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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月
(ET)
4

月曜日 2017/10/30

火曜日 2017/10/31

金曜日 2017/11/03

土曜日 2017/11/04

日曜日 2017/11/05

(ET)

04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
の戦い「世紀の激戦（HD）」(二)[初] 世界大戦「終わりなき地獄（HD）」
(二)[初]

水曜日 2017/11/01

木曜日 2017/11/02

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」
(二)[初]

04:00 アメリカ空軍 救難員日記～
最後の戦い～（HD）(字)[初]

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「笑顔のために（HD）」(字)[初]

4

05:00 同じ日に生まれた４つの命「父
になる（HD）」(二)[初]

5

06:00 インフォメーション (日)

6

5

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「いばらの冠(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリスト磔刑の謎(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ノアの大洪水(HD)」(二)[初]

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

7

06:30 もしもの時の生存マニュアル
「水中でゾウアザラシに襲われたら
（HD）」(字)[初]
07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「バックパッカーの要望
（HD）」(二)[初]

8

9

06:30 バ科学3「ネズミ取り器の法則 06:30 解体トレジャーハンター「キャン 06:30 歴史に残る武器・軍用品「独 06:30 新 都市伝説～超常現象を
立戦争を生きたラッパ銃（HD）」
（HD）」(二)[初]
解明せよ！～「キング・アーサー
パスは稼ぎ頭(HD)」(二)[初]
(字)[初]
（HD）」(字)[初]
【ビッグ・キャット・ウィーク】
07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４ 07:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
「アマゾンの電気ウナギ（HD）」
を追う「目撃者の行方（HD）」
07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～ 07:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(二)[初]
(字)[初]
「狩りで勝つための戦術（HD）」(二)
(HD)(二)

08:00 世界最強のプレデター 総集編 08:00 コンティネント7：南極大陸「限
「#2 水面下に潜む殺し屋（HD)」
界への挑戦（HD）」(字)[初]
(二)[初]
09:00 インフォメーション (日)
【ナショジオ フロントライン】
09:30 脱獄への鍵（HD）(二)[初]

10
10:30 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)[初]
11

06:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

08:00 【中国を知る】
鳥人～天国の門へ挑む（HD）
(字)[初]
09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行：北アメリカ 09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
「オオカミ王国（HD）」(二)[初]
車２「運に見放されたダイムラー・ダー
ト（HD）」(二)[初]
10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」
(字)[初]

10:30 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

7

08:00 人食いザメがやってきた 2「湾
岸に潜む危険（HD）」(二)[初]

8

9

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」
(字)

09:30 神秘のヘラジカ（ＨＤ）(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

10

【宇宙アワー】
11:00 コスモス:時空と宇宙「より深い 11:00 スター・トーク「アカデミー女優の
世界へ（HD）」(二)[初]
すすめ(HD)」(字)[初]

11

11:30 スーパーカー大改造「ジープ・ラ 11:30 世界大自然紀行：カナダ「鮭 11:30 アラスカの最強メカニック「輸送
で生きる大地（HD）」(二)
船の修理（HD）」(二)[初]
ングラー（HD）」(二)[初]
12
12:30 インフォメーション (日)
13

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の 13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#8 アメリカン･イーグル航 真実と真相「#8 チョークス･オーシャ
ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)[初]
空4184便（ＨＤ）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)
13:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#3 スカンジナビア航空
751便(HD)」(二)[初]

12:00 ホーキング博士のジーニアス
「地球は宇宙のどこにある？」 特別
版（HD）(日)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」
(字)[初]

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

13:30 雑学サイエンス２「空気圧を見 13:30 歴史に残る武器・軍用品「海
くびるな（HD）」(字)[初]
に沈んだお宝（HD）」(字)[初]

14

14:00 メーデー！１２：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)[初]
真実と真相「マンクス２ 霧の７１００ 真実と真相「アトランティック・サウス 真実と真相「インドネシア・エアアジア
イースト航空2311便（HD）」(二)[初]
8501便（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]

15

15:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー 15:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波（HD）」(二)[初]
マーケット崩壊」(二)[初]

16

16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜 16:00 グレート・ヒューマン～人類をた
明け 2「電脳世界とハッカー（HD）」 どる旅「アメリカ大陸へ(HD)」(二)[初]
(二)[初]

17

ナショジオ フロントライン
特集：襲撃戦
17:00 地上の地獄：シリア崩壊とISIS 17:00 囚われし者たち～戦火の絆
の台頭（HD）(字)[初]
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]
17:30 ワイルド・ベイビー！「#2 セレン 17:30 雑学サイエンス「身近な物の意 17:30 バ科学2「四駆で急斜面を上
る法則（HD）」(字)[初]
ゲティのサバイバー術(HD)」(二)[初]
外なパワー（HD）」(字)[初]

17

18

18:00 【新】Dr.K エキゾチック動物専
【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
18:00 大型ネコ科動物の本当の敵 門医「腐った卵？ケヅメリクガメを救え
「狩りで勝つための戦術（HD）」
（HD）」(字)[初]
(HD)(二)[初]
(二)[初]

18:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（HD）」(二)[初]

18

19

19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 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
真実と真相「ボーイング747の衝突事 真実と真相「沖縄での炎上事故
（HD）」(二)[初]
故（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
中国大運河の旅（HD）(字)[初]

特集：⽶国の軍事⼒

19

20

20:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
デルS（HD)」(二)[初]
シュタイン「#7（HD）」(字)[初]
カナダ編 3「#12 新人の失態（HD）」
(二)[初]

