
NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 9月(簡易版)　※週間番組表(簡易版)は10月分番組表(9月1日掲載開始分)から廃止になります。
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密着！国境警備の戦い:
番外編

黙示録：カラーで見る
第一次世界大戦

インフォメーション

第二次世界大戦の潜水艦ライバルが暴く 真実と秘密

旅するシェフの仰天レシピ、食べものがたり、始皇帝陵の暴かれた真実、地下6400キロの旅 特別版、無情の海域 ～沈みゆく真実を追う、
史上 悪の地球の歩き方８、セックスの秘密、ジャーナリズム・アメリカ、台湾から世界へ、潜入！台北の遺産保護

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、動物界の意外なお友達 2、未知なる深海への旅、アフリカ～驚くべき種の進化～

インフォメーション

インフォメーション

ロング・ロード・ホーム、
戦場の記録

ジーニアス：ピカソ

宇宙アワー
UFO：欧州未解決事件簿「スコットランドの宇宙人」
/UFO：欧州未解決事件簿「ムッソリーニと宇宙人」
/UFO：欧州未解決事件簿「ポルトガルの宇宙人」
/UFO：欧州未解決事件簿「冷戦時代の宇宙人」
/UFO：欧州未解決事件簿「イタリアの宇宙人」

宇宙アワー
検証：UFO事件の新事実「アリゾナUFO誘拐事件」

/検証：UFO事件の新事実「ケネディ宇宙センターとUFO」
/検証：UFO事件の新事実「ジャングルに暮らす宇宙人」

/検証：UFO事件の新事実「小さなエイリアン」
/ロズウェルに堕ちた宇宙人

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２

世界の巨大工場６
→クラッシュ！解体！ポルシェの運命

インフォメーション

ナチス・ドイツの巨大建造物 2、
囚われし者たち～戦火の絆

エクスプローラー

世界の巨大工場２

脳トリック 特別編：気軽に試せる脳トレゲーム
→PHOTO ARK：動物の箱舟
→ジャーナリズム・アメリカ

クレイジー・ジャーナリスト:マイケル・ウェアが見た世界
→アマゾンを行く

→躍動の青い惑星

アンダーカバー・エンジェル怪奇現象Ｘファイル、ナチス・ドイツの巨大建造物 独ソ戦、怪奇現象Ｘファイル 2
マーズ 火星移住計画

→潜入！クリスタルの洞窟
→ジャーナリズム・アメリカ

軍艦・戦車・潜水艦
潜入！巨大空母アイゼンハワー 特別版
/世界の巨大工場「エイブラムス戦車」

/21世紀の 新鋭艦 特別版
/空母ロナルド・レーガンの 新構造

/アメリカ空軍 救難員日記～ 後の戦い～（29日 ～16：00）

軍艦・戦車・潜水艦
ハイテクのルーツ２「航空母艦イラストリアス」

/びっくり！ギガ建造物「半年間潜り続ける潜水艦」
/解体！F-4ファントム戦闘機

/日本軍の極秘潜水艦

中国を知る
魔術ドクター診療中、

びっくり！ギガ建造物、
黄河と長江

いにしえの文化を訪ねて 3

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４

世界の巨大工場７

衝撃の瞬間４、衝撃の瞬間５

インフォメーション

世界の巨大工場５

ヒトラーの極秘米軍収容所、
密着！国境警備の戦い:

ドラッグの密輸現場、
密着！国境警備の戦い:

命がけの突破、
潜入！暗黒産業

タイタニック号　隠された火災、
死と意識の謎、

THE SS：ナチス親衛隊

豪華客船コスタ・コンコルディア
の悲劇、

南太平洋の島探検

リスクを見抜け！デンジャー解析
→新　衝撃の瞬間

→バ科学5

あなたの知らない世界史２、死に直面した瞬間、クリッターカム：野生動物のカメラアングル、バ科学5

一攫千金！カー・ストリッパーズ２

ジーニアス：ピカソ

雑学サイエンス、インフォメーション、ゴミを宝に！都会お宝ハンター

脳トリック、脳トリック2

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

第二次世界大戦の潜水艦２

独裁者のルール

ヒトラーの野望
～絶滅動物の復活計画～、
ナチス・ドイツの巨大建造物

独ソ戦

ナチスのドラムビート作戦、
ベトナム戦争 英雄たちの絆、
カラーで見るノルマンディー

上陸作戦

密着！ホルヘ・チャベス空港警
察
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インフォメーション

ナショジオ サンデー ストーリー
（2日）

極秘軍事施設エリア51の真実
/検証：UFO事件の新事実「ロズウェル事件」

/UFO地球襲来の真実「日本航空機が遭遇した巨大UFO」

（9日）
9.11と人々の声

/9.11 テンハウス消防署の記録
/NYPD緊急出動部隊～9.11の記憶

（16日）
世界大自然紀行：アマゾン

/世界大自然紀行：ガラパゴス
/世界大自然紀行：ナミビア

（23日）
ノース・ブランチ刑務所：ハイテク巨大施設の全貌

/脱獄への鍵
/アルカトラズに秘められた謎

日本初放送番組 一挙放送（30日）
ロシアで も苛酷な仕事「命懸けのミッション」

/ロシアで も苛酷な仕事「勇気ある挑戦」
/ロシアで も苛酷な仕事「屈強な男たち」

ナチス・ドイツの巨大建造物 2、
囚われし者たち～戦火の絆

軍艦・戦車・潜水艦
戦闘ヘリの限界に挑む！「タリバン vs 米海軍SEAL」

/戦闘ヘリの限界に挑む！「アルゼンチン vs 英国特殊部隊SAS」
/戦闘ヘリの限界に挑む！「ベトナム vs 米軍ヘリ部隊」
/戦闘ヘリの限界に挑む！「イラク戦車 vs 速ヘリ」

/ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ」

ジーニアス：ピカソ

マーズ 火星移住計画、
宇宙の奇石

万里の長城：神秘の旅
→地球 後の日を生きる

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車６

野生に生きる２

ジーニアス：ピカソ

カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車４

世界の巨大工場２
→ザ・潜入！

特集：航空機事故と犯罪
メーデー！１５：

航空機事故の真実と真相、
元素の掟：ヒンデンブルク号と

水素の罠

ジーニアス：
世紀の天才 アインシュタイン

世界の巨大工場７、
カー・SOS 蘇れ！
思い出の名車２

メーデー！１６：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！１５：航空機事故の真実と真相

特集：9.11（11日）
9.11:ペンタゴンの英雄たち

世界の巨大工場

ナチス・ドイツの巨大建造物ナチスに残る都市伝説の真相 野生動物ビックリ映像集 2

Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦、

黙示録：カラーで見る
ヴェルダンの戦い

サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、瞬殺の美学、 強のライオン軍団、ライオン ～ルワンダへの帰還、PHOTO ARK：動物の箱舟、
さすらいの若きトラ、イエネコ：野生の光、野生動物の楽園：イエローストーンの春、二匹の軌跡～ウンピョウが野生に帰るまで、

ジーニアス：ピカソ、躍動の青い惑星、アマゾンの巨大モンスター、幻の巨大魚を追え！

特集：9.11（11日）
ブッシュ元大統領が語る9.11

ジーニアス：ピカソ

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
→カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３

戦場の記録、武器コレクター、チェーン・オブ・コマンド、潜入！アフガンの米海兵隊基地、ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨大輸送機

UFO地球襲来の真実、
都市伝説

～超常現象を解明せよ！～

UFO：欧州未解決事件簿
独裁者のルール、

ジャーナリズム・アメリカ

軍艦・戦車・潜水艦
空の英雄たち「マルタ島のエース」

/空の英雄たち「翼を取り戻した撃墜王」
/空の英雄たち「アブロ・ランカスター爆撃機隊」
/空の英雄たち「赤い尾翼　レッド・テイルズ」

/空の英雄たち「ベトナムの大空中戦」

潜入！日産GTR　誕生の裏側
→白州 ～森とウイスキーの物語～

→新　衝撃の瞬間
→スーパーカー大改造

ワイルド・ベイビー！、バ科学3

アメリカ～国立公園を巡る旅

宇宙の日スペシャル
supported by SUBARU

（12日 ～翌8：00）
宇宙の奇石

第二次世界大戦の潜水艦２、
ベルグラーノ：

撃沈された戦艦の真実
（～ 翌5：00）

中国を知る
魔術ドクター診療中「ホンコン、ヘビの血スープ」

/びっくり！ギガ建造物「世界 大の水力発電ダム」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#1 トン族 カムの人々 祭

り」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#2 トン族 カムの人々 葬

儀」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#3 モンゴル族 死者との対

話」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#4 リス族 恋の歌」

/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#5 ナシ族 癒しのハーブ」
/黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#6 ミャオ族 新年の祝い」

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
→世界の巨大工場７

特集：航空機事故と犯罪
密着！ドバイ国際空港「第一関門：運用テスト」

/密着！ドバイ国際空港「遅れを回避せよ」
/密着！ドバイ国際空港「一難去ってまた一難」

/密着！ドバイ国際空港「ゲート表示切り替え大作戦」
/密着！ドバイ国際空港「乗り遅れた乗客たち」

メーデー！１６：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！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！９：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！１１：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！４：航空機事故の真実と真相

衝撃の瞬間６、衝撃の瞬間４、元素の掟：ヒンデンブルク号と水素の罠

休止（19日 ～翌7：00）

UFO：欧州未解決事件簿

独裁者のルール

第二次世界大戦の潜水艦２、
ナチスに残る都市伝説の真相

世界遺産
ロシア：サンクト・ペテルブルグ、
スペイン：サグラダ・ファミリア、
ブラジル：アマゾンの熱帯雨林、

インドのタージマハル

世界の巨大工場５、
世界の巨大工場６

メーデー！１４：
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

独裁者のルール
→ジャーナリズム・アメリカ

史上 悪の地球の歩き方６、ローマ沈没船の秘密、
タブー ～性なる秘密～、潜入！死刑の町、衝撃の瞬間～番外編～

ジーニアス：ピカソ

完璧な武器はどれだ！ タブー ～性なる秘密～、
戦士たちの墓場

軍艦・戦車・潜水艦
第二次世界大戦の潜水艦２「Uボート：終わりなき追跡」

/第二次世界大戦の潜水艦２「アプホルダー：枢軸国の輸送路を断
て」

/第二次世界大戦の潜水艦２「ヴェンチャラー：カエサル作戦を阻止
せよ」

/第二次世界大戦の潜水艦２「ソ連潜水艦：冷戦 大の危機」
/ロング・ロード・ホーム「#2 混沌」

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


