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(ET) 月曜日 2018/01/01 火曜日 2018/01/02 水曜日 2018/01/03 木曜日 2018/01/04 金曜日 2018/01/05 土曜日 2018/01/06 日曜日 2018/01/07 (ET)

※最新の番組表はこちら

16:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「香港戦（HD）」

(字)[初]
16:30 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「台湾戦（HD）」

(字)[初]
17:00 インフォメーション (日)

24

25

26

27

20:05 火星探査～生命の存在
（HD)(字)[初]

20:00 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#2」
（HD）(日)[初]

25:00 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]

26:00 東日本大震災～地震と津
波、その瞬間～(HD)(字)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン

ジャー部隊（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場５「ボーイング
747(HD)」(二)[初]

4

5

6

7

8

9

4

5

6

18:00 ローバーが魅せる火星の秘密
（HD）(二)[初]

19:55 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#1」
（HD）(日)[初]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

04:00 ヴェルサイユ宮殿(HD)(二)[初]

05:00 日本:富士山（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「爆発と粉砕
（HD）」(字)[初]

07:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「金採掘大作戦（HD）」(二)[初]

08:00 日本縦断　知られざる野生天
国（ＨＤ）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 不死身の怪物：ティラノサウル
スの秘密 特別版（HD）(日)[初]

10:30 CIA極秘ファイル：エリア51 特
別版（HD）　(日)[初]

11:30 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(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「#6 燃料漏れ」(二)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故（HD）」(二)[初]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

16:00 【新】目指せ！ザ・カリスマ・ドッ
グトレーナー:アジア編「シンガポール戦

（HD）」(字)[初]
16:30 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「バンコク戦（HD）」

(字)[初]
17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)[初]

19:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（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）」(二)[初]

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)[初]

24:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)[初]

25:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)[初]

27:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)[初]

04:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（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 バ科学4「人をキャッチする法
則（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「不穏な幕開け（HD）」(二)[初]

08:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

10:30 21世紀の最新鋭艦 特別版
(HD)(日)[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「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 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]

11:30 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)[初]

12:24 【新】中村獅童の予期せぬ旅
by Arteon(HD)(日)[初]

17:30 歴史に残る武器・軍用品「貴
族の銃（HD）」(字)[初]

18:00 ツタンカーメン～人を虜にする
秘密（HD）(二)[初]

20:00 【新】未来のエネルギー「アメリ
カ・ブラジル編（HD）」(二)[初]

21:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(二)[初]

22:00 プーチン大統領が語る世界「サ
イバー戦争と日本（HD）」(字)[初]

23:00 エクスプローラー「日本の人口
減少問題（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」

(二)[初]

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 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン

ジャー部隊（HD）」(二)[初]

05:00 スペース・ミステリー「エイリアンを
探せ！(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「氷河観光にはご用心（HD）」

(二)[初]

07:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「援軍登場！（HD）」(二)[初]

08:00 生き抜け！原始生活「サハラ
砂漠　灼熱の大地（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 武士道と日本刀 特別版
(HD)(日)[初]

10:30 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃」特別版(HD)(日)[初]

11:30 スター・トーク３「ケヴィン・スミス
(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「#9 パシフィック・サウスウ

エスト航空182便(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

16:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「準決勝 １戦目

（HD）」(字)[初]
16:30 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「準決勝 ２戦目

（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「#8
エドワード５世　蒸発の謎（HD）」

(二)[初]
18:00 氷河崩壊！地球に迫る危機

（HD）(字)[初]

19:00 地球が壊れる前に（HD）
(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ヴェネツィア
（HD）(二)[初]

23:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」

(字)[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！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、
最後の飛行（HD）」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「死の谷
（HD）」(字)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(字)[初]

05:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「テーブルを跳び越え
る法則（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「成功への道のり（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 NASA盗難事件 狙われた月
の石 特別版(HD)(日)[初]

10:30 ４億ドルの巨大エメラルド 特別
版(HD)(日)[初]

11:30 世界大自然紀行：ヴェネツィア
（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「ホッケーチームの悲劇

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(字)

16:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」

(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「水と金属で爆
発実験（HD）」(字)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（HD）」(二)[初]