20:00 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)

21

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 21:00 スーパーカー大改造 2「最高の 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 土星探査機カッシーニ：最後の
車「ビートル・マニア（HD）」(字)
車４「日本の名車、ダットサン240Z
ミッション（HD）(字)[初]
総集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」
ポルシェ（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(字)[初]

22

22:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 22:00 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）」
で生きる大地（HD）」(二)[初]
車「コスワースの危機（HD）」(字)[初]
(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

15:00 ダイアナ妃の告白（HD）
(字)[初]

【ナショジオと考える気候変動】
15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 15:00 氷河消失の記録(HD)(字)[初]
総集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」
(字)
16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS
（HD）」(二)[初]

【ビッグ・キャット スペシャル】
23:00 ライオン・レンジャー「王国での 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
死(HD)」(二)[初]
車「ビートル・マニア（HD）」(字)[初]

22:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)[初]

14

15

16
16:30 新 衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火(HD)」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

秘
暖

23

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー
ク1（HD）」(二)[初]

19:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]
20:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

秘
22:00 コスモス:時空と宇宙「より深い
世界へ（HD）」(二)

20

21

22

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻
史「死との駆け引き（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

23

24

24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便
真実と真相「自家用ジェットの悲劇 真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃 真実と真相「ボーイング747の衝突事 真実と真相「中国国際航空129便
（HD）」(二)[初]
故（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

24

25

25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)
真実と真相「英国欧州航空548便 真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト 真実と真相「クロスエア498便（HD）」 真実と真相「トランスワールド航空
(二)[初]
800便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
706便（HD）」(二)[初]

25

26

26:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダ 26:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩
ラハラの悲劇」(二)[初]
壊事故」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・
ケーブル鉄道火災」(二)[初]

26:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「水を求めて(HD)」(二)[初]

27

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
の戦い「世紀の激戦（HD）」(二)
世界大戦「終わりなき地獄（HD）」
(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」(二)

27:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「死の谷（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場４「アストン
マーティン(HD)」(二)[初]

26:00 アメリカン・ブラックアウト
(HD)(字)[初]

26

27
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月
(ET)

月曜日 2017/11/06

火曜日 2017/11/07

4

04:00 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]

04:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

5

05:00 謎の古代文明 猿神王国を
求めて（HD）(字)[初]

05:00 秘められた旧約聖書の謎
（HD）(二)[初]

05:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD）
(二)[初]

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

7

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え
（HD）」(字)

8

08:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「笑顔を取り戻すために（HD）」
(字)[初]

9

水曜日 2017/11/08

木曜日 2017/11/09

04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
の戦い「必死の守り（HD）」(二)[初] 世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

金曜日 2017/11/10

土曜日 2017/11/11

日曜日 2017/11/12

(ET)

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」
(二)[初]

04:00 ビリー・ザ・キッド 新たな写真
（HD）(二)[初]

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「偏見を乗り越えて（HD）」
(字)[初]

4

05:00 同じ日に生まれた４つの命「危
険を伴う出産（HD）」(二)[初]

5

06:00 インフォメーション (日)

6

05:00 カリブ海に沈む海賊都市の謎 05:00 天坑～巨大穴の謎に迫る～
(HD)(二)[初]
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ダチョウ乗りの法則 06:30 世界何でもデータブック「驚きの 06:30 もしもの時の生存マニュアル 06:30 バ科学3「ラジコン飛行機の法 06:30 解体トレジャーハンター「警察・ 06:30 歴史に残る武器・軍用品「ダ・ 06:30 新 都市伝説～超常現象を
則（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
ヴィンチの兵器？ホイール・ロック銃
「隕石が落ちてきたら（HD）」(字)[初]
解明せよ！～「トリノの聖骸布
強盗・報奨金(HD)」(二)[初]
食事情（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４ 07:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
【ビッグ・キャット・ウィーク】
07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～ 07:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ 「エセキボ川の怪魚（HD）」(二)[初] を追う「さらなる証言（HD）」(字)[初]
07:00 母ライオン マニャーリの決断
アーの裏側「ワニ捕獲大作戦（HD）」
「捕食者の群れ（HD）」(二)
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」(字)
（HD）(字)
(二)

09:00 インフォメーション (日)
09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬ホリデイ（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭 08:00 世界最強のプレデター 総集編 08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」
「#3 8本足の恐怖（HD)」(二)[初]
で生きる大地（HD）」(二)
(二)[初]
09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

【ナショジオ フロントライン】
09:30 潜入！大麻（ＨＤ）(二)[初]

09:30 潜入！北朝鮮(二)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「シュグ・ナイト（HD）」(字)[初]

10:30 イヤーミリオン「マインドの融合
（HD）」(二)

10
10:30 コンティネント7：南極大陸「最
後のサンプル採取（HD）」(字)[初]
11
11:30 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

08:00 【中国を知る】
中国大運河の旅（HD）(字)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行：北アメリカ 09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)[初] 車２「息子に贈るモーリス・トラベラー キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」
(字)
（HD）」(二)[初]
10:30 シーザー・ミランの愛犬レス 10:30 スーパーカー大改造「ロールス・
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」
ロイス・シルバーシャドー（HD）」
(字)
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

14

10:30 インフォメーション (日)

08:00 住宅地を襲うサメの恐怖
(HD)(二)

8

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 ザ・進化「歩くクジラ（ＨＤ）」
(二)[初]
10
10:30 インフォメーション (日)

