
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 12月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
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400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630
バ科学2、

雑学サイエンス
世界何でもデータブック、

バ科学4
リスクを見抜け！
デンジャー解析

バ科学3 廃墟お宝ハンター 歴史に残る武器・軍用品 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 バ科学4 歴史に残る武器・軍用品 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

海に浮かぶ病院 アフリカ･マーシー

スーパーカー大改造
→ダイアナ妃の告白（31日 ～17：00）

台湾特殊部隊:フロッグマンロング・ロード・ホーム

武士道と日本刀、
ヒトラーの殺人部隊、
ナチス第2SS装甲師団

ダス・ライヒ

武士道と弓矢、
ザ・ステイト ～虚像の国

アドルフ・ヒトラー
帝国を築くまで、
第一次世界大戦

アメリカ参戦の真実、
密着！密輸阻止の現場：

ＪＦＫ国際空港

ビッグ・キャット・ウィーク
究極の捕食者：トップ・キャット、タイガーマン、サベージ・キングダム:残酷の王国、アフリカ～驚くべき種の進化～２、

百獣の王に認められた男、因縁の対決：ライオン vs バッファロー、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、
因縁の対決：猫 vs 犬、ライオン対カバ 水辺の攻防戦、ライオン・レンジャー、イエネコ：野生の光、大型ネコ科：驚愕の能力

Dr.K エキゾチック動物専門医、
PHOTO ARK：動物の箱舟

潜入！暗黒産業 ～闇ビジネスの覇者たち、同じ日に生まれた４つの命、第二次世界大戦の潜水艦、ナチスに残る都市伝説の真相、オサマ・ビンラディン殺害の真実、仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎、
知られざるUFOの謎、イースター島：祖先の謎、ミステリーツアー：ダイオウイカ、サッダーム・フセイン 真実の姿、秘められた旧約聖書の謎、カリブ海に沈む海賊都市の謎、死と意識の謎

日本軍の極秘潜水艦、
魔女狩りマニュアル、

ドイツ軍が沈めた客船の謎、
謎の古代文明

猿神王国を求めて

無情の海域 ～沈みゆく真実を追う
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

→インフォメーション
→あなたの知らない世界史２

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！：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！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！９：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！５：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

世界の巨大工場４

ナチス・ドイツの巨大建造物
→ナチス・ドイツの巨大建造物2

 ロング・ロード・ホーム（2日 ～16：00）

世界の巨大工場２

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２

宇宙アワー
コスモス:時空と宇宙「電気に魅せられた少年」

/コスモス:時空と宇宙「永遠の命」
/コスモス:時空と宇宙「解き放たれた世界」

/コスモス:時空と宇宙「未知を楽しむ」
/土星探査機カッシーニ：最後のミッション

エクスプローラー

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３、

ジェームズ・キャメロンと探る
タイタニックの謎
（29日 ～11：25）

アラスカの最強メカニック、
タイタニック号:最後の謎に迫る

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界、

新 潜入！北朝鮮

スター・トーク３、
潜入！台北ユニバーシアード

競技大会 2017

ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

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２

インフォメーション

エクスプローラー
→ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

→不死身の怪物：ティラノサウルスの秘密 特別版

中国を知る
メガブリッジ、

中国、白人ミイラの謎、
解明！中国兵馬俑の謎、

巨大建造物：
中国の高機能タワー、

巨大建造物：究極の鉄道

世界大自然紀行：北アメリカ
→潜入！台北ユニバーシアード競技大会 2017

→世界大自然紀行：カリブ海諸島

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：
オーストラリア、

失われたアトランティス
大陸を求めて

（28日 ～11：25）

ロング・ロード・ホーム

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、

ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編

世界大自然紀行：ガラパゴス、
ロシア：氷に隠された

自然の神秘、
世界大自然紀行：ハワイ

宇宙アワー
ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#1」
/スター・トーク３「伝説のNBAプレーヤー」

/ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#2」
/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」

/スター・トーク３「ケイティ・クリック ペンと科学」
/スター・トーク３「ケヴィン・スミス」

/スター・トーク３「SFと国防」

世にも奇妙な深海の魔物たち、
飛ぶヘビ!?飛ぶサル!?