22:00 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]

23:00 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]

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]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6
専門課程訓練（HD）」(字)[初]

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 廃墟お宝ハンター「#8 オイル・
シティの秘宝(HD)」(二)[初]

07:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「勝利は誰の手に？（HD）」(二)[初]

08:00  【中国を知る】
中国 610メートルのテレビ塔（HD）

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 植物だって生きている 特別版
(HD)(日)[初]

10:30 宇宙から見る人類の歩み 特
別版（HD）(日)[初]

11:30 未来のエネルギー「アメリカ・ブ
ラジル編（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#8 紛争地域での墜落

（HD）」(二)[初]

15:00 エクスプローラー「日本の人口
減少問題（HD）」(字)

16:00 人と犬の歴史(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「空中ブランコの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 失われたアトランティス大陸を
求めて（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]

23:00 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

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)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

22:00 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)[初]
22:54 中村獅童の予期せぬ旅 by

Arteon(HD)(日)

27:00 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]

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 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「世紀の激戦（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
「ギャングが愛したウィンチェスター

（HD）」(字)[初]
07:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ

デルS（HD)」(二)[初]

08:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（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「禁じられた厄介者（HD）」

(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

12:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(HD) (二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「テーブルクロス引きの
法則（HD）」(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(二)

15:00 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]

16:00 LA 92（HD）(二)[初]

18:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

19:00  【中国を知る】
中国サーカス：エリート(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)[初]

22:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐ
キリストの墓（HD）」(字)[初]

21:00 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]
21:54 中村獅童の予期せぬ旅 by

Arteon(HD)(日)

23:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(字)[初]

24:00 プーチン大統領が語る世界
「少年から大統領へ（HD）」(字)[初]

25:00 プーチン大統領が語る世界「ス
ノーデン事件を語る（HD）」(字)[初]

26:00 プーチン大統領が語る世界
「近隣諸国との関係（HD）」(字)[初]

27:00 プーチン大統領が語る世界「サ
イバー戦争と日本（HD）」(字)

04:00 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]

05:00 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[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「#7
女教皇ヨハンナの謎(HD)」(二)[初]

07:00 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]

18:00 新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

08:00 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]

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「牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」

(字)[初]

22:00 地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な
砂じん嵐（HD）」(二)[初]

20:55 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#1」
（HD）(日)

21:00 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#2」
（HD）(日)

21:05 スター・トーク３「人気歌姫 ケイ
ティ・ペリー(HD)」(字)[初]

19:00 ラスト・ライオン(HD)(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ

ア（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「特
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)[初]
14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「復活のロードスター（HD）」
(二)[初]

15:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

16:00 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]

20:30 世界何でもデータブック「身近
な宇宙（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(二)[初]

27:00 石器時代のセックス
(HD)(二)[初]

10

11

12

13

14

15

16

23
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17

18

19

20

21

22

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット スペシャル】

【宇宙アワー】

【⼀攫千⾦！ゴールドラッシュ ⼀挙放送】

【 戌年スペシャル ⽬指せ！ザ・カリスマ・ドッグトレーナー:アジア編 ⼀挙放送】

【 ジーニアス ⼀挙放送】

【 プーチン⼤統領が語る世界 ⼀挙放送】

【 今を読み解く、過去の歴史】

【名声優で楽しむ特別編 ⼀挙放送】

世界遺産

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2018/01/08 火曜日 2018/01/09 水曜日 2018/01/10 木曜日 2018/01/11 金曜日 2018/01/12 土曜日 2018/01/13 日曜日 2018/01/14 (ET)

※最新の番組表はこちら

21:00 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]
21:54 中村獅童の予期せぬ旅 by

Arteon(HD)(日)

23:00 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]
23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by

Arteon(HD)(日)

25

2626:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)

24:00 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)

25:00 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)

26:00 未来のエネルギー「アメリカ・ブ
ラジル編（HD）」(二)
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25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇

（HD）」(二)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ナ
イトホーク（HD）」(字)[初]

14:00 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]

15:00 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)

16:00 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)[初]

27:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

19:00 チンギス・ハーンの墓を求めて
（HD）(二)[初]

20:00 ホーキング博士のジーニアス
「命とは何か？(HD)」 (字)[初]

