
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 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
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1030 1030
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1130 1130

1200 1200

1230 1230

1300 1300

1330 歴史に残る武器・軍用品 新　衝撃の瞬間 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

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、
メーデー！１５：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！１２：航空機事故の真実と真相

黄金に魅せられた人類、ダイアナ妃の告白、ジェンダー革命

インフォメーション

ザ・ステイト ～虚像の国、
チェーン・オブ・コマンド

密着！国境警備の戦い:番外編

ゴロンゴーザ：野生王国の再生
→サバイバルゲーム：熾烈な生存競争

インフォメーション

アフガニスタンの英雄 最後の勇士
→一攫千金！巨大マグロ漁 7

ナチス・ドイツの巨大建造物、
第二次世界大戦の潜水艦

ロング・ロード・ホーム
→クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

ビッグ・キャット・ウィーク
ストーム・キャット：嵐の中で、アフガニスタンのユキヒョウ、ベンガルトラ：宿命の姉妹、

サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、ライオン・レンジャー、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、
アニマル・ファイト・クラブ、アニマル・ファイト・クラブ２、アニマル・ファイト・クラブ３、イエネコ：野生の光、

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５、未来のビッグ・キャット、大型ネコ科動物の本当の敵、
初公開！知られざる夜のライオン、ライオネス～飢えとの戦い

チェーン・オブ・コマンド

Dr.K エキゾチック
動物専門医 2.5

トップ・ギア シーズン6、スーパーカー大改造、コスモス:時空と宇宙

潜入！北朝鮮:危険なゲーム、新 潜入！北朝鮮、続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実、潜入！ロシアの凶悪受刑者たち、
チェーン・オブ・コマンド、地上の地獄：シリア崩壊とISISの台頭（17日 ～12：30）、失われたアトランティス大陸を求めて（18日 ～12：30）、

第二次世界大戦の潜水艦、ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ、薬物に溺れたヒトラーの秘密

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
→目指せ！ザ・カリスマ・ドッグトレーナー:アジア編

インフォメーション

世界の巨大工場７、
世界の巨大工場５

中国を知る
カンフー・モーション、
中国の伝統と技術

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

新作放送直前 一挙放送！（5日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

戦闘ヘリの限界に挑む！

続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実
→レストレポ　～アフガニスタンで戦う兵士たちの記録～

（12日 ～16：00）
→アフガニスタンの英雄 最後の勇士

→ベトナム戦争 英雄たちの絆

旅するシェフの仰天レシピ
→サバイバルゲームinアラスカ 3

→世界大自然紀行: ボルネオ

脳トリック2、脳トリック3

ザ・ステイト ～虚像の国、ナチス巨大砲V3の謎、旧ソ連の怪奇ファイル、海底に沈んだミステリー、
タイタニック号　隠された火災、初公開！アマゾンの首狩り族、魔女狩りマニュアル、世にも奇妙な伝説バスター、

真相解明！恐怖の人食い動物、徹底スキャン:世界の歴史建造物

地球最後の日を生きる、コンティネント7：南極大陸、コンティネント7：南極大陸 総集編、
ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに、世界を動かすマネーの裏側、びっくり！ギガ建造物

インフォメーション

スーパーカー大改造

薬物に溺れたヒトラーの秘密、
ヒトラーの殺人部隊、

ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画、
武器コレクター

ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに、PHOTO ARK：動物の箱舟、史上最悪の地球の歩き方８、
チェーン・オブ・コマンド、世界を動かすマネーの裏側、ベトナム戦争 英雄たちの絆、
旧ソ連の怪奇ファイル、ナチスに残る都市伝説の真相、アルカトラズに秘められた謎

宇宙アワー
コスモス:時空と宇宙「光と影」

/コスモス:時空と宇宙「より深い世界へ」
/コスモス:時空と宇宙「クリーンルーム」

/コスモス:時空と宇宙「太陽の姉妹」
/コスモス:時空と宇宙「地球という世界」

/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」

新作放送直前 一挙放送！（1日～4日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

アウトロー・アイランド～隔絶された町

インフォメーション

新作放送直前 一挙放送！（6日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６



1600 1600

1630 1630
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2630 2630

2700 2700

2730 2730

UFO地球襲来の真実
→ナショジオ　オープンキャンパス:宇宙編

スーパーカー大改造

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

脳トリック3
→マヤ文明　密林に隠された真実
→ナチス・ドイツの巨大建造物 3

インフォメーション

新作放送直前 一挙放送！（1日～4日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

第二次世界大戦の潜水艦、黙示録：カラーで見る第一次世界大戦、黙示録：カラーで見る第二次世界大戦、
黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、ナチス・ドイツ　最後の一年

新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～、ライフハック ～人生の裏ワザ

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、
世界の飛行機大図鑑

チェーン・オブ・コマンド

衝撃の瞬間:特別編、衝撃の瞬間５、驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間 総集編、無情の海域 ～沈みゆく真実を追う

アラスカの最強メカニック

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

ロング・ロード・ホーム、
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、
第二次世界大戦の潜水艦

一攫千金！巨大マグロ漁 7

ライオン：闘いの一生、
サバイバルゲーム：

熾烈な生存競争

囚われし者たち～戦火の絆

ビッグ・キャット・ウィーク
アフガニスタンのユキヒョウ、ベンガルトラ：宿命の姉妹、

サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、ライオン・レンジャー、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、
アニマル・ファイト・クラブ、アニマル・ファイト・クラブ２、アニマル・ファイト・クラブ３、イエネコ：野生の光、

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５、未来のビッグ・キャット、大型ネコ科動物の本当の敵、
初公開！知られざる夜のライオン、ライオネス～飢えとの戦い、ライオン ～ルワンダへの帰還

Dr.K エキゾチック
動物専門医 2.5

検証：UFO事件の新事実 世界の巨大工場４

トップ・ギア シーズン3

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

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

シャーク・マンデー（7日）
シャークマン　巨大ザメ

捕獲大作戦 2

野生に生きる

CSI：恐竜科学捜査班

ゴロンゴーザ：
野生王国の再生、

世界大自然紀行: ボルネオ

 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

ザ・ステイト ～虚像の国、
戦場の記録

キリストの墓 ついに解かれた封印
→ロズウェルに堕ちた宇宙人

→真相解禁 アポロ計画の裏側
→土星探査機カッシーニ：最後のミッション

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

ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編、

潜入！巨大空母
アイゼンハワー 特別版

ナショジオ サンデー ストーリー
地球：45億年物語 特別版（6日 ～20：00）

/ラスト・ライオン（13日 ～19：30）
/仮想現実で暴く！タイタニック号沈没の謎

/ナチス・ドイツの巨大建造物 2「ヒトラーの巨大戦艦」

びっくり！ギガ建造物２
→セックスの秘密

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２

新作放送直前 一挙放送！（6日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

トップ・ギア USA シーズン4

新作放送直前 一挙放送！（5日）
一攫千金！巨大マグロ漁 6

恐怖のナチス潜水艦 U-166の記憶
→ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ

中国を知る
カンフー・モーション「京劇 孫悟空」
/中国の伝統と技術「アルコール」
/中国の伝統と技術「ファッション」

/中国の伝統と技術「水路」
/中国の伝統と技術「おもちゃ」

/中国の伝統と技術「音楽」
/中国の伝統と技術「ヌードル」

ナショジオ サンデー ストーリー
地球滅亡～脱出のシナリオ

/ママ友４人の大西洋横断日記
/タイタニック号:最後の謎に迫る

/ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の謎

ロズウェルに堕ちた宇宙人
→真相解禁 アポロ計画の裏側

→宇宙の奇石

知られざるUFOの謎、
ロズウェルに堕ちた宇宙人、

真相解禁 アポロ計画の裏側、
宇宙の奇石

旅するシェフの仰天レシピ空の英雄たち

ナショジオ フロントライン
チェーン・オブ・コマンド「#1 米軍の指揮系統」

/チェーン・オブ・コマンド「#2 過激主義との戦い」
/チェーン・オブ・コマンド「#3 激化する戦いの裏で」
/チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地に漂う悲壮感」

/チェーン・オブ・コマンド「#5 次世代の為に」
/チェーン・オブ・コマンド「#6 交差する想い」
/チェーン・オブ・コマンド「#7 国境なき戦い」

/チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ戦うのか？」

メーデー！１２：航空機事故の真実と真相、メーデー！１３：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！４：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！５：航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間:特別編、解体！スーパー航空機

休止（8日 ～翌7：00）

ヒトラーの極秘米軍収容所、
ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～、

英国情報部 VS ナチス ～極秘盗聴作戦～、
歴史に残る武器・軍用品