【宇宙アワー】
11:00 コスモス:時空と宇宙「クリーン 11:00 スター・トーク「「だまし」の仕組
ルーム（HD）」(二)[初]
み(HD)」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため
（HD）」(字)[初]

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！３：航空機事故の 13:00 メーデー！５：航空機事故の 13:00 メーデー！９：航空機事故の 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#8 エジプト航空９９０ 真実と真相「#8 速度計の警告サイン 真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡 真実と真相「リーブ・アリューシャン航 真実と真相「#4 コンチネンタル航空
（HD）」(二)[初]
空8便（HD）」(二)[初]
便の悲劇」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
3407便(HD)」(二)[初]

13:30 雑学サイエンス２「空飛ぶボーリ 13:30 歴史に残る武器・軍用品「海
ング球（HD）」(字)[初]
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の 14:00 メーデー！１１：航空機事故の 14:00 メーデー！１２：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
真実と真相「カンタス航空32便
疑心（HD）」(字)[初]
真実と真相「ユナイテッド航空173便
真実と真相「ファーストエア６５６０便 真実と真相「TAM航空402便（HD）」 真実と真相「ナショナル・エアラインズ
（HD）」(二)
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
102便（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

【ナショジオと考える気候変動】
15:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け「夢のエネルギー革命（HD）」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化 15:00 徹底検証！メキシコ湾の大惨 15:00 ウイルスと人類の終わりなき戦 15:00 80s～80年代へタイムトラベル 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
事(HD)(字)[初]
「さよならベルリンの壁（HD)」(二)[初] リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]
学工場事故(HD)」(二)[初]
い（HD）(字)[初]

16

16:00 ジェネレーションＸ「世界を変え 16:00 オリジンズ：常識を変えた人類 16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜 16:00 グレート・ヒューマン～人類をた 16:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ 16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト 16:00 ライリーは"地球"の修理中！
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」
史「貨幣のチカラ（HD）」(二)[初]
どる旅「終わりなき旅(HD)」(二)[初] ル・ウェアが見た世界「アフリカ大陸
(HD)(字)[初]
た世代の誕生（HD）」(字)[初]
明け 2「ガンの治療革命（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
最後の王（HD）」(字)[初]
17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ どうぶつ調査団「モ 17:30 歴史に残る武器・軍用品「海 17:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
に沈んだお宝（HD）」(字)
ンクアザラシ」(二)[初]
園での大冒険(HD)」(二)[初]
18
18:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）(字)[初]

11

12:00 ホーキング博士のジーニアス
「宇宙の始まりとは？(HD)」(字)[初]

15

17

7

11:30 世界の巨大工場７「フェラーリ 11:30 スーパーカー大改造「シボレー・ 11:30 世界大自然紀行：カナダ「命つ 11:30 アラスカの最強メカニック「故障
なぐ平原（HD）」(二)
カマロ（HD）」(二)[初]
した発電機（HD）」(二)[初]
FF（HD)」(二)[初]

12

13

06:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「酸素の威力
（HD）」(字)[初]

17:30 バ科学2「体当たりの法則
（HD）」(字)[初]

ナショジオ フロントライン
17:00 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
18:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ 「お鼻の整形手術？ウサギを救え
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」
18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
アーの裏側「ワニ捕獲大作戦（HD）」
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」
(二)[初]
（HD）」(字)[初]
「捕食者の群れ（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(字)[初]

19

19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 メーデー！１４：航空機事故の 19:00 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 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 真実と真相「ナショナル・エアラインズ 真実と真相「インドネシア・エアアジア
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ
8501便（HD）」(二)
9525便（HD）」(二)[初]
102便（HD）」(二)[初]
レス2286便（HD）」(二)[初]
空421便（HD）」(二)[初]

20

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 20:00 ナチスに残る都市伝説の真相 20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」
カナダ編 3「#13 エースの葛藤（HD）」
車「返り咲くフォード・ゾディアック
シュタイン「#8（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

ナショジオ サンデー ストーリー
17:00 【新】天空に浮かぶコンサート
ホール（HD）(二)[初]

18:00 巨大建造物：究極の鉄道
(HD)(二)[初]

14

15

16

17

18

19:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
19:00 【中国を知る】
物「ロンドン：セント・ポール大聖堂
中国巨大建造物「上海洋山深水
（HD）」(字)[初]
港」(二)[初]

19

20:00 びっくり！ギガ建造物「世界最
大の望遠鏡（HD）」(二)[初]

20

21

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー 21:00 イヤーミリオン「マインドの融合 21:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ 21:00 スーパーカー大改造 2「デロリア 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 人類初！探査機ロゼッタ 彗
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ
星への着陸（HD）(字)[初]
（HD）」(二)[初]
車「フェニックス・ジープ（HD）」(字)
ン リブート（HD）」(二)[初]
ド 1（HD）」(字)[初]
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]

21

22

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王 22:00 【新】世界を動かすマネーの裏 22:00 世界大自然紀行：カナダ「命つ 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
側（HD）(二)[初]
車「ビートル・マニア（HD）」(字)
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]
なぐ平原（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場６「日産
GT-R(HD)」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)

秘
暖

秘

23

【シャーク・マンデー】
23:00 【新】住宅地を襲うサメの恐怖
(HD)(二)[初]

23:00 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

【ビッグ・キャット スペシャル】
23:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)[初]
車「フェニックス・ジープ（HD）」(字)[初]

22:00 コスモス:時空と宇宙「クリーン
ルーム（HD）」(二)

22

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット
史「貨幣のチカラ（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]

23

22:00 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)

