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(ET) 月曜日 2018/08/27 火曜日 2018/08/28 水曜日 2018/08/29 木曜日 2018/08/30 金曜日 2018/08/31 土曜日 2018/09/01 日曜日 2018/09/02 (ET)

※ 新の番組表はこちら
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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「知られざるパパ

ラッチの世界（HD）」(字)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「教
育で未来を救う(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#8
独裁者ヒトラー誕生秘話(HD)」

(二)[初]
07:00 世界の巨大工場７「マスタング

（HD)」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「ベールを脱ぐ
キリストの墓（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿「ス
コットランドの宇宙人（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「危険すぎるボートレース（HD）」

(二)[初]

14:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

15:00 ハイテクのルーツ２「航空母艦
イラストリアス（ＨＤ）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「マルタ島のエー
ス（HD）」(二)[初]

17:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」

(二)[初]

18:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡（HD）」

(二)[初]

19:00 【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(HD)」(二)[初]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT

ターボ（HD）」(二)[初]

21:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「第一
関門：運用テスト（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(二)[初]

24:00 独裁者のルール「スペイン内戦
の覇者 フランコ将軍（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#10（HD）」(二)[初]

26:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(二)

05:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#9
偉大な軍司令官サラディン(HD)」

(二)[初]
07:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「掘り出し物対決（HD）」(二)[初]

08:00 世界の巨大工場６「日産
GT-R(HD)」(二)[初]

18:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 脳トリック 特別編：気軽に試せ
る脳トレゲーム（HD）(二)[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２「近隣住民の不安の種

（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#9 真
夏のクリニック(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

20:00 UFO：欧州未解決事件簿「ス
コットランドの宇宙人（HD）」(字)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(二)[初]

22:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

13:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火(HD)」(字)[初]

14:00 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]

15:00 世界の巨大工場５「ミシュラン
タイヤ(HD)」(二)[初]

16:00 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]

17:00 極秘軍事施設エリア51の真実
(HD)(二)[初]
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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)[初]

26:00 野生に生きる２「すみかを求め
て（HD）」(二)[初]

27:00 万里の長城：神秘の旅
(HD)(二)[初]
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19:00 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

秘秘秘秘秘秘秘秘

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

軍艦・戦⾞・潜⽔艦

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2018/09/03 火曜日 2018/09/04 水曜日 2018/09/05 木曜日 2018/09/06 金曜日 2018/09/07 土曜日 2018/09/08 日曜日 2018/09/09 (ET)

※ 新の番組表はこちら
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26:00 野生に生きる２「命をいただく
（HD）」(二)[初]

27:00 地球 後の日を生きる「ゾンビ
と化した人類（HD）」(字)[初]

20:00 UFO：欧州未解決事件簿
「ムッソリーニと宇宙人（HD）」(字)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

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)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)[初]

15:00 世界の巨大工場５「LEGOブ
ロック(HD)」(二)[初]

16:00 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)

17:00 9.11と人々の声（HD）(字)[初]

18:00 9.11 テンハウス消防署の記録
（HD）(二)[初]

19:00 NYPD緊急出動部隊～9.11の
記憶（HD）(二)[初]

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)[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２「2度の襲撃（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#10
インフルエンザの脅威(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「テキサス石
油工場爆発事故(HD)」(字)[初]

25:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)

26:00 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(二)

05:00 マーズ 火星移住計画「 終
話 決断（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#3 大型
SUV車の衝突事故(HD)」(二)[初]

07:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「働く車対決（HD）」(二)[初]

08:00 クラッシュ！解体！ポルシェの
運命(HD)(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

20:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

21:00 白州 ～森とウイスキーの物語
～（HD）(日)[初]

21:30 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「遅れ
を回避せよ（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(二)

24:00 独裁者のルール「諜報の策士
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)

14:00 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（HD)」(二)[初]

15:00 びっくり！ギガ建造物「半年間
潜り続ける潜水艦（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「翼を取り戻した
撃墜王（HD）」(二)[初]

17:00 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]

18:00 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（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】
びっくり！ギガ建造物「世界 大の水

力発電ダム（HD）」(二)[初]

09:30 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」

(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿
「ムッソリーニと宇宙人（HD）」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「フォークリフトで大惨事（HD）」

(二)[初]

25:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)[初]

26:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(字)

27:00 タブー ～性なる秘密～「奇想
天外な恋人たち（HD）」(字)[初]

04:00 アマゾンを行く「水の楽園」
(二)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「ホー
ムレスを救うべく(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#2 ヘリコプ
ターの墜落(HD)」(二)[初]

07:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スホーイ・スーパージェッ

ト100（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 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]

23:00 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]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#13 スカンジナビア航空

686便(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ハンマーの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 強のライオン軍団
(HD)(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#6 天国
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便

（HD）」(二)[初]

25:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

26:00 史上 悪の地球の歩き方６
「疾走の果ての罪（HD）」(字)[初]

27:00 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（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#1 4.6km
のフリーフォール(HD)」(二)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「臆病犬ブリ

ガディア（HD）」(字)[初]

08:00  【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(HD)」(二)

18:00 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」(字)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件（HD）」(二)[初]

20:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)

21:00 ロシア：サンクト・ペテルブルグ
（HD）(字)[初]

22:00 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]

23:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#3 父の裏切り
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「高く積み上げる法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック「性別（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

10:30 独裁者のルール「独裁の先駆
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#1 絶対に見破れない密輸

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

便 (HD)」(二)[初]

25:00 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]

26:00 史上 悪の地球の歩き方６
「生き埋めの恐怖（HD）」(字)[初]

27:00 独裁者のルール「独裁の先駆
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」

(字)[初]

04:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「シュグ・ナイト（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#13 エリザベス１世の隠された噂

(HD)」(二)[初]
07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「マイルズの
欲望（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「科学でパー
ティーだ！（HD）」(字)[初]

18:00 瞬殺の美学「サバンナでの一
撃(HD)」(字)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便

（HD）」(二)[初]

20:00 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（HD）」(二)[初]

21:00 【新】ナチス・ドイツの巨大建造
物 独ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」

(二)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「危
険な接近（HD）」(字)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ
をめぐって(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ぐるぐるバットの法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック「透視（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ヒトラーの野望～絶滅動物の
復活計画～（HD）(字)[初]

11:30 タイタニック号　隠された火災
（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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)[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)[初]

26:00 史上 悪の地球の歩き方６
「ラスベガスの支配者（HD）」(字)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「総統大本営（HD）」(二)[初]

04:00 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]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#12 ニュートンの秘密の研究(HD)」

(二)[初]
07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「元気いっぱ
いモジョ（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「酸素の威力
（HD）」(字)[初]

18:00 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」(字)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「トランスアジア航空222

便（HD）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第六話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(字)[初]

22:00 独裁者のルール「諜報の策士
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#1 親子の対
立(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ホームランの法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック「時間（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

10:30 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)[初]

11:30 豪華客船コスタ・コンコルディア
の悲劇(HD)(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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)[初]

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 史上 悪の地球の歩き方６
「北ベトナムの捕虜（HD）」(字)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「頭部
への攻撃」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#11 覆されるキリスト降誕物語

(HD)」(二)[初]
07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「凶暴マンボ
（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「身近な物の意
外なパワー（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 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「エメリー・ワールドワイド

17便（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ギョベクリ・テペ遺跡(HD)」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)[初]

22:00 UFO：欧州未解決事件簿
「ムッソリーニと宇宙人（HD）」(字)[初]

23:00 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]

13:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボリ
ビア:コカの葉を求めて（HD）」(二)[初]

14:00 旅するシェフの仰天レシピ「中
国:レンコンとコイ（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」(二)[初]

08:30 脳トリック「理解（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

04:00 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]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２
「#10 もうひとつのタージ・マハル(HD)」

(二)[初]
07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「一度噛ん
だらやめられない（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「燃料と熱エネ
ルギー（HD）」(字)[初]
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秘秘秘秘秘秘秘秘

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

軍艦・戦⾞・潜⽔艦

世界遺産

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

16
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27:00 地球 後の日を生きる「ナノ・
テクノロジーの反乱（HD）」(字)[初]

11

12

7

8

9

25

15

10

18

21:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（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２「デンマークのボルボ・アマゾン

（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 野生に生きる２「新たな挑戦
（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場５「ボーイング
747(HD)」(二)[初]

16:00 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)

17:00 【新】世界大自然紀行：アマゾ
ン（HD）(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：ナミビア
（HD）(二)[初]

20:00 UFO：欧州未解決事件簿「ポ
ルトガルの宇宙人（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２「社交的な犬を目指して

（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#11
新しい仲間(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャ
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」

(字)[初]
14:00 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]

26:00 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(二)

05:00 潜入！クリスタルの洞窟
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#10 水中
での７分間(HD)」(二)[初]

07:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「栄光の60年代クラシックカー対

決（HD）」(二)[初]

08:00 世界の巨大工場６「MINIクー
ペ(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

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 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]

