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(ET) 月曜日 2018/04/30 火曜日 2018/05/01 水曜日 2018/05/02 木曜日 2018/05/03 金曜日 2018/05/04 土曜日 2018/05/05 日曜日 2018/05/06 (ET)

※最新の番組表はこちら
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22

23

18

21:00 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

22:00 【新】ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月

27:00 びっくり！ギガ建造物２「#2 北
極海の砕氷船(HD)」(二)[初]

10

11

12

13

14

15

16

17

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]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「人生をともに歩んだシトロエン

DS（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 びっくり！ギガ建造物２「#1 運
河(HD)」(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」

(二)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#11（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#12（HD）」(字)[初]

17:00 地球滅亡～脱出のシナリオ
(HD)(二)[初]

18:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

20:00 UFO地球襲来の真実「UFO
乱舞事件（HD）」(二)[初]

09:30 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 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]

12:00 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]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(HD)」(字)[初]

25:00 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]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「勝利への執念（HD）」(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「チームの崩壊の危機（HD）」

(二)[初]

04:00 旅するシェフの仰天レシピ「バン
グラデシュ：伝統のカワウソ漁（HD）」

(二)[初]

05:00 旅するシェフの仰天レシピ「モザ
ンビーク：巨大イソマグロ（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「緊張（HD）」
(二)[初]

07:00 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]

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)

19:00 【中国を知る】
カンフー・モーション「京劇 孫悟空

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)

22:00 キリストの墓 ついに解かれた封
印（HD）(二)[初]

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
の色の謎(HD)」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

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 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#9（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#10（HD）」(字)[初]

17:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(字)[初]

18:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「未踏の楽園（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「光と影
（HD）」(二)[初]

12:00 コスモス:時空と宇宙「より深い
世界へ（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（HD）」(二)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「恋愛（HD）」
(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(二)[初]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「米
国製クラシックカーがキューバを走る！

（HD）」(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「人生をともに歩んだシトロエン

DS（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「奇跡の治療法（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「CTスキャンで一騒動！ マーモ

セットを救え（HD）」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フィアットの失策（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「アストン
マーティン(HD)」(二)[初]

21:00 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]

10:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ジェンダー革命（HD）(字)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#7（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#8（HD）」(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（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 脳トリック2「信頼（HD）」
(二)[初]

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
カンフー・モーション「人間ジャグリング

（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#6
（HD）」(字)[初]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「エチ
オピア：砂漠で冷たいデザート（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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

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)[初]

25:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#5（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#6（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「アトランティス（HD）」

(字)[初]

18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」

(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#5
（HD）」(字)[初]

10:30 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)[初]

11:30 史上最悪の地球の歩き方８
「アルカイダからの逃亡（HD）」

(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ダイアナ妃の告白（HD）
(字)[初]

04:00 ヒトラーの殺人部隊（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 脳トリック2「認識（HD）」
(二)[初]

07:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
（HD）(字)

08:00 地球最後の日を生きる「氷の
惑星（HD）」(字)[初]

22:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「未踏の楽園（HD）」(二)[初]

23:00 ライオン：闘いの一生（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！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)[初]

27:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の
復活計画～（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「バミューダ・トライアン

グル（ＨＤ）」(字)[初]

18:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
（HD）(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア（HD）」(二)[初]

20:00 空の英雄たち「マルタ島のエー
ス（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]

10:30 新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#3（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#4（HD）」(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)[初]

27:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

05:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「色覚（HD）」
(二)[初]

07:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)

08:00 地球最後の日を生きる「火山
一斉噴火（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#4
（HD）」(字)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

21:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

22:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)[初]

23:00 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]

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！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]

15:00 【新】一攫千金！巨大マグロ
漁 6「#1（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#2（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「吸血鬼（HD）」

(字)[初]

18:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機（HD）」(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン6「#3
（HD）」(字)[初]

10:30 潜入！北朝鮮:危険なゲーム
（HD）(字)[初]

11:30 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#3 五里霧中（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)[初]

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]

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

05:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「年齢（HD）」
(二)[初]

07:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)[初]