飛ぶカエル!?、
潜入！台北ユニバーシアード

競技大会 2017、
スゴ腕どうぶつドクター２

ナショジオ フロントライン（4日～20日）
史上最悪の地球の歩き方７、実録 アメリカン・マフィア、

密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、密着！国境警備の戦い:番外編

イエス・キリストと7つの謎（25日 ～11：30）、LA 92（26日 ～11：30）、ダイアナ妃の告白（27日 ～
11：30）

旧ソ連の怪奇ファイル、
プリズン・ブレイク 真実の物語

インフォメーション

アメリカ～国立公園を巡る旅生き抜け！原始生活

地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（2日 ～6：00）
→日本軍の極秘潜水艦

→ナチス潜水艦U-745の謎
→地獄の地図　悪しき魂が集う闇（23日 ～6：00）

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

インフォメーション

インフォメーション

進化する巨大ナマズ
→地球：45億年物語 特別版（9日 ～9：00）

→地下6400キロの旅 特別版（16日 ～9：00）
→ザトウクジラ：神秘の世界

→インフォメーション
→歴史に残る武器・軍用品

解剖でわかる動物たちの謎２
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

世界大自然紀行：ニッポン、
潜入！台北ユニバーシアード

競技大会 2017、
PHOTO ARK：動物の箱舟

スーパーカー大改造、
ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編

潜入！台北ユニバーシアード競技大会 2017
→サベージ・キングダム:残酷の王国「城を守るヒョウ

ロング・ロード・ホーム衝撃の瞬間６衝撃の瞬間～番外編～

衝撃の瞬間５、
潜入！ロシアの

凶悪受刑者たち、
新　衝撃の瞬間



1600 1600

1630 1630

1700 1700

1730 解体トレジャーハンター 歴史に残る武器・軍用品 あなたの知らない世界史 雑学サイエンス
バ科学2、
バ科学4
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アラスカの最強メカニック

ブレイクスルー:科学革命の夜明け 2

年末特集　世界遺産（31日）
アメリカ～国立公園を巡る旅「ヨセミテ国立公園」

ダイヤモンドと金塊と銃
→ロング・ロード・ホーム（10日 ～28：00）

年末特集　世界遺産（31日）
世界大自然紀行：アゾレス諸島

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！１２：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！１０：航空機事故の真実と真相

地球を襲う宇宙の嵐

アラスカの最強メカニック

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！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

ロング・ロード・ホーム、ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏、戦闘ヘリの限界に挑む！、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、世界の巨大工場、潜入！台北ユニバーシアード競技大会 2017、

生きもの地球大紀行、昆虫の驚くべき世界

戦闘ヘリの限界に挑む！、
ナチス政権 最後の日々、

ナチス第2SS装甲師団
ダス・ライヒ

終戦への階段、
ロング・ロード・ホーム

ザ・ステイト ～虚像の国

アドルフ・ヒトラー
帝国を築くまで、
第一次世界大戦

アメリカ参戦の真実、
密着！密輸阻止の現場：

ＪＦＫ国際空港

スーパーカー大改造、
ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車

世界大自然紀行：ガラパゴス、
ロシア：氷に隠された

自然の神秘、
世界大自然紀行：ハワイ

サベージ・キングダム:
残酷の王国、

アメリカ～国立公園を巡る旅

世界の巨大工場３、
世界の巨大工場６、
世界の巨大工場５、
世界の巨大工場４

Dr.K エキゾチック動物専門医、
PHOTO ARK：動物の箱舟

エクスプローラー

サッダーム・フセイン 真実の姿、
プーチン大統領が語る世界

エクスプローラー

スター・トーク３

年末特集　世界遺産（31日）
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」

ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編、

密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4

ロング・ロード・ホーム

ナチス政権 最後の日々、
新 潜入！北朝鮮、

英国情報部 VS ナチス
～極秘盗聴作戦～、

タイタニック号:最後の謎に迫る

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

年末特集
メーデー！最新シーズン

一挙放送
（29日 ～翌7：00）
メーデー！１５：

航空機事故の真実と真相

ロング・ロード・ホーム、
サッダーム・フセイン 真実の姿、

密着！ニューヨーク市警
テロ対策特殊部隊、
新 潜入！北朝鮮

世界の巨大工場６、
世界の巨大工場５、
ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編

囚われし者たち～戦火の絆
→新 潜入！北朝鮮

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

年末特集　世界遺産（31日）
古都：京都

ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編
→潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版

