
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29
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1030 1030

1100 1100

1130 1130

1200 1200

1230 1230

1300 1300

1330 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

超巨大地震から身を守れ！、ネパール大地震 エベレストの恐怖、衝撃の瞬間:特別編、一攫千金！巨大マグロ漁 5

グレート・ヒューマン～人類をたどる旅
→実録 アメリカン・マフィア

→旅するシェフの仰天レシピ

あなたの知らない世界史２、新　衝撃の瞬間

考古学が語る聖書の秘密、世にも奇妙な深海の魔物たち、キリスト教～世界宗教への道、都市伝説：キリストの謎、キリスト教の誕生と使徒、
仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎、海底に沈む第二次世界大戦の真実、解明！バミューダ・トライアングルの謎、アルカトラズに秘められた謎、

ローマ沈没船の秘密、ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに、続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実、マヤ文明　密林に隠された真実、キリストの墓 ついに解かれた封
印

エクスプローラー、サベージ・キングダム 2：新たな支配者、地球最後の日を生きる

インフォメーション

スーパーカー大改造

インフォメーション

スーパーカー大改造 2
→潜入！日産GTR　誕生の裏側

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

チェーン・オブ・コマンド

中国を知る
黄河と長江 いにしえの

文化を訪ねて 3、
カンフー・モーション

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車

ロング・ロード・ホーム

完璧な武器はどれだ！、
戦闘ヘリの限界に挑む！、

潜入！北朝鮮:危険なゲーム

旧ソ連の怪奇ファイル
→チェーン・オブ・コマンド

ビッグ・キャット・ウィーク
ネコ：知られざる生態、追跡！謎に包まれたジャガーの生態、ネコ科最強決定戦、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、

因縁の対決：猫 vs 犬、因縁の対決：カバ vs ライオン、因縁の対決：ライオン vs バッファロー、
ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、さすらいの若きトラ、ベンガルトラ:王者が巡る旅、

捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ、ロッキー山脈に生きるピューマの生態、幻のコーカサスヒョウを探して

Dr.K エキゾチック
動物専門医 2、

Dr.K エキゾチック
動物専門医 2.5

トップ・ギア シーズン4、トップ・ギア シーズン5、トップ・ギア シーズン6

ナチス・ドイツの巨大建造物、大戦を左右した伝説の奇襲作戦、歴史に残る武器・軍用品、キリストの墓 ついに解かれた封印

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３チェーン・オブ・コマンド

インフォメーション

世界の巨大工場７

潜入！麻薬ビジネスの世界、
空母ロナルド・レーガンの

最新構造、
ライバルが暴く 真実と秘密

密着！国境警備の戦い:番外編

マヤ文明　密林に隠された真実
→ゴロンゴーザ：野生王国の再生

世界の飛行機大図鑑、
解体！スーパー航空機、

世界の巨大工場５、
PHOTO ARK：動物の箱舟

宇宙アワー
イヤーミリオン「遥か宇宙へ」

/大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
/コスモス:時空と宇宙「銀河に立つ」
/コスモス:時空と宇宙「知識の栄光」

史上最悪の地球の歩き方８

インフォメーション

チェーン・オブ・コマンド

宇宙アワー
スター・トーク３「サーフィンの科学」

/スター・トーク３「有人宇宙飛行の未来」
/コスモス:時空と宇宙「生命の流れ」

/コスモス:時空と宇宙「空にあふれる幻想の世界」

ナチスに残る都市伝説の真相、
密着！ニューヨーク市警

テロ対策特殊部隊、
カラーで見るノ

ルマンディー上陸作戦、
潜入！アフガンの

米海兵隊基地

旧ソ連の怪奇ファイル
→ロング・ロード・ホーム

クルーズ船は大騒ぎ！
→世界の巨大工場７

クルーズ船は大騒ぎ！
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

メーデー！１０：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！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、

インフォメーション

執念の追跡
消えた我が子を捜して、

ダイアン･フォッシー:
真実は霧のかなたに

世界最強の怪力ヘリコプター、
空の英雄たち
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UFO地球襲来の真実、
旧ソ連の怪奇ファイル