22:00 密着！ドバイ国際空港「一難
去ってまた一難（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第六話
（HD）」(二)

24:00 独裁者のルール「残虐な独裁
者　イディ･アミン（HD）」(字)

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]

15:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

16:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス
ター爆撃機隊（HD）」(二)[初]

17:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

18:00 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（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】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（HD）」

(字)[初]

19:30 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（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿「ポ
ルトガルの宇宙人（HD）」(字)

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、 後の飛行(HD)」(字)[初]

14:00 21世紀の 新鋭艦 特別版
(HD)(日)[初]

26:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(字)

27:00 戦士たちの墓場「呪われた船
員(HD)」(二)[初]

04:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「ネ
パールに愛の手を(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#9 荒波の
恐怖(HD)」(二)[初]

07:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「オクラホマの家
畜泥棒（HD）」(字)[初]

20:00 世界の巨大工場５「リアジェッ
ト(HD)」(二)[初]

21:00 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)

22:00 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]

23:00 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]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#14 ユナイテッド航空

232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 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

16:00 武器コレクター「#9 高の贈り
物(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「リフティングの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 イエネコ：野生の光（HD）
(二)[初]

19:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ
リコプター（HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)[初]

24:00 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)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#2 タン航空3054便

(HD)」(二)[初]

26:00 ローマ沈没船の秘密
(HD)(二)[初]

27:00 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（HD）」(二)

04:00 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]

05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#8 ライオン
の襲撃(HD)」(二)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#3
イヌと野生動物の強い絆（HD)」

(二)[初]

08:00  【中国を知る】
びっくり！ギガ建造物「世界 大の水

力発電ダム（HD）」(二)

18:00 さすらいの若きトラ（HD）
(二)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「アリタリア航空４０４便

（HD）」(二)[初]

20:00 マーズ 火星移住計画「 終
話 決断（HD）」(二)

21:00 スペイン：サグラダ・ファミリア
（HD）(字)[初]

22:00 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]

23:00 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 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)[初]

16:00 武器コレクター「#8 南北戦争
の拳銃(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「急ブレーキの法則
（HD）」(二)[初]

27:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(二)[初]

04:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(二)[初]

05:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(二)[初]

07:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(二)[初]

08:00 インフォメーション (日)

08:30 脳トリック2「恋愛（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 独裁者のルール「スペイン内戦
の覇者 フランコ将軍（HD）」(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#2 コカインと宿る命（HD）」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」

(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)[初]

23:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)[初]

24:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(二)[初]

25:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
(二)[初]

26:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(二)[初]

16:00 武器コレクター「#7 腕の見せ
所(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「重い物を持ち上げる
法則（HD）」(二)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空７２便

（HD）」(二)[初]

20:00 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（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)

11:30 死と意識の謎(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 食べものがたり「砂糖（HD）」
(字)[初]

14:00 食べものがたり「ファストフード
（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油
工場爆発事故」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」

(二)[初]

05:00 【新】怪奇現象Ｘファイル 2「#1
命がけの散歩(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#6 赤ちゃ
んに突っ込む自動車(HD)」(二)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#1
ネコ科動物の交遊録（HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「引力と磁力
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック2「信頼（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(字)[初]

22:00 独裁者のルール「残虐な独裁
者　イディ･アミン（HD）」(字)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

24:00 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)[初]

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 史上 悪の地球の歩き方６
「アルゴ救出作戦（HD）」(字)[初]

16:00 武器コレクター「#6 飛び交う弾
丸(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ドローンの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 ブッシュ元大統領が語る
9.11(HD)(字)[初]

19:00 9.11:ペンタゴンの英雄たち
（HD）(字)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第七話（HD）」(字)[初]

10:30 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)[初]

11:30 南太平洋の島探検「いざ 南
太平洋へ（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 食べものがたり「海の幸（HD）」
(字)[初]

14:00 食べものがたり「食の革命
（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島
の大噴火」(二)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「銃撃
戦」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食
べるナマズ(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#5 時速
170キロの自転車事故(HD)」(二)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ソフィア救

済（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「電子レンジに
シャンパンボトル（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック2「認識（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「海に墜
落した光（HD）」(二)[初]

22:00 UFO：欧州未解決事件簿「ポ
ルトガルの宇宙人（HD）」(字)[初]

23:00 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]

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#7 エールアンテール148

便 (HD)」(二)[初]

25:00 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]

26:00 史上 悪の地球の歩き方６
「インテリ密輸業者（HD）」(字)[初]

16:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「回し車の法則
（HD）」(二)[初]

18:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スペースシップ２（HD）」

(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリスト磔刑の謎(HD)」(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:ドラッ
グの密輸現場(HD)(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 食べものがたり「肉（HD）」
(字)[初]

14:00 食べものがたり「穀物（HD）」
(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ
た大竜巻」(二)[初]

26

27

22

23

24

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」

(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 死に直面した瞬間「#4 高圧
電線へ激突(HD)」(二)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ターボ全

開！（HD）」(字)[初]

20

21

16

17

18

25

06:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(二)[初]

13

14

15

12

19

08:00 雑学サイエンス「散弾銃で発
火実験（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック2「色覚（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」

(二)[初]

秘秘秘秘秘秘秘秘

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

特集：9.11

軍艦・戦⾞・潜⽔艦

世界遺産

宇宙の日スペシャル

supported by SUBARU

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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24:00 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]

25:00 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]

26:00 野生に生きる２「困難を乗り越
えて（HD）」(二)[初]

27:00 地球 後の日を生きる「水が
敵となる（HD）」(字)[初]

18:00 脱獄への鍵（HD）(二)[初]

19:00 アルカトラズに秘められた謎
（HD）(二)[初]

20:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷
戦時代の宇宙人（HD）」(字)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第九話
（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)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#2 結婚式ダンスの
法則（HD）」(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」

(二)[初]

15:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)

16:00 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)

17:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

08:00 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[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２「進撃する巨人（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#12
にぎやかな日々(HD)」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(二)

24:00 ジャーナリズム・アメリカ「南軍
像の撤去問題（HD）」(字)

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 ザ・潜入！「ツタンカーメンの宝
物展（HD）」(二)[初]

27:00 ザ・潜入！「世界 大のセク
シー・フェスティバル（HD）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第七話
（HD）」(二)

05:00 ジャーナリズム・アメリカ「南軍
像の撤去問題（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ゴンドウクジラ」(字)[初]

07:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「ファーストカー対決（HD）」

(二)[初]

18:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「ソ連潜水艦：冷戦 大の危機

（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】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（HD）」

(字)[初]

19:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#4
リス族 恋の歌（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 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「ゲー
ト表示切り替え大作戦（HD）」

(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 【新】バ科学5「#1 腕相撲の法
則（HD）」(二)[初]

14:00 空母ロナルド・レーガンの 新
構造(HD)(二)[初]

15:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

16:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ
ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

17:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 速ヘリ（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「インプレッサよ、不死鳥のごとく

蘇れ！（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷
戦時代の宇宙人（HD）」(字)

23:00 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]

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)

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]

26:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(字)

27:00 戦士たちの墓場「十字軍の亡
霊(HD)」(二)[初]

04:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「働く
母親たちに職業訓練(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「オサガメ」(字)[初]

07:00 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]

17:30 バ科学3「顔面パイ投げの法
則（HD）」(二)[初]

18:00 【新】躍動の青い惑星「壮大な
旅(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場５「新型ヘリ
コプターAW139(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 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 史上 悪の地球の歩き方８
「スーダンで拉致（HD）」(字)[初]

14:00 史上 悪の地球の歩き方８
「メキシコのラ･メサ刑務所（HD）」

(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

08:00  【中国を知る】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（HD）」

(字)

08:30 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（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 第二次世界大戦の潜水艦２
「ソ連潜水艦：冷戦 大の危機

（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(二)

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

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航

空708便(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)[初]

26:00 潜入！死刑の町（HD）
(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「ソ連潜水艦：冷戦 大の危機

（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング： 後の魚雷（HD）」(二)[初]

05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「#3（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コウテイペンギン」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(HD)」(二)[初]

17:30 バ科学3「ロングシュートの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」

(二)[初]

20:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)

21:00 ブラジル：アマゾンの熱帯雨林
（HD）(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 史上 悪の地球の歩き方８
「若き麻薬王（HD）」(字)[初]

14:00 史上 悪の地球の歩き方８
「売人の少女（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

24:00 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]

25:00 休止

07:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「燃焼の科学
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック2「連携（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)

10:30 独裁者のルール「諜報の策士
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」

(二)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

20:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「ソ連潜水艦：冷戦 大の危機

（HD）」(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「#3（HD）」(二)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「お
騒がせの達人（HD）」(字)[初]

13:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#5 犠牲となった者たち（HD）」

(字)[初]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#6 暴かれる意外な真実

（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「濡れたプールサイドの
法則（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「鍛錬（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)

11:30 THE SS：ナチス親衛隊「#1 罪
深きエリートたち（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便（HD）」(二)[初]