24

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)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「ジャーマンウイングス 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ
空421便（HD）」(二)
(二)[初]
空152便（HD）」(二)[初]
9525便（HD）」(二)
レス2286便（HD）」(二)

24

25

25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便 真実と真相「USエアー1016便（HD）」 真実と真相「リーブ・アリューシャン航
真実と真相「アメリカン航空587便
真実と真相「イタビア航空870便
真実と真相「エア・フロリダ90便
真実と真相「ハリケーン観測機
空8便（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
NOAA42（HD）」(二)[初]

25

26

26:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発 26:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原 26:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列
発事故」(二)[初]
事故」(二)[初]
車事故」(二)[初]

26:00 80s～80年代へタイムトラベル 26:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・ 26:00 グレート・ヒューマン～人類をた 26:00 イヤーミリオン「マインドの融合
（HD）」(二)
フェリー火災」(二)[初]
どる旅「大海原へ(HD)」(二)[初]
「さよならベルリンの壁（HD)」(二)

26

27

27:00 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)

27:00 黙示録：カラーで見る第二次 27:00 マイグレーション～選ばれし冒 27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」(二) 険者「メンバーの対立（HD）」(二)[初] 明け 2「脳を再起動（HD）」(二)[初]

27

27:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)
の戦い「必死の守り（HD）」(二)
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4

04:00 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)

04:00 戦火の記憶「初期（HD）」
(二)[初]

5

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実 05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「投稿された殺人動画（HD）」 を追う「目撃者の行方（HD）」(字)
(字)[初]

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「バルーンの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 世界何でもデータブック「身近
な宇宙（HD）」(二)[初]

7

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え
（HD）」(字)

07:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

8

9

水曜日 2017/11/15

木曜日 2017/11/16

04:00 カラーで見るノルマンディー上陸 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」
作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

08:00 【中国を知る】
中国巨大建造物「上海洋山深水
港」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

【ナショジオ フロントライン】
09:30 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」(二)

09:30 世界大自然紀行：北アメリカ 09:30 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
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

10:30 コンティネント7：南極大陸「限
界への挑戦（HD）」(字)

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

10:30 イヤーミリオン「宇宙エネルギー
（HD）」(二)

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため
（HD）」(字)

10:30 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)

11:30 アラスカの最強メカニック「立ち
往生する消防用給水車（HD）」
(二)[初]

11:30 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)[初]

12
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]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#2 タン航空3054便 真実と真相「バリュージェット航空592 真実と真相「#5 トルコ航空1951便
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

[初]
12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」
(字)[初]

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

13:30 雑学サイエンス２「水で火がつ 13:30 歴史に残る武器・軍用品「銃
に隠された意外な真相（HD）」
く？（HD）」(字)[初]
(字)[初]
14:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3 14:00 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
戸惑いの選択（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]

16:00 ジェネレーションＸ「暴かれる真 16:00 オリジンズ：常識を変えた人類 16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜 16:00 天空に浮かぶコンサートホール 16:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ 16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
史「コミュニケーションの万華鏡（HD）」 明け 2「人工知能が予測する未来
ル・ウェアが見た世界「ファッションウィー ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]
（HD）(二)
実（HD）」(字)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
ク戦争（HD）」(字)[初]

18

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ どうぶつ調査団「ク 17:30 歴史に残る武器・軍用品「海 17:30 あなたの知らない世界史「#1
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)
ロビンフッドは実在した！？（HD）」
マの泥棒」(二)[初]
(二)[初]
18:00 【新】コンティネント7：南極大陸
【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
総集編「#1（HD）」(字)[初]
18:00 幻のコーカサスヒョウを探して
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」
（HD）(二)[初]
(二)[初]
19:00 コンティネント7：南極大陸 総
集編「#2（HD）」(字) [初]

17:00 インフォメーション (日)
17:30 雑学サイエンス「科学でパー
ティーだ！（HD）」(字)[初]
【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 シベリアトラを救え（HD）
(字)[初]

15:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬 15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
戦争の代償（HD）」(字)
ボート基地（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)
17:30 バ科学2「棒登りの法則
（HD）」(字)[初]

11

12:00 ホーキング博士のジーニアス
「地球外生命は存在するのか？
(HD)」(字)[初]

16

15:00 自然災害の劇的瞬間
(HD)(二)[初]

10

【宇宙アワー】
11:00 コスモス:時空と宇宙「太陽の 11:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(HD)(字)
姉妹（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船 15:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、 15:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガ
最後の飛行（HD）」(二)[初]
ス爆発（HD）」(二)[初]
の運命(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#1 奇跡の大脱出
（HD）」(二)[初]

9

09:00 インフォメーション (日)
09:30 ザ・進化「空飛ぶ恐竜（ＨＤ）」
(二)[初]

15

14:00 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)

7

8

09:00 インフォメーション (日)

14:00 メーデー！１０：航空機事故の 14:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇 真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ
アーズ28便 (HD)」(二)
（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#1 チャイナエアライン
611便（ＨＤ）」(二)[初]

6

08:00 リアル・ジョーズ（HD）(字)

09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため
（HD）」(字)

14

17

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#1 フィラデ 06:30 歴史に残る武器・軍用品「海 06:30 新 都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「幽霊船（HD）」
に沈んだお宝（HD）」(字)
ルフィアAME教会(HD)」(二)[初]
(字)[初]
07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４ 07:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「男の正体（HD）」(字)
07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ 07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～ 07:00 シベリアトラを救え（HD）(字) 「フランケンフィッシュを追え！（HD）」
(二)[初]
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」(二) 「動物たちの必殺技（HD）」(二) [初]