→PHOTO ARK：動物の箱舟

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「組織の親玉を挙げろ！」

/密着！国境警備の戦い:番外編「国境警備犬Ｋ９」
/密着！国境警備の戦い:番外編「密入国者の大追跡」

/密着！国境警備の戦い:番外編「カリブ海での水際作戦」

台湾特殊部隊:フロッグマン

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

年末特集　世界遺産（31日）
世界大自然紀行：ハワイ「炎の島」

ナショジオ フロントライン
レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～（2日 ～19：

00）
/実録 アメリカン・マフィア「ドニー･ブラスコ作戦」

/実録 アメリカン・マフィア「血の応酬」
/実録 アメリカン・マフィア「マフィア・コミッション崩壊」

/実録 アメリカン・マフィア「混沌を統べる者」

ロング・ロード・ホーム（2日 ～25：00）

スーパーカー大改造、
→空母ロナルド・レーガンの最新構造

→ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏
→ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

ナショジオ サンデー ストーリー
新 潜入！北朝鮮

/ライバルが暴く 真実と秘密「ウラジーミル・プーチン」
/旧ソ連の怪奇ファイル「パート1」
/旧ソ連の怪奇ファイル「パート2」

ナショジオ サンデー ストーリー
地球：45億年物語 特別版（3日 ～20：50）

/ライバルが暴く 真実と秘密「ドナルド・トランプ」
/ライバルが暴く 真実と秘密「サッダーム・フセイン」

/ロシア：氷に隠された自然の神秘
/タイタニック号:最後の謎に迫る

水と権力、
新 潜入！北朝鮮

衝撃の瞬間５、地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（5日 ～28：00）、衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間４、
仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎

トップ・ギア シーズン3

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

中国を知る
中国、白人ミイラの謎

/解明！中国兵馬俑の謎
/巨大建造物：中国の高機能タワー

/巨大建造物：究極の鉄道
/中国 610メートルのテレビ塔

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

年末特集
カー・SOS 最新シーズン一挙放送

（30日 ～翌7：00）
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ナショジオ サンデー ストーリー
ロング・ロード・ホーム（～19：00）
/プーチン大統領が語る世界「#1」
/プーチン大統領が語る世界「#2」
/プーチン大統領が語る世界「#3」
/プーチン大統領が語る世界「#4」

コスモス:時空と宇宙

年末特集　世界遺産（31日）
アメリカ～国立公園を巡る旅「イエローストーン国立公園」

グレート・ヒューマン～人類をたどる旅
→イエス・キリストと7つの謎（23日 ～28：00）

メーデー！１０：航空機事故の真実と真相

年末特集　世界遺産（31日）
徹底スキャン:世界の歴史建造物「天空都市マチュ・ピチュ」

シャーク・マンデー
シャーク・アレイ～

イワシの大群を狙え！、
人食いザメがやってきた

ナショジオ　オープン
キャンパス:宇宙編

ビッグ・キャット スペシャル（6
日）

初公開！知られざる
夜のライオン

PHOTO ARK：動物の箱舟

ヒトラーの殺人部隊、
ナチス・ドイツの巨大建造物、
タイタニック号　隠された火災

ビッグ・キャット・ウィーク
タイガーマン、サベージ・キングダム:残酷の王国、

ライオン・レンジャー

ビッグ・キャット・ウィーク
（7日、21日、28日）

百獣の王に認められた男、
ライオン対カバ 水辺の攻防戦、

大型ネコ科：驚愕の能力

潜入！台北ユニバーシアード
競技大会 2017

願いの海:
水中に広がる美しき宝、

スター・トーク３、
ミッション・クリティカル、

美しき海：破壊にピリオドを

世界の巨大工場
→レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～

→忍び寄る超巨大地震の恐怖
→ヒトラーの殺人部隊

→ナチス政権 最後の日々

クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界、ナチス・ドイツの巨大建造物2、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4、ライバルが暴く 真実と秘密、プーチン大統領が語る世界

インフォメーション


