
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 1月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28

400 400

430 430

500 500

530 530

600 600

630 雑学サイエンス バ科学4
リスクを見抜け！
デンジャー解析、

知って得するサイエンス
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

→廃墟お宝ハンター
1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

世界遺産（1日）
日本:富士山

ミステリーツアー：ダイオウイカ、スペース・ミステリー、サッダーム・フセイン 真実の姿、海底に沈んだミステリー、
 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２、怪奇現象Ｘファイル、世にも奇妙な深海の魔物たち、旧ソ連の怪奇ファイル

黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い
→ストーリー・オブ・アス WITH モーガン・フリーマン

カラーで見るノルマンディー上陸作戦
→ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン

一攫千金！ゴールドラッシュ　一挙放送（1日～5日）
一攫千金！ゴールドラッシュ

PHOTO ARK：動物の箱舟、因縁の対決：カバ vs ワニ

ビッグ・キャット・ウィーク（9日～12日、16日、17日）
ライオン・レンジャー、サベージ・キングダム:残酷の王国、捕食者の死闘：ライオンvsチーター、捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

絶滅危惧種を考える（18日～31日）
PHOTO ARK：動物の箱舟、ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、最強のライオン軍団、グレート･バリア･リーフ 生命の輝き、

世界大自然紀行：スリランカ、世界大自然紀行：コンゴ、ジャイアントパンダ：繁殖への挑戦、キツネザルの島

世界の巨大工場７
→中村獅童の予期せぬ旅 by Arteon

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
→ブガッティ・シロン 名車誕生の舞台裏

→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

日本縦断　知られざる野生天国、PHOTO ARK：動物の箱舟、生き抜け！原始生活、世界大自然紀行：地獄谷のニホンザル、
スゴ腕どうぶつドクター２、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、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

中国を知る
中国 610メートルのテレビ塔、

中国サーカス：エリート、
中国サーカス：氷上、

フード・スクール:中国、
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて 2

サベージ・キングダム:残酷の王国
→サメの生態 TOP10
→南太平洋の島探検

第二次世界大戦の潜水艦、新　衝撃の瞬間、衝撃の瞬間～番外編～、
衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間５

宇宙アワー
大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ

/スター・トーク３「人気歌姫 ケイティ・ペリー」
/スター・トーク３「海の神秘と不思議」

/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」

名声優で楽しむ特別編　一挙放送（1日～3日）
不死身の怪物：ティラノサウルスの秘密 特別版、潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版、

武士道と日本刀 特別版

ナショジオ フロントライン（8日～31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！国境警備の戦い:番外編、

潜入！NYマフィア捜査、潜入！暗黒産業

ロング・ロード・ホーム
ナチス・ドイツの巨大建造物2

→ロング・ロード・ホーム:真実のヒーロー
→オサマ・ビンラディン殺害の真実

 ロング・ロード・ホーム
→アフガニスタンの英雄 最後の勇士

→地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（27日 ～16：00）

世界の巨大工場４

世界の巨大工場２、
中村獅童の予期せぬ旅

by Arteon、
フィデル・カストロ：真実の記録、

南太平洋の島探検

インフォメーション

エクスプローラー

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（4日）
NASA盗難事件

狙われた月の石 特別版

世界大自然紀行：
オーストラリア、

世界大自然紀行：
カリブ海諸島

世界大自然紀行：ヴェネツィア、
世界大自然紀行：ナイル

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

スター・トーク３、
ストーリー・オブ・アス

WITH モーガン・フリーマン

インフォメーション

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

宇宙アワー
検証：UFO事件の新事実「ロズウェル事件」

/検証：UFO事件の新事実「テキサスUFO目撃事件」
/検証：UFO事件の新事実「三角形の飛行物体」

/検証：UFO事件の新事実「家畜の変死と宇宙人」

エクスプローラー

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（5日）

植物だって生きている 特別版

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（5日）

宇宙から見る人類の歩み
特別版

世界の巨大工場７

未来のエネルギー、
世界の飛行機大図鑑

メーデー！：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！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！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！４：航空機事故の真実と真相、