09:00 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル 06:30 バ科学3「オフロード車の法則
（HD）」(二)[初]
「土石流に襲われたら（HD）」
(字)[初]
【ビッグ・キャット・ウィーク】

11

(ET)

5

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「犠牲となった者たち（HD）」
(字)[初]

09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「死神との取引（HD）」(二)[初]

13:00 メーデー！３：航空機事故の
真実と真相「#9 コックピット内の子
供」(二)[初]

日曜日 2017/11/19

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実 05:00 同じ日に生まれた４つの命「新
しい家族（HD）」(二)[初]
を追う「暴かれる意外な真実（HD）」
(字)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「男の正体（HD）」(字)[初]

08:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー 08:00 世界大自然紀行：カナダ「命つ 08:00 生き抜け！原始生活「パプア
ニューギニア 伝説の村 （HD）」
シー「２人の赤ん坊の運命（HD）」
なぐ平原（HD）」(二)
(二)[初]
(字)[初]

11:30 世界の巨大工場３「ベントレー 11:30 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

土曜日 2017/11/18

4

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「さらなる証言（HD）」(字)

10

13

金曜日 2017/11/17

04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 海底に沈む第二次世界大戦 04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「一歩ずつ前へ（HD）」(字)[初]
の真実（HD）(字)[初]
世界大戦「上陸作戦（HD）」
(二)[初]

ナショジオ フロントライン
17:00 【新】ダイヤモンドと金塊と銃
（HD）(字)[初]

【ナショジオと考える気候変動】
15:00 灰にまみれて（HD）(二)[初]

14

15

16
16:30 新 衝撃の瞬間「テキサス石
油工場爆発事故(HD)」(字)[初]
特集：ケネディ⼤統領暗殺事
17:00 ケネディ大統領を殺した男
（HD）(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救 Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン
え（HD）」(字)[初]
(HD)」(二)[初]

17

18

19

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ
アーズ28便 (HD)」(二)[初]

20

20:00 世界の巨大工場６「タタ・ナノ 20:00 スーパーカー大改造「ロールス・
20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 20:00 ナチスに残る都市伝説の真相 20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
シュタイン「#9（HD）」(字)[初]
「番外編:ワニに襲われた日本軍
(HD)」(二)[初]
カナダ編 4「レジェンドとの別れ（HD）」
車「ロータス・エランの大変身（HD）」
ロイス・シルバーシャドー（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

20

21

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー 21:00 イヤーミリオン「宇宙エネルギー 21:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ 21:00 スーパーカー大改造 2「ベント 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 【新】スター・トーク３「ランス・
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]
アームストロング ドーピング問題を語
（HD）」(二)[初]
車４「サンタが贈るレンジローバー
レー・コンチネンタルGT（HD）」
ド 2（HD）」(字)[初]
車「フィアットの失策（HD）」(字)
る(HD)」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

21

秘
暖

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空
255便 (HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便
(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便
(HD)」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
中国巨大建造物「上海スーパータ
ワー」(二)[初]

19:00 JFK:人生を変えた七つの岐路
(HD)(二)[初]

19

22

秘
22:00 サベージ・キングダム:残酷の王 22:00 極秘軍事施設エリア51の真実 22:00 世界大自然紀行：カナダ「氷 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 22:00 スーパーカー大改造「ロールス・ 22:00 イヤーミリオン「マインドの融合 22:00 【新】ナショジオ オープンキャン
（HD）」(二)
の王国（HD）」(二)[初]
(HD) (二)[初]
パス:宇宙編「#1」（HD）(日)[初]
ロイス・シルバーシャドー（HD）」(二)
車「フェニックス・ジープ（HD）」(字)
国「地獄の楽園（HD）」(字)[初]

22

23

22:05 コスモス:時空と宇宙「太陽の
姉妹（HD）」(二)
【ビッグ・キャット スペシャル】
【シャーク・マンデー】
23:00 リアル・ジョーズ（HD）(字)[初] 23:00 【新】エクスプローラー「フィリピン 23:00 【新】デッドリー・ゲーム: 生存 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 世界の巨大工場２「ロールス・ 23:00 オリジンズ：常識を変えた人類 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
のルール「捕食者の成長（HD）」
麻薬戦争の代償（HD）」(字)[初]
ロイス ファントム（HD）」(二)[初] 史「コミュニケーションの万華鏡（HD）」 車２「ポルシェ911、奇跡のレストア
車「フィアットの失策（HD）」(字)[初]
(二)
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

23

24

24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア 真実と真相「ナショナル・エアラインズ 真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ
アーズ28便 (HD)」(二)
102便（HD）」(二)
8501便（HD）」(二)

24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ
真実と真相「#2 ノースウエスト航空 真実と真相「#3 エールフランス296便 真実と真相「トランスアジア航空235
便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
255便 (HD)」(二)

24

25

25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#1 大地への激突（Ｈ
真実と真相「カンタス航空32便
真実と真相「エア・モーレア1121便
Ｄ）」(二)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇 真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」 真実と真相「ロシア航空機 テロの悲 真実と真相「バリュージェット航空592
劇（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)
(二)[初]
跡（ＨＤ）」(二)[初]

25

26

26:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ 26:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トン 26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落
事故」(二)[初]
ネル火災」(二)[初]
連邦ビル爆破」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発 26:00 グレート・ヒューマン～人類をた 26:00 イヤーミリオン「宇宙エネルギー
どる旅「原始時代の最強武器(HD)」
（HD）」(二)
(HD)」(字)[初]
(二)[初]