08:00 地球最後の日を生きる「水が
敵となる（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)
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秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【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

【新作放送直前 ⼀挙放送！】

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2018/05/07 火曜日 2018/05/08 水曜日 2018/05/09 木曜日 2018/05/10 金曜日 2018/05/11 土曜日 2018/05/12 日曜日 2018/05/13 (ET)

※最新の番組表はこちら
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8
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「恐れを知らぬ越境者たち（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 脳トリック2「競争（HD）」
(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「CTスキャンで一騒動！ マーモ

セットを救え（HD）」(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#7
（HD）」(字)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(字)

11:30 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「海と森と生きる術（HD）」

(字)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「地球の先住者（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア（HD）」(二)[初]

20:00 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]

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)[初]

22:00 【新】一攫千金！巨大マグロ
漁 7「#1（HD）」(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「巨大イカを探して（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

05:00 タイタニック号　隠された火災
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「鍛錬（HD）」
(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「想
像を絶する気象（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#8
（HD）」(字)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(字)

11:30 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「運の尽き（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「最後の猿人（ＨＤ）」

(字)[初]

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」

(二)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]

21:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)

22:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（HD）」(字)[初]

23:00 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]

24:00 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]

25:00 休止

04:00  休止

07:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「立
ち往生した砕氷船（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#9
（HD）」(字)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(字)[初]

11:30 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「オノを操る男（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「切り裂きジャック（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(二)[初]

20:00 空の英雄たち「翼を取り戻した
撃墜王（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

22:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「野生戦線（HD）」(二)[初]

23:00 【新】サバイバルゲーム：熾烈な
生存競争「縄張り争いの掟（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)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

27:00 英国情報部 VS ナチス ～極
秘盗聴作戦～（HD）(字)[初]

04:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

05:00 初公開！アマゾンの首狩り族
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「連携（HD）」
(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「命
懸けのダイブ（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#10
（HD）」(字)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(字)[初]

11:30 史上最悪の地球の歩き方８
「悪友の誘い（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「枯れ木（HD）」(字)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「悪霊（HD）」(字)[初]

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(二)

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「ネ
パール：ヒマラヤで蜂蜜狩り（HD）」

(二)[初]

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

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#7（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

25:00 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]

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 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（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 脳トリック2「同調（HD）」
(二)[初]

07:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

08:00 【中国を知る】
カンフー・モーション「京劇 孫悟空

（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#11
（HD）」(字)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(字)[初]

11:30 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

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 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「森に潜む危険（HD）」

(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「火星人（ＨＤ）」

(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「構ってちゃん！ ルリコンゴウインコ

を救え（HD）」(字)[初]

19:00 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）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「最
高のシティカーを求めて（HD）」

(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)

24:00 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)

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

27:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)[初]

04:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「反体制組織の

女性戦士（HD）」(字)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「食欲（HD）」
(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)[初]

08:00 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）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「野生戦線（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「クリーン
ルーム（HD）」(二)[初]

12:00 コスモス:時空と宇宙「太陽の
姉妹（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「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)[初]

14:00 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]

16:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

17:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(字)

18:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(字)

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「アルコール

（HD）」(字)[初]
19:30 中国の伝統と技術「ファッション

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#7（HD）」(二)

22:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルス 驚異の回復力(HD)」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「完全燃焼（HD）」(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「自作のいかだで急流下り（HD）」

(二)[初]

04:00 旅するシェフの仰天レシピ「ペ
ルー：白身魚のシロアリがけ（HD）」

(二)[初]

05:00 旅するシェフの仰天レシピ「モン
ゴル：鷹匠と石焼料理（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「判断（HD）」
(二)[初]

07:00 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]

08:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#1（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 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]

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)

13:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)[初]

16:00 トップ・ギア USA シーズン4「超
高級スーパーカーで全米横断！

（HD）」(字)[初]

17:00 ママ友４人の大西洋横断日記
（HD）(字)[初]

18:00 ラスト・ライオン(HD)(二)[初]

19:30 脳トリック3「動物と人間の違い
（HD）」(二)[初]

20:00 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「海に墜
落した光（HD）」(二)[初]