生き抜け！原始生活、
旅するシェフの仰天レシピ

第二次世界大戦の潜水艦、
ライバルが暴く 真実と秘密

ナショジオ サンデー ストーリー
解明！ストーンヘンジ・コード

/新 潜入！北朝鮮
/薬物に溺れたヒトラーの秘密

/イエス・キリストと7つの謎（29日 ～20：00）

新作一挙放送（8日）
ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに「#2 闇に潜む悲劇」

ナショジオ フロントライン
厳重警備：刑務所内の闇取引

/終わらない社会問題：ヘロイン

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

ナショジオ フロントライン（7日～21日）
潜入！暗黒産業 2「ラスベガスの闇」
→潜入！暗黒産業 2「広がる闇市場」

→21世紀の最新鋭艦（～19：00）

ヒトラーの教皇　闇の真実（28日 ～19：00）

ナチス・ドイツの巨大建造物 4

中国を知る
カンフー・モーション「高足踊り」

/カンフー・モーション「伝統劇の妙技」
/カンフー・モーション「獅子舞」

/カンフー・モーション「人間ジャグリング」

ナショジオ サンデー ストーリー
解明！バミューダ・トライアングルの謎

/続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実
/ナチス政権 最後の日々

/キリストの墓 ついに解かれた封印

新作一挙放送（8日）
ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに「#1 ゴリラに捧げた生涯」

マーズ 火星移住計画

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

シャーク・マンデー
シャークマン

巨大ザメ捕獲大作戦 2

恐竜世界へタイムスリップ
→CSI：恐竜科学捜査班

野生動物の楽園：
イエローストーンの春、

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

チェーン・オブ・コマンド 史上最悪の地球の歩き方８

史上最悪の地球の歩き方７

ビッグ・キャット スペシャル
アフリカの獣達～

壮絶な人生、
母ライオン マニャーリの決断

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦、
続 潜入！北朝鮮:

金王朝の真実

ビッグ・キャット・ウィーク
ネコ：知られざる生態、追跡！謎に包まれたジャガーの生態、ネコ科最強決定戦、サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、

因縁の対決：猫 vs 犬、因縁の対決：カバ vs ライオン、因縁の対決：ライオン vs バッファロー、
ベンガルトラの生き残りをかけた戦い、さすらいの若きトラ、ベンガルトラ:王者が巡る旅、

捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ、ロッキー山脈に生きるピューマの生態、幻のコーカサスヒョウを探して

特集:ベトナム戦争　知られざる物語（30日）
空の英雄たち

Dr.K エキゾチック
動物専門医 2.5

解析！超自然現象２、
人生の鼓動 ～

連鎖する小さな奇蹟
（24日 ～22：00）

世界の巨大工場、
世界の巨大工場４

史上最悪の地球の歩き方８

トップ・ギア シーズン3

メーデー！１５：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

特集:ベトナム戦争　知られざる物語（30日）
戦闘ヘリの限界に挑む！

潜入！ロシアの
凶悪受刑者たち、

ロング・ロード・ホーム

もしもの時の生存マニュアル、脳トリック、新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～

ナチスに残る都市伝説の真相、
潜入！ボストン

爆弾テロ事件捜査、
カラーで見る

ノルマンディー上陸作戦、
アフガニスタンの英雄

最後の勇士

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！：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！４：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

衝撃の瞬間６、ベトナム戦争 英雄たちの絆

執念の追跡
消えた我が子を捜して、

ダイアン･フォッシー:
真実は霧のかなたに

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３

ロング・ロード・ホーム

完璧な武器はどれだ！、
戦闘ヘリの限界に挑む！、

新 潜入！北朝鮮

チェーン・オブ・コマンド

インフォメーション

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車３、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

特集:ベトナム戦争
知られざる物語（30日）

ベトナム戦争 英雄たちの絆

執念の追跡 消えた我が子を捜して
→実録 アメリカン・マフィア

→サバイバルゲームinアラスカ 3

トップ・ギア USA シーズン5

解体！スーパー航空機、
空の英雄たち、

潜入！麻薬ビジネスの世界、
潜入！巨大空母

アイゼンハワー 特別版、
サッダーム・フセイン

真実の姿、
ザ・ステイト ～虚像の国

厳重警備：刑務所内の闇取引、ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌、潜入！インド最大の刑務所、
ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、プリズン・ブレイク 真実の物語、衝撃の瞬間６、新　衝撃の瞬間、

衝撃の瞬間～番外編～、ザ・ステイト ～虚像の国

解体！スーパー航空機、
アラスカの最強メカニック

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、日本軍の極秘潜水艦、ドイツ軍が沈めた客船の謎、ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎、
ナチス潜水艦U-745の謎、武器コレクター、一攫千金！ゴールドラッシュ、続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実

ナショジオ サンデー ストーリー
解析！超自然現象２「ミステリーサークル」

/潜入！北朝鮮:危険なゲーム
/ ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～

新作一挙放送（8日）
ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに「#3 五里霧中」

知られざるUFOの謎
→スター・トーク３

→検証：UFO事件の新事実

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６
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