26

27

27:00 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)

27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「電脳世界とハッカー（HD）」
(二)

27

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」
(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

27:00 カラーで見るノルマンディー上陸 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
作戦「苦悩と決断（HD）」(字)
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」
(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「上陸作戦（HD）」(二)

27:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「最後の難関（HD）」(二)[初]
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月曜日 2017/11/20

火曜日 2017/11/21

4

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

04:00 戦火の記憶「中期（HD）」
(二)[初]

5

6

土曜日 2017/11/25

日曜日 2017/11/26

(ET)

04:00 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)

04:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「親子の悲しみ（HD）」(字)[初]

4

05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 執念の追跡 消えた我が子を 05:00 同じ日に生まれた４つの命「慣
捜して「息子の失踪（HD）」(字)[初] 捜して「カギを握る男（HD）」(字)[初] 捜して「おとり捜査（HD）」(字)[初] 捜して「口を閉ざす男（HD）」(字)[初] 捜して「父の願い（HD）」(字)[初] 捜して「暴かれた真実（HD）」(字)[初]
習と迷信（HD）」(二)[初]

5

06:00 インフォメーション (日)
06:30 バ科学2「クリスマスの法則
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

水曜日 2017/11/22

木曜日 2017/11/23

金曜日 2017/11/24

04:00 カラーで見るノルマンディー上陸 04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ 04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「原爆投下（HD）」
作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]
バン vs 米海軍SEAL（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界何でもデータブック「ゴミ山 06:30 リスクを見抜け！デンジャー解 06:30 バ科学3「ラジコンカーの法則 06:30 廃墟お宝ハンター「#2 絹糸工 06:30 歴史に残る武器・軍用品「海 06:30 あなたの知らない世界史２「#1
場(HD)」(二)[初]
シッティング・ブルは戦いのリーダー？
析「この世は危険だらけ（HD）」
（HD）」(二)[初]
で宝探し（HD）」(二)[初]
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)
(二)[初] 【ビッグ・キャット・ウィーク】
(HD)」(二)[初]
07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４ 07:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
「古代魚の王ターポン（HD）」(二)[初] を追う「犠牲となった者たち（HD）」
07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ 07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
07:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(字)
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲
(HD)(二)
２「巨大な捕食者（HD）」(二) [初]

7

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救 07:00 最強のライオン軍団(HD)(二)
え（HD）」(字)

8

08:00 天空に浮かぶコンサートホール 08:00 世界大自然紀行：カナダ「氷 08:00 生き抜け！原始生活「未開の 08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
ジャングル（HD）」(二)[初]
（HD）(二)
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」
の王国（HD）」(二)
(二)[初]

6

7

（HD）」(二)

9

09:00 インフォメーション (日)
09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「塀の中の麻薬取引（HD）」(二)[初]

10
10:30 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)

09:00 インフォメーション (日)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」
(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

【ナショジオ フロントライン】
09:30 ダイヤモンドと金塊と銃（HD） 09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 09:30 世界大自然紀行：北アメリカ 09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 09:30 シーザー・ミランの愛犬レス
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン 「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」
車２「悩めるエスコートRS（HD）」
(字)
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」
(HD)」(二)
(二)[初]
(二)[初]
(字)
10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン（HD）」(字)[初]

10:30 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)

11
11:30 世界の巨大工場３「コカ・コー
ラ(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

08:00 【中国を知る】
中国巨大建造物「上海スーパータ
ワー」(二)

11:30 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

11:30 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)[初]

10:30 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」
(字)

10:30 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ベトナム
（HD）(二)

11:30 アラスカの最強メカニック「泥水
にはまった雪上車（HD）」(二)[初]

12
12:30 インフォメーション (日)
13

13:00 メーデー！３：航空機事故の
真実と真相「#10 ハイジャック犯への
罠」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

14

14:00 メーデー！１０：航空機事故の 14:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空
真実と真相「大統領の死（HD）」
255便 (HD)」(二)
(二)[初]

15

15:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅 15:00 巨大津波を予測せよ！（HD） 15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
(二)[初]
ルト教団（HD)」(二)[初]
威(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#2 パンナム103便（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

15:55 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)
16

17

12:30 インフォメーション (日)

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇
跡（ＨＤ）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ナショジオ どうぶつ調査団「ラ 17:30 歴史に残る武器・軍用品「銃 17:30 あなたの知らない世界史「#2
伝説のアーサー王（HD）」(二)[初]
に隠された意外な真相（HD）」(字)
イオン」(二)[初]

16:00 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]
17:00 インフォメーション (日)
17:30 雑学サイエンス「散弾銃で発
火実験（HD）」(字)[初]

18

【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 最強のライオン軍団
18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
(HD)(二)[初]
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

19

19:00 メーデー！７：航空機事故の 19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363 真実と真相「#7 エールアンテール148
便 (HD)」(二)[初]
便 (HD)」(二)[初]

20

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 20:00 ナチスに残る都市伝説の真相 20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]
シュタイン「#10（HD）」(字)[初]
車２「フォード・コルチナの抜け殻
カナダ編 4「悪名高き危険なカーブ
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)

21

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

21:00 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)[初]

22

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

22:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)[初]

18:00 危険な時代に生きる 2「壊れ
ゆく海（HD）」(字) [初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#2 謎の白い光（HD）」
(二)[初]