27:00 びっくり！ギガ建造物２「#4 ハ
イテク刑務所(HD)」(二)[初]

22:00 【新】真相解禁 アポロ計画の
裏側（HD）(二)[初]

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６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)

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 びっくり！ギガ建造物２「#3 ロ
ンドンの地下鉄(HD)」(二)[初]
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20

21

21:55 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#1」
（HD）(日)[初]
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10

13

24
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26

27

4

5

6

7

8

22
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】

【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

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「最新の密輸トリック（HD）」

(字)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#1
アフリカの沼モンスター(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「依存（HD）」
(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「構ってちゃん！ ルリコンゴウインコ

を救え（HD）」(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「最
後のサンプル採取（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「木 vs.トラック（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「野生児（ＨＤ）」

(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身（HD）」

(二)[初]

20:00 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]

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)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#2（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#1 本能の目覚
め（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故(HD)」(二)[初]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#2
海洋モンスター(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「言語（HD）」
(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸「限
界への挑戦（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(字)[初]

11:30 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「失敗から学ぶもの（HD）」

(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「キング・アーサー

（HD）」(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

21:00 真相解禁 アポロ計画の裏側
（HD）(二)

22:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（HD）」(字)

23:00 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]

24:00 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)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)[初]

04:00 武器コレクター「#1 親子の対
立(HD)」(二)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#3
モンゴリアン・デス・ワーム(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「迷信（HD）」
(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸 総
集編「南極に懸ける情熱（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(字)

11:30 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「薬草と軟膏（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「トリノの聖骸布

（HD）」(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス
ター爆撃機隊（HD）」(二)[初]

21:00 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]

22:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「王国の未来（HD）」(二)[初]

23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)[初]

24:00 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)

25:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(HD)」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「独
立戦争を生きたラッパ銃（HD）」

(字)[初]
27:30 歴史に残る武器・軍用品「ダ・
ヴィンチの兵器？ホイール・ロック銃

（HD）」(字)[初]

04:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ
をめぐって(HD)」(二)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#4
アマゾンの悪夢(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「錯覚（HD）」
(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」(字)

08:00 コンティネント7：南極大陸 総
集編「気候変動と生態系（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

10:30 地上の地獄：シリア崩壊とISIS
の台頭（HD）(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「捕食動物の撃退法（HD）」

(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「幽霊船（HD）」

(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「バン
グラデシュ：伝統のカワウソ漁（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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#8（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

27:00 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]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#5
スマトラの謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「温情（HD）」
(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「アルコール

（HD）」(字)
08:30 中国の伝統と技術「ファッション

（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)

10:30 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 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 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「クマの血痕はどこに？（HD）」

(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「個人情報を守るには（HD）」

(二)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ふらつき症候群！ ハリネズミを救

え（HD）」(字)[初]

19:00 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)

20:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「究
極のカスタムカー（HD）」(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#7（HD）」(二)

24:00 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)

25:00 解体！スーパー航空機（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 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]

04:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「憤慨（HD）」
(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身（HD）」

(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「超大
型恐竜を探せ(HD)」(二)[初]

13:30 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)[初]

14:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)

15:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

16:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

17:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(字)

18:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(字)

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路（HD）」

(字)[初]
19:30 中国の伝統と技術「おもちゃ

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#8（HD）」(二)

22:00 真相解禁 アポロ計画の裏側
（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再生
「王国の未来（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「地球とい
う世界（HD）」(二)[初]

12:00 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)

24:00 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]

25:00 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]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「怪物が棲む島（HD）」(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「戦略の勝利（HD）」(二)[初]

04:00 旅するシェフの仰天レシピ「スリ
ランカ：カレーとヤシ酒（HD）」(二)[初]

05:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボル
ネオ：首狩り族とバーベキュー（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「男女（HD）」
(二)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#2（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 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]
11:30 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]
12:00 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]

19:00 マヤ文明　密林に隠された真
実（HD）(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「神戸を襲っ
た大震災(HD)」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「獣医が"治せなかった"プジョー