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（3日）
潜入！暗黒産業

「闇社会の銃」特別版

ロング・ロード・ホーム、
ロング・ロード・ホーム:

真実のヒーロー

インフォメーション
名声優で楽しむ特別編

一挙放送（4日）
４億ドルの巨大エメラルド

特別版

クロコダイル・キング、
カンガルーの裏の顔、

カリブ海に沈む海賊都市の謎

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（2日）

21世紀の最新鋭艦 特別版

クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界

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

名声優で楽しむ特別編
一挙放送（1日）

CIA極秘ファイル：
エリア51 特別版

密着! エル・ドラド空港警察

台湾特殊部隊:フロッグマン、
ノース・ブランチ刑務所：

ハイテク巨大施設の全貌、
厳重警備：刑務所内の闇取引

ロング・ロード・ホーム
大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

ザ・ステイト ～虚像の国、
囚われし者たち～戦火の絆

世界遺産（1日）
ヴェルサイユ宮殿

密着！密輸阻止の現場：
ＪＦＫ国際空港、

第二次世界大戦の潜水艦

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

スーパーカー大改造
→中村獅童の予期せぬ旅 by Arteon



1600 1600

1630 1630

1700 1700

1730

ジーニアス　一挙放送
（1日 ～19：00）

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン

解体トレジャーハンター

歴史に残る武器・軍用品、
世界何でもデータブック

あなたの知らない世界史
雑学サイエンス、
雑学サイエンス２

バ科学4 1730
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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（1日～4日）
目指せ！ザ・カリスマ・ドッグトレーナー:アジア編

人と犬の歴史、ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、ナチス巨大砲V3の謎、
戦闘ヘリの限界に挑む！、解体！F-4ファントム戦闘機、完全再現！史上最強の軍隊、

ロング・ロード・ホーム:真実のヒーロー、ナチスに残る都市伝説の真相

インフォメーション

ツタンカーメン～人を虜にする秘密（2日 ～20：00）、氷河崩壊！地球に迫る危機、ローバーが魅せる火星の秘密（4日 ～19：55）、
失われたアトランティス大陸を求めて（5日 ～20：00）、タイタニック号:最後の謎に迫る、因縁の対決：カバ vs ワニ

ビッグ・キャット・ウィーク（8日、9日、11日、15日、16日）
ライオン・レンジャー、サベージ・キングダム:残酷の王国、捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

絶滅危惧種を考える（17日～31日）
PHOTO ARK：動物の箱舟、ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、最強のライオン軍団、グレート･バリア･リーフ 生命の輝き、世界大自然紀行：スリランカ、

世界大自然紀行：コンゴ、ジャイアントパンダ：繁殖への挑戦、キツネザルの島、ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン

メーデー！１３：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、メーデー！５：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！１２：航空機事故の真実と真相

プーチン大統領が語る世界　一挙放送（6日 ～28：00）
プーチン大統領が語る世界

ロング・ロード・ホーム:真実のヒーロー

休止（23日 25：00～翌7：00）

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：

世紀の天才 アインシュタイン

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

中国を知る
中国サーカス：エリート
/中国サーカス：氷上

/フード・スクール:中国
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 2「#1」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 2「#2」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 2「#3」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→中村獅童の予期せぬ旅 by Arteon

ロング・ロード・ホーム、
新 潜入！北朝鮮、

海底に沈む
第二次世界大戦の真実

世界大自然紀行：ヴェネツィア、
世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：シベリア

ナショジオ
オープンキャンパス:宇宙編、

火星探査～生命の存在、
密着！ハイウェイ・レスキュー

カナダ編 4

ナチスに残る都市伝説の真相

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：

世紀の天才 アインシュタイン

アメリカ～国立公園を巡る旅

イヤーミリオン

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間３、東日本大震災～地震と津波、その瞬間～、
衝撃の瞬間６、新　衝撃の瞬間、衝撃の瞬間５