8

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 ザ・進化「クマの変身（ＨＤ）」
(二)[初]
10
10:30 インフォメーション (日)

【宇宙アワー】
11:00 コスモス:時空と宇宙「地球とい 11:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬
う世界（HD）」(二)[初]
戦争の代償（HD）」(字)

12:00 スター・トーク３「ランス・アームス 12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
トロング ドーピング問題を語る(HD)」 キュー３「凶暴で危険なジャーマン･
(字)
シェパード（HD）」(字)[初]

【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

11

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

13:30 雑学サイエンス２「人間大砲
発射！（HD）」(字)[初]

13:30 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]
14:00 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]

14

14:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)[初]

【ナショジオと考える気候変動】
15:00 ナショジオ オープンキャンパス: 15:00 エクスプローラー「ノーベル経済 15:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 15:00 危険な時代に生きる 2「エネル
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]
学賞受賞者が語る政治と経済
ギー戦争（HD）」(字)[初]
宇宙編「#1」（HD）(日)
（HD）」(字)
15:05 ローバーが魅せる火星の秘密
（HD）(二)[初]

16:00 ジェネレーションＸ「アナログに別 16:00 オリジンズ：常識を変えた人類 16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
史「終わりなき戦争（HD）」(二)[初] 明け 2「人に電気を（HD）」(二)[初]
れを告げて（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

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 13:00 メーデー！９：航空機事故の 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！２：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」 真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航 真実と真相「シンガポール航空006便
真実と真相「#1 突風」(二)[初]
(二)[初]
空708便(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

08:00 命がけで検証！サメの海へ
(HD)(二)

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)

16:00 気候変動の知られざる真実
（HD）(字)[初]

ナショジオ フロントライン
17:00 実録 アメリカン・マフィア「ニュー
ヨーク五大ファミリー（HD）」(字)[初]

ナショジオ サンデー ストーリー
17:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

15

16

17

17:30 バ科学2「オーバーヘッドキック
の法則（HD）」(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」
(二)[初]
救え （HD）」(字)[初]

18

（HD）」(二)[初]
19:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#8 チョークス･オーシャ
ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)

【シャーク・マンデー】
23:00 【新】命がけで検証！サメの
海へ(HD)(二)[初]

19:00 【中国を知る】
メガブリッジ「中国（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場６「MINIクー 20:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)
ペ(HD)」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ベトナム
（HD）(二)[初]

19

20

秘
22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 22:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・ 22:00 イヤーミリオン「宇宙エネルギー 22:00 ナショジオ オープンキャンパス:
パナメーラ（HD）」(二)
車「フィアットの失策（HD）」(字)
宇宙編「#2」（HD）(日)[初]
（HD）」(二)

21

22

22:05 コスモス:時空と宇宙「地球とい
う世界（HD）」(二)

22:55 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)
23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 ナショジオ オープンキャンパス:
23:00 エクスプローラー「ノーベル経済
【ビッグ・キャット スペシャル】
学賞受賞者が語る政治と経済
宇宙編「#1」（HD）(日)
23:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー 車「フォード・マニア（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
ル「命がけの逃走（HD）」(二)[初]
23:05 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)[初]

23:00 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)

23:00 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]

23

24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「#8 チョークス･オーシャ 真実と真相「ラパ航空3142便（HD）」 車３「スターリング･モス現る（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)

24

25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「#7 持ち込まれた小型 真実と真相「#8 速度計の警告サイン 真実と真相「タイ国際航空311便 真実と真相「シンガポール航空006便
（HD）」(二)[初]
爆弾（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)

25

24

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便
(HD)」(二)

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便
(HD)」(二)

24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363 真実と真相「#7 エールアンテール148
便 (HD)」(二)
便 (HD)」(二)

25

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」
(二)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#5 ウェイト・オーバー
（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#6 暴風雨の中へ
（HD）」(二)[初]

26

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

27

27:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝 26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅 26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]
突(HD)」(二)[初]
の列車事故(HD)」(二)[初]

27:00 休止

19:00 バチカン～秘められた神秘の
世界～(HD)(二)[初]

21:00 アドルフ・ヒトラー 帝国を築くま 21:00 アラスカの最強メカニック「輸送 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 スター・トーク３「伝説のNBAプ
船の修理（HD）」(二)
レーヤー(HD)」(字)[初]
で（HD）(二)[初]
車４「復活のロードスター（HD）」
車「フォード・マニア（HD）」(字)
(二)[初]

秘
暖

23

19:00 メーデー！８：航空機事故の 19:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#1 クロス航空3597便 真実と真相「#2 ブリティッシュ・エアウェ
(HD)」(二)[初]
イズ38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)

26:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「氷河期を生き抜く(HD)」
(二)[初]

26:00 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)

27:00 カラーで見るノルマンディー上陸 27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ 27:00 黙示録：カラーで見る第二次 27:00 水と権力「カリフォルニアの受難 27:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ガンの治療革命（HD）」(二)
バン vs 米海軍SEAL（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
作戦「パリ解放（HD）」(字)
世界大戦「原爆投下（HD）」(二)

26

27
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月曜日 2017/11/27

火曜日 2017/11/28

水曜日 2017/11/29

木曜日 2017/11/30

4

04:00 アンネ・フランク 最期の日々
（HD）(二)[初]

04:00 戦火の記憶「後期（HD）」
(二)[初]

04:00 休止

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS
（HD）」(二)

4

5

05:00 サルに育てられた女性の真実
（HD）(二)[初]

05:00 リヴィングストン博士の日記
（HD）(字)[初]

05:00 CIA極秘ファイル：エリア51
（HD）(字)[初]

5

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

6

7

8

9

10

06:00 インフォメーション (日)

金曜日 2017/12/01

土曜日 2017/12/02

日曜日 2017/12/03

(ET)

06:30 バ科学2「猫スペシャル（HD）」 06:30 世界何でもデータブック「"人体 06:30 リスクを見抜け！デンジャー解 06:30 バ科学3「傘パラシュートの法
析「戦慄のパワーボート（HD）」
(字)[初]
"という名の街（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]
(二)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
【ビッグ・キャット・ウィーク】
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを 07:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿 07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ 07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
救え （HD）」(字)
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」(二) ２「恐るべきハンター集団（HD）」(二)
「ピューマの襲撃（HD）」(字)
[初]
08:00 ジャイアントパンダ：繁殖への挑
戦（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)
09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「薬物におぼれる女たち（HD）」
(二)[初]
10:30 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)

11

08:00 世界大自然紀行：ベトナム
（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)
【ナショジオ フロントライン】
09:30 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「アーノルド・シュワルツェネッガー
（HD）」(字)[初]

7

08:00 生き抜け！原始生活「極寒の 08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
トナカイとサーミの知恵（HD）」
「北極圏の扉（HD）」(二)[初]
(二)[初]
09:00 インフォメーション (日)

8

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 09:30 世界大自然紀行：北アメリカ
Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」
「爬虫類の楽園（HD）」(二)[初]
(二)
10:30 ロング・ロード・ホーム 2話連続
放送 二ヶ国語版（HD）(二)

10

10:30 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)

11

11:30 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

11:30 世界の巨大工場４「フォードF- 11:30 世界の巨大工場７「テスラ・モ
150(HD)」(二)[初]
デルS（HD)」(二)
12

12
12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

13

13:00 メーデー！：航空機事故の真 13:00 メーデー！１２：航空機事故の 13:00 メーデー！９：航空機事故の 13:00 メーデー！１０：航空機事故の
実と真相「#1 機体損壊」(二)[初] 真実と真相「ブリティッシュミッドランド 真実と真相「#4 アロー航空1285便
真実と真相「シルクエアー185便
航空９２便（HD）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

13

14

14:00 メーデー！１０：航空機事故の 14:00 メーデー！７：航空機事故の 14:00 メーデー！６：航空機事故の 14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便 真実と真相「#3 エールフランス296便 真実と真相「#3 オスロ発 チャーター 真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」
機（ＨＤ）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)
(HD)」(二)

14

15

15:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

15:00 史上最悪の天災（HD）
(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

15:55 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)
16

16:00 ジェネレーションＸ「破壊のパ
ワー（HD）」(字)[初]

17

17:00 インフォメーション (日)

15:00 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)

15

15:05 宇宙から見る人類の歩み
（HD）(字)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類 16:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ドローンの行く末（HD）」
史「暮らしを守る家（HD）」(二)[初]
(二)[初]
17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

16

17:00 インフォメーション (日)

17

17:30 ナショジオ どうぶつ調査団「ペ 17:30 歴史に残る武器・軍用品「18 17:30 あなたの知らない世界史「#3 17:30 雑学サイエンス「電子レンジに
シャンパンボトル（HD）」(字)[初]
ンギンの冒険」(二)[初]
世紀の上下二連ピストル（HD）」(字) ロマノフ家 処刑の謎（HD）」(二)[初]
18

【ビッグ・キャット・ウィーク】
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]

18:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ピューマの襲撃（HD）」(字)[初]
19

19:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「#3 スカンジナビア航空
751便(HD)」(二)

20

20:00 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)

21

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（HD）」(字)[初]

22

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)[初]

19:00 LA 92（HD）(二)[初]

21:00 【新】6チャンネル合同
第1話、第2話 特別放送
ロング・ロード・ホーム（HD）(二)[初]

18:00 スター・トーク３「海の神秘と不
【ビッグ・キャット・ウィーク】
思議(HD)」(字) [初]
18:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）(字)[初]

18

19:00 メーデー！８：航空機事故の 19:00 【新】潜入！台北ユニバーシ
真実と真相「#4 コンチネンタル航空 アード競技大会 2017（HD）(字) [初]
3407便(HD)」(二)

19

20:00 終戦への階段「ナチス 最後の 20:00 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)
あがき（HD）」(字)[初]

20

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)

20:05 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「吹雪との戦い（HD）」
(二)[初]
21:00 アラスカの最強メカニック「故障
した発電機（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア（HD）」(字)

秘
暖

21

秘

23

22:55 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#2」（HD）(日)
【シャーク・マンデー】
23:00 【新】解剖でわかる動物たちの 23:00 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
【ビッグ・キャット スペシャル】
世 慈悲の力（HD）」(字)[初]
謎２「#1 ホホジロザメのアゴが強い理
車「帰ってきたローバー（HD）」
23:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
由(HD)」(二)[初]
(字)[初]
ル「隣りあわせの危険（HD）」(二)[初]
23:55 ナショジオ オープンキャンパス:
宇宙編「#1」（HD）(日)
24:00 休止

22

23

24

24:00 地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な
砂じん嵐（HD）」(二)[初]

25

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」
(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」
(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡
(HD)」(二)

25

26

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)

26

27

27:00 アンネ・フランク 最期の日々
（HD）(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の 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
真実と真相「コムエアー3272便
5719便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

27:00 巨大津波を予測せよ！（HD） 27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
(二)
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS
（HD）」(二)

24

27