21:00 スター・トーク３「海の神秘と不
思議(HD)」(字)[初]

22:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の
大嵐（HD）」(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「憧れのコルベット・スティングレイ

（HD）」(二)[初]

17:00 【新】アフガニスタンの英雄 最
後の勇士（HD）(字)[初]

18:00 フィデル・カストロ：真実の記録
(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「紙一重の命（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクスプローラー「日本の人口
減少問題（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

27:00 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（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 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「パリ解放（HD）」(字)[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「#8
独裁者ヒトラー誕生秘話(HD)」

(二)[初]
07:00 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]

08:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

18:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「隠れ家 急襲作戦（HD）」

(字)[初]

19:00 【中国を知る】
中国サーカス：氷上(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)[初]

21:00 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]

22:00 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（HD）」(字)

23:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「乗馬の法則（HD）」
(二)[初]

14:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(二)

15:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

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 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

08:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（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「所構わず大騒ぎ（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「人気歌姫 ケイ
ティ・ペリー(HD)」(字)

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！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便

（HD）」(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「高速道路へ
の墜落(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6
専門課程訓練（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 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「必死の守り（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「貴
族の銃（HD）」(字)

07:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

18:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）(字)[初]

19:00 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)

20:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場４「フォードF-
150(HD)」(二)[初]

13:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト

706便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#9 方向感覚の喪失」

(二)[初]

15:00 エクスプローラー「オクラホマの家
畜泥棒（HD）」(字)

16:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「テーブルクロス引きの
法則（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
中国サーカス：エリート(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「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)[初]

10:30 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)

11:30 未来のエネルギー「中国・アフリ
カ編（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地
帯墜落事故(HD)」(字)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル

（HD）」(二)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7
選ばれし精鋭たち（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「いばらの冠(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「#9 ゴースト
タウン(HD)」(二)[初]

07:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

18:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「安全第一（HD）」

(二)[初]

21:00 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]

22:00 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)

23:00 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)[初]

13:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」(二)

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」

(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「燃焼の科学
（HD）」(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「凶暴犬は手に負えない？

（HD）」(字)[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「ウォンバットの王国（HD）」(二)[初]

10:30 クロコダイル・キング(HD)
(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故（HD）」(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)

26:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコ
のガス爆発(HD)」(字)

27:00 ロング・ロード・ホーム「選択
（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(字)

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 バ科学3「相撲の法則（HD）」
(二)[初]

07:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)[初]

18:00 タイタニック号:最後の謎に迫る
（HD）(字)[初]

19:00 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)

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 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]

22:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)[初]

23:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件（HD)」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの秘密兵器（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「#9
ダ・ヴィンチは本当にすごい人?（HD）」

(二)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」(字)[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「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)[初]

11:30 スター・トーク３「SFと国防
(HD)」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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)[初]

25:00 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]

26:00 新　衝撃の瞬間「神戸を襲っ
た大震災(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル

（HD）」(二)[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 リスクを見抜け！デンジャー解
析「カーブは運命の分かれ道（HD）」

(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)

20:00 未来のエネルギー「中国・アフリ
カ編（HD）」(二)[初]

21:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(二)[初]

22:00 【新】ロング・ロード・ホーム:真
実のヒーロー （HD）(字)[初]

23:00 エクスプローラー「オクラホマの家
畜泥棒（HD）」(字)[初]

13:00 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]

14:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡

(HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの防衛線（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「特
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（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「マフィ
ア・コミッション崩壊（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「ロシアのバイ

カー･ギャング（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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)[初]

25:00 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]

26:00 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]

27:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」

(二)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]

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4「空中ブランコの法則
（HD）」(二)

07:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)

18:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

22:00 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]

23:00 サメの生態 TOP10（HD）
(字)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

15:00 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)[初]

15:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコ
のガス爆発(HD)」(字)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの隠れ家（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「マッス
ルカー・マンション(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
「海賊に拉致されたカップル（HD）」

(字)[初]

10:30 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「バカルディ
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#1 奇跡の大脱出

（HD）」(二)[初]

04:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」

(二)[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 雑学サイエンス「熱と氷の秘密
（HD）」(字)[初]

07:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#2 見
習い獣医の奮闘記(HD)」(二)[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

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

【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

【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】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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08:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

08:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Arteon(HD)(日)

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 10（HD）」(字)[初]

21:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Arteon(HD)(日)

27

18

19

20

21

22

23

4

5

6

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月

11

12

7

8

24

16

17

13

14

27:00 セックスの秘密「政治とセックス
（HD）」(二)[初]

26:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(二)

15:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「巨大
ダンプトラック（HD）」(二)[初]

17:00 謎の巨大肉食恐竜（HD）
(二)[初]

9

25

15

10

26

21:00 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]

22:00 地球を襲う宇宙の嵐「危険な
太陽風（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」(二)

18:00 恐竜：衝撃の新事実
(HD)(二)[初]

19:00 不死身の怪物：ティラノサウル
スの秘密 特別版（HD）(日)

20:00 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（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「オクラホマの家
畜泥棒（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（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「幻
の護身用ピストル（HD）」(字)[初]

14:00 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)

26:00 未来のエネルギー「中国・アフリ
カ編（HD）」(二)

27:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」

(二)[初]

05:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「死（HD）」

(字)[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「#9
偉大な軍司令官サラディン(HD)」

(二)[初]
07:00 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)

08:00 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)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サメの生態 TOP10（HD）(字)

20:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)

21:00 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]

22:00 エクスプローラー「日本の人口
減少問題（HD）」(字)

23:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(字)[初]

24:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)

15:00 オサマ・ビンラディン殺害の真実
(HD) (字)[初]

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]

17:00 潜入！暗黒産業「セックスを
売る者たち（HD）」(二)[初]

18:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「陸海空の連携プレー（HD）」

(字)[初]

19:00  【中国を知る】
フード・スクール:中国（HD）(字)[初]

19:30  【新】黄河と長江 いにしえの
文化を訪ねて 2「#1（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「海の神秘と不
思議(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「顔面ケーキの法則
（HD）」(二)[初]

14:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7
選ばれし精鋭たち（HD）」(字)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「終わりなき地獄（HD）」

(二)[初]

05:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「自由（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「特
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)
07:00 世界の巨大工場７「マスタング

（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「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場５「リアジェッ
ト(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(二)[初]

15:00 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（HD）」(字)

16:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「乗馬の法則（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)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

09:30 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]

10:30 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)

11:30 未来のエネルギー「ヨーロッパ編
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「クロスエア498便（HD）」

(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦

（HD）」(二)

04:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

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 廃墟お宝ハンター「#10 カスタ
ムカー天国(HD)」(二)[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  【中国を知る】
中国サーカス：氷上(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「ライバル会社との共同作

業（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

22:00 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)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

23:00 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]
23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by

Arteon(HD)(日)

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(字)

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「圧力の魔法
（HD）」(字)[初]

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)[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「コアラの棲む森（HD）」(二)[初]

10:30 カンガルーの裏の顔（HD）
(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（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「エチオピア航空409便

（HD）」(二)

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「天国と呼
ばれた場所（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(字)

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリスト磔刑の謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「滝を下る法則
（HD）」(二)[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 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」

(字)[初]

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

19:00 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)

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 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（HD）」(二)[初]

23:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没（HD)」(二)[初]

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

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「#10
仮面の男とスキャンダル（HD）」

(二)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」(字)[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「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(二)

11:30 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「自由（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇

跡（ＨＤ）」(二)[初]

25:00 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]

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

26:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦

（HD）」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ギョベクリ・テペ遺跡(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「炎のドラッグレース（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)

19:00 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)

20:00 未来のエネルギー「ヨーロッパ編
（HD）」(二)[初]

21:00 新 潜入！北朝鮮（HD）(字)

22:00 【新】ストーリー・オブ・アス
WITH モーガン・フリーマン「自由

（HD）」(字)[初]

23:00 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（HD）」(字)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 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 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS

（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「ナ
イトホーク（HD）」(字)

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（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「混沌
を統べる者（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「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)[初]

11:30 フィデル・カストロ：真実の記録
(HD)(字)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#1 大地への激突（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)[初]

27:00 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)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)[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 バ科学4「テーブルクロス引きの
法則（HD）」(二)

07:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)

18:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)[初]

19:00 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)

20:00 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]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)[初]

23:00 最強のハンター：サメ（HD）
(字)[初]

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)

15:00 新　衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)

15:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地
帯墜落事故(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 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「ホーム
ラン・ハウス(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
「フィリピンの武装組織（HD）」

(字)[初]

10:30 密着! エル・ドラド空港警察「コ
カイン密輸の手口（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「フリトレー
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#2 謎の白い光（HD）」

(二)[初]

04:00 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]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「吸血鬼(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「火薬で実験
（HD）」(字)[初]

07:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）(字)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#3 真
剣勝負(HD)」(二)[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

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

【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

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【絶滅危惧種を考える】

【絶滅危惧種を考える】

【ナショジオ フロントライン】

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

15:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)

15:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Arteon(HD)(日)

23:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Arteon(HD)(日)

24

25

24:00 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)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便

（HD）」(二)

20:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場５「新型ヘリ
コプターAW139(HD)」(二)[初]

26

27

20:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

18

19

20

21

22

2323:00 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]

4

5

6

7

8

9

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月

15

16

17

12

13

14

10

11

26:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

16:00 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（HD）」(二)

17:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

19:00 驚異のアリ帝国(HD)(二)[初]

20:00 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？

(HD)」(字)[初]

21:00 スター・トーク３「星と天測航法
(HD)」(字)[初]

22:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「自由（HD）」(字)

11:00 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 廃墟お宝ハンター「#1 フィラデ
ルフィアAME教会(HD)」(二)[初]

14:00 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)

27:00 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 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)

26:00 未来のエネルギー「ヨーロッパ編
（HD）」(二)

19:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 2「#3（HD）」(字)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」

(二)[初]

05:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン「終焉（HD）」

(字)[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
「#10 もうひとつのタージ・マハル(HD)」

(二)[初]
07:00 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)

08:00 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)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 南太平洋の島探検「いざ 南
太平洋へ（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

21:00 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]

22:00 エクスプローラー「オクラホマの家
畜泥棒（HD）」(字)

23:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)[初]

17:00 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

19:00  【中国を知る】
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて

2「#2（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

12:00 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)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学4「リンボーダンスの法則
（HD）」(二)[初]

14:00 地上の地獄：シリア崩壊とISIS
の台頭（HD）(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故(HD)」(二)[初]

27:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

05:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「平和（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「ナ
イトホーク（HD）」(字)

07:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

08:00 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]

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「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)

21:00 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]

22:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)

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]

15:00 エクスプローラー「インド 同性愛
が禁じられた国（HD）」(字)

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学4「顔面ケーキの法則
（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)[初]

19:00 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)

09:30 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]

10:30 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)

11:30 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空

255便 (HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「英軍精鋭部隊　空からの強襲

（HD）」(二)[初]

04:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(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「#11 スパタ
ウンに建つホテル(HD)」(二)[初]

07:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)

08:00  【中国を知る】
フード・スクール:中国（HD）(字)

08:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 2「#1（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「動かない事故車両

（HD）」(二)[初]

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

22:00 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)

23:00 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]

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)

25:00 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]

15:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(字)

16:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「運動エネル
ギー（HD）」(字)[初]

18:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」(二)

09:30 世界大自然紀行：カリブ海諸
島（HD）(二)[初]

10:30 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（HD）(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ナイル「王
者の川（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「サンタバーバラ航空518

便（HD）」(二)

14:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ

アーズ28便 (HD)」(二)[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)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「消え行く
希望（HD）」(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(字)

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 バ科学3「水と自転車の法則
（HD）」(二)[初]

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」(二)

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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)

20:00 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]

21:00 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)[初]

22:00 世界大自然紀行：ナイル「王
者の川（HD）」(二)[初]

23:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)

14:00 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]

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 完全再現！史上最強の軍隊
「ドイツｖｓアメリカ　バルジの戦い（Ｈ

Ｄ）」(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「#11
ビリー･ザ･キッドのプリズン・ブレイク

（HD）」(二)[初]

18:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」

(二)[初]

25:00 休止

04:00 休止

07:00 最強のライオン軍団(HD)(二)