205GTI（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

16:00 トップ・ギア USA シーズン4「ア
ラスカで改造コンバーチブル対決

（HD）」(字)[初]

12:30 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]

27:00 びっくり！ギガ建造物２「#6 超
高速列車(HD)」(二)[初]

11

12

26

27

18

19

17:00 タイタニック号:最後の謎に迫る
（HD）(字)[初]

18:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎（HD）(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#7（HD）」(二)

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 びっくり！ギガ建造物２「#5 超
高層タワー(HD)」(二)[初]

20:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)[初]

22:00 【新】宇宙の奇石「#1 息吹
（HD）」(二)[初]

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]

21:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[初]

21:55 ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編「#2」
（HD）(日)[初]

24

25

16

17

13

14

15

20

21

22

23

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月

10

7

8

9

4

5

6

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【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

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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24

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「禁輸品の隠し場所（HD）」

(字)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間の味を覚えたライオン（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック2「直観（HD）」
(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ふらつき症候群！ ハリネズミを救

え（HD）」(字)

08:00 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

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)

11:30 世界の巨大工場５「MVアグス
タ(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「イタビア航空870便

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「迫り来る暗い冬（HD）」

(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「レストランでVIP待遇（HD）」(二)[初]

18:00 イエネコ：野生の光（HD）
(二)[初]

19:00 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)

20:00 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]

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 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#3（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#2 襲い掛かる
災難（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)

25:00 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]

26:00 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]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(二)

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「殺人キラー：ヒョウ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「常識（HD）」
(二)[初]

07:00 イエネコ：野生の光（HD）(二)

08:00 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（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)

10:30 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)

11:30 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]

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！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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「命を頂く（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「快適な旅を楽しむには（HD）」

(二)[初]

18:00  【新】驚愕！戦慄！野生動
物の決定的瞬間５「ゾウが大暴走

（HD）」(二)[初]

19:00 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)

20:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(字)[初]

22:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)

23:00 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]

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)

25:00 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]

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#2 縄張り侵入

(HD)](二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「海
に沈んだお宝（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「海
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

04:00 武器コレクター「#3 父の裏切り
(HD)」(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「左脳VS右脳
（HD）」(二)[初]

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間５「ゾウが大暴走（HD）」

(二)

08:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#3 五里霧中（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)

10:30 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)

11:30 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]

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！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]

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「森に潜む影（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「楽しい休日の過ごし方（HD）」

(二)[初]

18:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)[初]

19:00 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)

20:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ
ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」

(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行: ボルネ
オ「熱帯雨林の島（HD）」(字)[初]

23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 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)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#3 奇妙で獰猛

な動物たち(HD)](二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「銃
に隠された意外な真相（HD）」

(字)[初]
27:30 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]

04:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓
(HD)」(二)[初]

05:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間を襲うオオカミ（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「モラル（HD）」
(二)[初]

07:00 未来のビッグ・キャット（HD）(二)

08:00 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)

10:30 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」(二)

11:30 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]

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「アメリカン航空587便

（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「大荒れの海（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「自然災害を生き延びるには（HD）」

(二)[初]

18:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(HD)(二)[初]

19:00 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)

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「モザ
ンビーク：巨大イソマグロ（HD）」(二)

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

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#9（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)

25:00 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]

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#4 ファイトクラブ

(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 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)

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘

（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「お金（HD）」
(二)[初]

07:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(HD)(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路（HD）」(字)

08:30 中国の伝統と技術「おもちゃ
（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)

10:30 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)

11:30 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]

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・モーレア1121便

（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「受け継がれる知恵（HD）」

(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「上陸作戦（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「勝利の方程式（HD）」(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオアガ

マを救え（HD）」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「バカルディ
(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#8（HD）」(二)

24:00 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)

25:00 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)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#5 残虐バトル

(HD)](二)[初]

27:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「ロシアのバイ

カー･ギャング（HD）」(字)[初]

04:00 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]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「超常現象（HD）」
(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

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]

12:00 コスモス:時空と宇宙「解き放た
れた世界（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
「ギャングが愛したウィンチェスター

（HD）」(字)[初]
14:00 ベトナム戦争 英雄たちの絆

（HD）(二)

15:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

17:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(字)

18:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(字)

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽（HD）」

(字)[初]
19:30 中国の伝統と技術「ヌードル

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#9（HD）」(二)

22:00 土星探査機カッシーニ：最後の
ミッション（HD）(字)[初]

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
を再現せよ(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「崖を下れ、川を下れ（HD）」(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「運命の分かれ道（HD）」(二)[初]

04:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「最終決戦（HD）」(二)[初]

05:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「熱帯雨林の島（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「記憶（HD）」
(二)[初]

07:00 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)

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 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#3（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 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]
11:30 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]
12:00 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]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#8（HD）」(二)

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)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「人生をともに歩んだシトロエン

DS（HD）」(二)

15:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

16:00 トップ・ギア USA シーズン4「タ
ナーに打ち勝て！オフロードレースに

挑戦（HD）」(字)[初]

17:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の
謎(HD)(二)[初]

18:00 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]

19:00 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]

11

12

13

10

26:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「政治とセックス
（HD）」(二)[初]

20:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)[初]

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)
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「古代都市ペトラ（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「誤解（HD）」
(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオアガ

マを救え（HD）」(字)

08:00 びっくり！ギガ建造物「半年間
潜り続ける潜水艦（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「銀河に
立つ（HD）」(二)[初]

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場５「ミシュラン
タイヤ(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「ヒューズ・エア・ウエスト

706便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「長き道のり（HD）」(字)[初]

16:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「原爆投下（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「詐欺にあわない為には（HD）」

(二)[初]

18:00 初公開！知られざる夜のライ
オン(HD)(二)[初]

19:00 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]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

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 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#4（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#3 食料を求め
て（HD）」(二)[初]

24:00 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)

25:00 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]

26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#1 投稿された殺人動画

（HD）」(字)[初]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(二)[初]

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「表情（HD）」
(二)[初]

07:00 初公開！知られざる夜のライ
オン(HD)(二)

08:00 びっくり！ギガ建造物「世界最
大の水力発電ダム（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「生命の
流れ（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)

11:30 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（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「ハリケーン観測機

NOAA42（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「衝撃が潜む森（HD）」

(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「キャンプを楽しむコツ（HD）」(二)[初]

18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間５「ガレージにクマ侵入！

（HD）」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)

20:00 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(字)[初]

22:00  【新】戦場の記録「#1 アフガニ
スタン 混乱といら立ち（HD）」(二)[初]

23:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」

(二)

25:00 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)

26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#2 目撃者の行方（HD）」

(字)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「ヒト
ラーの電動ノコギリ（HD）」(字)

27:30 歴史に残る武器・軍用品「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)

04:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
(HD)」(二)[初]

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「ローマ：コロッセオ（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「ロジック（HD）」
(二)[初]

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間５「ガレージにクマ侵入！

（HD）」(二)

08:00 びっくり！ギガ建造物「待望の
宇宙ステーション（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「知識の
栄光（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)

11:30 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]

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「カンタス航空32便

（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「嵐の後始末（HD）」(字)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「お金を貯めるテクニック（HD）」

(二)[初]

18:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)[初]

22:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「太陽の帝国（HD）」(字)[初]

23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)[初]

24:00 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)

25:00 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]

26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#3 さらなる証言（HD）」

(字)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)

27:30 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)

04:00 武器コレクター「#6 飛び交う弾
丸(HD)」(二)[初]

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「ロンドン：セント・ポール大聖堂

（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック3「同調（HD）」
(二)[初]

07:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

08:00 びっくり！ギガ建造物「世界最
大のクルーズ船（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「空にあふ
れる幻想の世界（HD）」(二)[初]

10:30 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)

11:30 アルカトラズに秘められた謎
（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！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「森の厄介者（HD）」(字)[初]

16:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「知って役立つ防犯対策（HD）」

(二)[初]

18:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「ペ
ルー：白身魚のシロアリがけ（HD）」

(二)

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

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#10（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)

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！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便（HD）」(二)

26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#4 男の正体（HD）」(字)[初]

27:00 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)
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http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf