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：世紀の天才

アインシュタイン

トップ・ギア シーズン3、
中村獅童の予期せぬ旅

by Arteon、
南太平洋の島探検

ナショジオ サンデー ストーリー
アフガニスタンの英雄 最後の勇士

/謎の巨大肉食恐竜
/地球の巨大生物TOP10（28日 ～19：00）

地球を襲う宇宙の嵐
→ストーリー・オブ・アス WITH モーガン・フリーマン

未来のエネルギー

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：

世紀の天才 アインシュタイン

シャーク・マンデー
サメの生態 TOP10、

最強のハンター：サメ、
魅惑のピトケアン諸島、

シャークマン
巨大ザメ捕獲大作戦

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→中村獅童の予期せぬ旅 by Arteon
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

ナショジオ フロントライン
潜入！暗黒産業「不法入国斡旋」

/潜入！暗黒産業「セックスを売る者たち」
/潜入！暗黒産業「闇社会の銃」

ロング・ロード・ホーム
→アフガニスタンの英雄 最後の勇士

スーパーカー大改造、
→スーパーカー大改造 2

今を読み解く、過去の歴史（7日）
新 潜入！北朝鮮

ナショジオ サンデー ストーリー（14日～28日）
フィデル・カストロ：真実の記録

/恐竜：衝撃の新事実

ラスト・ライオン（7日 ～20：30）

ナショジオ サンデー ストーリー（14日～28日）
チンギス・ハーンの墓を求めて

/不死身の怪物：ティラノサウルスの秘密 特別版
/驚異のアリ帝国

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
→スター・トーク３

未来のエネルギー、
始皇帝陵の暴かれた真実

（23日 ～22：00）、
アルカトラズに秘められた謎

世界の巨大工場５

今を読み解く、過去の歴史（6日）
ライバルが暴く 真実と秘密「ドナルド・トランプ」

ナショジオ フロントライン（13日～27日）
密着！国境警備の戦い:番外編「隠れ家 急襲作戦」

/密着！国境警備の戦い:番外編「陸海空の連携プレー」
/潜入！アメリカ連邦捜査局

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

世界何でもデータブック
→ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

→ホーキング博士のジーニアス
→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

今を読み解く、過去の歴史（6日 ～18：00）
LA 92

ナチス・ドイツの巨大建造物2

ビッグ・キャット スペシャル
ミッション・クリティカル、

ジャガーの華麗なる狩猟、
捕食者の弱点:

人間 vs チーター、
ライオネス～飢えとの戦い、
驚愕！戦慄！野生動物の

決定的瞬間 総集編

ナチス・ドイツの巨大建造物、
ナチス政権 最後の日々、

ヒトラーの殺人部隊

世界の巨大工場６、
世界の巨大工場４、

中村獅童の予期せぬ旅
by Arteon

ザ・ステイト ～虚像の国、
囚われし者たち～戦火の絆

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：

世紀の天才 アインシュタイン

密着！密輸阻止の現場：
ＪＦＫ国際空港、

第二次世界大戦の潜水艦

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５、

中村獅童の予期せぬ旅
by Arteon

エクスプローラー

プーチン大統領が語る世界、
ロング・ロード・ホーム:

真実のヒーロー、
ストーリー・オブ・アス

WITH モーガン・フリーマン

台湾特殊部隊:フロッグマン、
厳重警備：刑務所内の闇取引

今を読み解く、過去の歴史（7日 ～18：00）
レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～

アラスカの最強メカニック

石器時代のセックス
→セックスの秘密

→ロング・ロード・ホーム:真実のヒーロー

ロング・ロード・ホーム

アラスカの最強メカニック、
トップ・ギア シーズン2

ジーニアス　一挙放送（1日）
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン

地球が壊れる前に（3日 ～21：00）、ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

メーデー！１３：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

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦

ロング・ロード・ホーム

スーパーカー大改造、
中村獅童の予期せぬ旅

by Arteon、
スーパーカー大改造 2

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車、

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２、

中村獅童の予期せぬ旅
by Arteon


