00 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]

07:00 インフォメーション (日)

07:30 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)

08:00 世界大自然紀行：カリブ海諸
島（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２「問題犬コンビ（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 土星探査機カッシーニ：最後の
ミッション（HD）(字)[初]

12:00 スター・トーク３「SFと国防
(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

19:00 【中国を知る】
中国 610メートルのテレビ塔（HD）

(二)[初]

21:00 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]

22:00 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]

23:00 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]

13:30 バ科学4「空中ブランコの法則
（HD）」(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「総統大本営（HD）」(二)

16:00 新 潜入！北朝鮮（HD) (字)

17:00 実録 アメリカン・マフィア「混沌
を統べる者（HD）」(字)[初]

18:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 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]

27:00 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]

04:00 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]

05:00 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]

06:00 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]

07:00 インフォメーション (日)

07:30 あなたの知らない世界史２「#6
空想？実話？ゾロの伝説(HD)」

(二)[初]
08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 不死身の怪物：ティラノサウル
スの秘密 特別版（HD）(日)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

24:00 古都：京都(HD)(二)[初]

25:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「天空都市マチュ・ピチュ（HD）」

(字)[初]

13:30 歴史に残る武器・軍用品「貴
族の銃（HD）」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「サンタが贈るレンジローバー

（HD）」(二)

15:00 ダイアナ妃の告白（HD）(字)

17:00 プーチン大統領が語る世界
「#4（HD）」(字)

18:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)

19:00 タイタニック号:最後の謎に迫る
（HD）(字)

11

12

13

10

26:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)[初]

27:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

20:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

21:00 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)

22:00 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)

23:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」(二)

20

21

17

18

19

14

15

16
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20:00 世界の巨大工場５「LEGOブ
ロック(HD)」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)

20:55ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#1」
（HD）(日)

20:55ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#2」
（HD）(日)

09:30 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)

[初]

09:30 ジェームズ・キャメロンと探るタイ
タニックの謎(HD)(字)

[初]

11:25 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)

11:25 ナショジオ　オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

4

5

6

7

8

9

22

23

24

25

26

27

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

年末特集
メーデー！最新シーズン⼀挙放送 カー・SOS 最新シーズン⼀挙放送 世界遺産

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf

