
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月(簡易版)
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1330 リスクを見抜け！デンジャー解析 新　衝撃の瞬間 1330

1400 1400

1430 1430

1500 1500

1530 1530

インフォメーション

スーパーカー大改造 2
→世界の巨大工場６

都市伝説～超常現象を解明せよ！３～、キリストの墓 ついに解かれた封印、
真相解禁 アポロ計画の裏側、マヤ文明　密林に隠された真実、ボストン絞殺魔の正体、

ルネサンス誕生の地 フィレンツェの秘密

ライバルが暴く 真実と秘密、密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港、潜入！暗黒産業、潜入！暗黒産業 2、検証：UFO事件の新事実

インフォメーション

ナチス・ドイツの巨大建造物
→ダイアナ妃の告白（21日 ～16：00）

→新 潜入！北朝鮮

世界の巨大工場７
→世界の巨大工場６

インフォメーション

中国を知る
中国と海洋文化、
イケメン兄弟の

チャイナ・ダイアリー、
天坑～巨大穴の謎に迫る～

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

第二次世界大戦の潜水艦
→続 潜入！北朝鮮:金王朝の真実

潜入！暗黒産業、
ドイツ軍が沈めた客船の謎、

1917年 ロシアを
変えた２つの革命

PHOTO ARK：動物の箱舟
→エクスプローラー

インフォメーション

一攫千金！巨大マグロ漁 7

戦場の記録
→クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界

アジア 恐怖伝説
→南太平洋の島探検

UFO地球襲来の真実、中国、白人ミイラの謎、アルカトラズに秘められた謎、洗礼者ヨハネの首、
天坑～巨大穴の謎に迫る～、潜入！血まみれバレンタイン、タイタニック号:最後の謎に迫る、

コロンブスの呪われた植民地、歴史と伝統の残るアブダビ～21世紀の近代都市へ、
イースター島：祖先の謎、南太平洋の島探検、新　都市伝説～超常現象を解明せよ！～

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3、

PHOTO ARK：動物の箱舟

旅するシェフの仰天レシピ、宇宙の奇石、クラッシュ！解体！ポルシェの運命、世界最強の怪力ヘリコプター

ナチス・ドイツの巨大建造物 総集編、ナチス政権 最後の日々、カリブ海に沈む海賊都市の謎、
世界を動かすマネーの裏側、ダイヤモンドと金塊と銃、魅惑のフットボールinロシア、ディエゴ・マラドーナ:伝説の素顔、

潜入！アメリカ連邦捜査局、密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊、潜入！NYマフィア捜査、ザ・シークレットサービス:偽造犯逮捕の瞬間、
CIAの深い闇、ダイアン･フォッシー:真実は霧のかなたに、黒人奴隷解放の使徒 ナット・ターナー伝説、ウイルスと人類の終わりなき戦い、

解体！F-4ファントム戦闘機、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機

宇宙の奇石

宇宙アワー
宇宙の奇石「#6 移住」
/宇宙の奇石「#7 変化」
/宇宙の奇石「#8 生命」
/宇宙の奇石「#9 覚醒」

宇宙アワー
UFO地球襲来の真実「日本航空機が遭遇した巨大UFO」

/UFO地球襲来の真実「UFO乱舞事件」
/UFO地球襲来の真実「戦場に現れたUFO」
/UFO地球襲来の真実「海に墜落した光」

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

スゴ腕どうぶつドクター
→スゴ腕どうぶつドクター２

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５

世界の巨大工場４

インフォメーション

世界の巨大工場５、
世界の巨大工場２、
世界の巨大工場７

特集：ロシア　知られざる自然と動物たち（3日～13日）
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち、ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：シベリア

マリン ウィーク （17日～31日）
ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、
海の巨人マンタの謎めく生態、ワイルド・ドルフィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、
願いの海:水中に広がる美しき宝、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、ワイルドな一日 2

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

プリズン・ブレイク 真実の物語、21世紀の最新鋭艦（5日 ～6：00）、
レーガン大統領 銃弾の真相（6日 ～6：00）、オサマ・ビンラディン殺害の真実、

激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦いの記憶、潜入！NYマフィア捜査、
黙示録：カラーで見るヴェルダンの戦い、ナチスのドラムビート作戦、
始皇帝陵の暴かれた真実（20日 ～6：00）、ローマ沈没船の秘密、

ロング・ロード・ホーム、完全再現！史上最強の軍隊

検証：UFO事件の新事実、魅惑の宝石ハンター、危険な時代に生きる 2

常識破りの科学者たち、歴史に残る武器・軍用品、デンジャーゾーン！潜入マル秘ルポ ２

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

世界大自然紀行：コンゴ
→世界大自然紀行：フロリダ

→地球滅亡～脱出のシナリオ

メーデー！４：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！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！１０：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、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！１５：航空機事故の真実と真相、

メーデー！１６：航空機事故の真実と真相
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ナショジオ フロントライン（7日、14日、28日）
戦場の記録「#5 ルールなき戦闘」

/戦場の記録「#6 爆発物を踏んだ兵士」
/CIAの深い闇

永遠の地球

大戦を左右した伝説の奇襲作戦
→ヘンリー王子 輝かしき人生の光と影

→潜入！北朝鮮:危険なゲーム
メーデー！１６：航空機事故の真実と真相

中国を知る
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲南省 リス族」

/イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷の都ハルビン」
/天坑～巨大穴の謎に迫る～

/唐時代の宝船

潜入！巨大空母
アイゼンハワー 特別版、

真珠湾に眠る英霊たちへ、
人間ランプシェードと

大虐殺の謎、
ロング・ロード・ホーム

アフガニスタンの英雄
最後の勇士、

THE SS:ナチス親衛隊、
ヒトラー･ユーゲント:
ナチスの子供たち

世界の巨大工場４、
世界の巨大工場７

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

潜入！北朝鮮:交わされた約束
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
→白州 ～森とウイスキーの物語～

→新　衝撃の瞬間

世界の巨大工場２

メーデー！１４：航空機事故の真実と真相、メーデー！１６：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！４：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！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！１２：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！１１：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、

裏偉人伝:時代の反逆者たち、
エアバスＡ３８０：

世界最大の旅客機、
潜入！シンガポール航空

野生に生きる、
野生に生きる２

密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国際空港

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

日本縦断
知られざる野生天国

スーパーカー大改造 2
→白州 ～森とウイスキーの物語～

→マレーシアの旅2

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

密着！ドバイ国際空港 3、衝撃の瞬間４

生き抜け！原始生活２、
キリストの墓

ついに解かれた封印、
UFO地球襲来の真実

一攫千金！巨大マグロ漁 7

大戦を左右した
伝説の奇襲作戦、

セックスの秘密

今語られる
大統領暗殺未遂の真実、

ロックダウン：ギャングの掟、
バイキング大虐殺の謎、

ヒトラー･ユーゲント:
ナチスの子供たち

世界の巨大工場２
→永遠の地球

→世界の巨大工場

戦場の記録、
CIAの深い闇、

スペイン：サグラダ・ファミリア、
地球の巨大生物TOP10

（24日 ～24：00）、
ダ・ヴィンチ　幻の傑作

特集：航空機事故と犯罪
密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#2 コカインと宿る命」

/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#3 生活苦から運び屋に」
/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#4 黒いコカイン」

/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#5 ミイラの運び屋」

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

ナチスに残る都市伝説の真相

バ科学、バ科学2

世界の巨大工場２
→世界の巨大工場７

特集：航空機事故と犯罪
メーデー！１６：

航空機事故の真実と真相

特集：ロシア　知られざる自然と動物たち（2日～12日）
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物たち、ロシア：氷に隠された自然の神秘、世界大自然紀行：シベリア

マリン ウィーク （16日～31日）
ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、密着！イルカの家族、クジラたちの深海への旅、
海の巨人マンタの謎めく生態、ワイルド・ドルフィンズ、赤ちゃんベルーガの呼び声、

願いの海:水中に広がる美しき宝、幻の深海魚 リュウグウノツカイ、ワイルドな一日 2、グレート･バリア･リーフ 生命の輝き

Dr.K エキゾチック
動物専門医 3、

PHOTO ARK：動物の箱舟

地球滅亡～脱出のシナリオ、
ロズウェルに堕ちた宇宙人、

知られざるUFOの謎、
真相解禁 アポロ計画の裏側

スーパーカー大改造 2、
白州

～森とウイスキーの物語～、
新　衝撃の瞬間

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５、潜入！北朝鮮:交わされた約束、カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６、メーデー！１１：航空機事故の真実と真相、
永遠の地球、マレーシアの旅2、ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン（31日 ～21：00）

ロング・ロード・ホーム:
真実のヒーロー、

ザ・シークレットサービス:
偽造犯逮捕の瞬間、

海の巨人マンタの謎めく生態、
ミッション・クリティカル

野生動物ビックリ映像集

解明！バミューダ・
トライアングルの謎、

イースター島：祖先の謎、
Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

インフォメーション

宇宙の奇石
→ジーニアス：ピカソ

ザ・ハプニング　奇術師たちの挑戦
→ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡

→検証：UFO事件の新事実
→ロズウェルに堕ちた宇宙人

ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙の絶景
→NASA盗難事件 狙われた月の石 特別版

→ナチスに残る都市伝説の真相

ナチス・ドイツの巨大建造物

密着！ホルヘ・チャベス空港警察

ナチスに残る都市伝説の真相、ナチス・ドイツの巨大建造物、ナチス・ドイツの巨大建造物 2、ナチス・ドイツの巨大建造物 3

ナショジオ サンデー ストーリー
（1日）

ディエゴ・マラドーナ:伝説の素顔
/ハイテクのルーツ２「サッカーの聖地　ウェンブリー･スタジアム」

/知って得するサイエンス「サッカーサイエンス」

大国　ロシア（8日）
魅惑のフットボールinロシア

/ロシア：氷に隠された自然の神秘
/潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

米国の特殊機関（15日）
密着！ニューヨーク市警 テロ対策特殊部隊

/ザ・シークレットサービス:偽造犯逮捕の瞬間
/CIAの深い闇

（22日）
THE SS:ナチス親衛隊「#1 罪深きエリートたち」

/ナチス絶滅収容所 決死の脱走計画
/英国情報部 VS ナチス ～極秘盗聴作戦～

（29日）
THE SS:ナチス親衛隊「#2 構築された死のシステム」

/薬物に溺れたヒトラーの秘密
/ヒトラーの野望～絶滅動物の復活計画～

知って得するサイエンス

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車５

厳重警備：
刑務所内の闇取引、
サッダーム・フセイン

真実の姿、
黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い、

蘇るローマ帝国の殺人、
ノース・ブランチ刑務所：
ハイテク巨大施設の全貌

ナショジオ フロントライン
密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#1 絶対に見破れない密輸」

/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#2 コカインと宿る命」
/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#3 生活苦から運び屋に」

/密着！ホルヘ・チャベス空港警察「#4 黒いコカイン」

宇宙の奇石、
ジーニアス：ピカソ

生き抜け！原始生活