08:00 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)

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「隠れ家 急襲作戦（HD）」(字)

10:30 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(二)

11:30 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「平和（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「#12 タカ航空110便

(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇

跡（ＨＤ）」(二)

22:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「平和（HD）」

(字)[初]

23:00 エクスプローラー「インド 同性愛
が禁じられた国（HD）」(字)[初]

24:00 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]

14:00 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 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」(二)

16:00 完全再現！史上最強の軍隊
「ソ連ｖｓドイツ　クルスクの戦い（Ｈ

Ｄ）」(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「幻
の護身用ピストル（HD）」(字)

18:00 最強のライオン軍団
(HD)(二)[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「灰の
中から蘇る一家（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「米国南部 本

当の真実（HD）」(字)[初]

11:30 南太平洋の島探検「いざ 南
太平洋へ（HD）」(字)

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「マンクス２　霧の７１００

便（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

27:00 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)

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
「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 バ科学4「乗馬の法則（HD）」
(二)

07:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)

08:00 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]

18:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#1 大地への激突（Ｈ

Ｄ）」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」(二)

21:00 【新】南太平洋の島探検「いざ
南太平洋へ（HD）」(字)[初]

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)[初]

23:00 魅惑のピトケアン諸島
(HD)(二)[初]

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)

15:00 新　衝撃の瞬間「高速道路へ
の墜落(HD)」(字)

15:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)

16:00 完全再現！史上最強の軍隊
「ドイツｖｓイギリス エル・アラメインの戦

い（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「農家
に残された骨董品(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
「カダフィ政権のアメリカ人捕虜（HD）」

(字)[初]

10:30 密着! エル・ドラド空港警察
「出入国審査官たちの奮闘（HD）」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「ドゥカティ
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

04:00 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]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ノアの大洪水(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「圧力の科学
（HD）」(字)[初]

07:00  PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#4 山
あり谷あり(HD)」(二)[初]
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17
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7
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9

4

5

6

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

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

【宇宙アワー】

【絶滅危惧種を考える】

【絶滅危惧種を考える】

【ナショジオ フロントライン】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「夢を見て
（HD）」(字)

20:00 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]

21:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：シベリ
ア（HD）(二)[初]

23:00 【新】驚愕！戦慄！野生動物
の決定的瞬間 総集編[#1 獲物の

反撃(HD)](二)[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]

25:00 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]

15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

16:00 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)

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「#12
リンカーン暗殺の黒幕（HD）」(二)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「陸海空の連携プレー（HD）」(字)

10:30 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

11:30 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「愛（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「#13 スカンジナビア航空

686便(HD)」(二)[初]

14:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(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 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部

隊（HD）」(二)[初]

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「縦列
駐車サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 キツネザルの島（HD）(二)

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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)

20:00 【新】アルカトラズに秘められた
謎（HD）(二)[初]

21:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)[初]

22:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「愛（HD）」

(字)[初]

23:00 エクスプローラー「ピエロは人気
者か嫌われ者か（HD）」(字)[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)[初]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)

16:00 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)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 世界何でもデータブック「犯罪
ビジネス（HD）」(二)[初]

18:00 【新】キツネザルの島（HD）
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)

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「知られざるパパ

ラッチの世界（HD）」(字)[初]

11:30 南太平洋の島探検「トンガ王
国の離島（HD）」(字)

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「ファーストエア６５６０便

（HD）」(二)[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]

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)

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（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 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「顔面ケーキの法則
（HD）」(二)

07:00 ジャイアントパンダ：繁殖への挑
戦（HD）(二)

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)

18:00 ジャイアントパンダ：繁殖への挑
戦（HD）(二)[初]

19:00 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)

20:00 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)

21:00 南太平洋の島探検「トンガ王
国の離島（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「最初の一歩（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)

15:00 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)

15:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)

16:00 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)

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「軽量
飛行機の発掘(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]

10:30 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「最新高速
列車AGV(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)

05:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「重力に逆らう
（HD）」(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#5 コ
ウモリに気をつけろ！(HD)」(二)[初]
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7
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秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

【絶滅危惧種を考える】

【絶滅危惧種を考える】

【ナショジオ フロントライン】

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