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)[初]

26:00 タブー ～性なる秘密～「奇想
天外な恋人たち（HD）」(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「番外編:神風特攻部隊と桜花

（HD）」(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「モンクアザラシ」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#1 火
山は生命の源(HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「水と金属で爆
発実験（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 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#10（HD）」(二)

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第八話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(字)[初]

22:00 【新】ジャーナリズム・アメリカ
「南軍像の撤去問題（HD）」(字)[初]

23:00 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]

13:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#3 さらなる証言（HD）」

(字)[初]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#4 男の正体（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ドリブルの法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「競争（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)[初]

10:30 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]

11:30 南太平洋の島探検「トンガ王
国の離島（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「リーブ・アリューシャン航

空8便（HD）」(二)[初]

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)[初]

26:00 タブー ～性なる秘密～「快楽
の追求（HD）」(字)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「包囲
攻撃」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニ
の大量死(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コモリザメ」(字)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#5
愛のベストフレンド（HD)」(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「音と炎の波
（HD）」(字)[初]

18:00 野生動物の楽園：イエロース
トーンの春(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#9（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マヤの地底世界(HD)」(二)[初]

21:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！～「ゴースト」(二)[初]

22:00 UFO：欧州未解決事件簿「冷
戦時代の宇宙人（HD）」(字)[初]

23:00 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]

13:00 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]

14:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「#2 目撃者の行方（HD）」

(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ローラースケートの法
則（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「緊張（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#7 持ち込まれた小型

爆弾（HD）」(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:命が
けの突破(HD)(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

27

22

23

24

04:00 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]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空か
ら降る魚(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ザトウクジラ」(字)[初]

07:00 動物界の意外なお友達 2「#4
人間と動物の特別な関係（HD)」

(二)[初]

08:00 雑学サイエンス「ドミノのチカラ
（HD）」(字)[初]

21

16

17

18

25

26

13

14

15

12

19

20

秘秘秘秘秘秘秘秘

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

軍艦・戦⾞・潜⽔艦

世界遺産

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 地球 後の日を生きる「モンス
ター・ストーム（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第九話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第十話
（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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

（HD）」(二)[初]

25:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と
水素の罠（HD）(二)

26:00 野生に生きる２「大自然から得
たもの（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場５「リアジェッ
ト(HD)」(二)

16:00 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]

17:00 【新】ロシアで も苛酷な仕事
「命懸けのミッション（HD）」(字)[初]

18:00 ロシアで も苛酷な仕事「勇
気ある挑戦（HD）」(字)[初]

19:00 ロシアで も苛酷な仕事「屈
強な男たち（HD）」(字)[初]

20:00 UFO：欧州未解決事件簿「イ
タリアの宇宙人（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２「飼い主の影響力（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#13
真夏の試練(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#4 バンジージャンプ
の法則（HD）」(二)[初]

14:00 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]

26:00 ザ・潜入！「ロード・オブ・ザ・リ
ング・オン・ステージ（HD）」(二)[初]

27:00 ザ・潜入！「腎臓スワップ（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(二)

05:00 ジャーナリズム・アメリカ「アメリカ
に住むイスラム教徒（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#2 結婚式ダンスの
法則（HD）」(二)

07:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「型破りな車対決（HD）」(二)[初]

08:00 世界の巨大工場６「ウィリアム
ズF1(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジャーナリズム・アメリカ「南軍
像の撤去問題（HD）」(字)

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)

21:00 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]

22:00 密着！ドバイ国際空港「乗り
遅れた乗客たち（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第八話
（HD）」(二)

24:00 ジャーナリズム・アメリカ「アメリカ
に住むイスラム教徒（HD）」(字)

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]

14:00 アメリカ空軍 救難員日記～
後の戦い～（HD）(字)[初]

16:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（HD）」(二)[初]

17:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(二)[初]

18:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】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（HD）」

(字)[初]

19:30 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（HD）」(字)[初]

09:30 エクスプローラー「インド 同性愛
が禁じられた国（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

12:00 UFO：欧州未解決事件簿「イ
タリアの宇宙人（HD）」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#3 荷降ろしの法則
（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 ジーニアス：ピカソ「第九話
（HD）」(字)

27:00 戦士たちの墓場「蘇るサムライ
(HD)」(二)[初]

04:00 躍動の青い惑星「壮大な旅
(HD)」(二)

05:00 アンダーカバー・エンジェル「音
楽とアートで希望を取り戻せ(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#1 腕相撲の法則
（HD）」(二)

07:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「タンデム式の超小型車メッサー

シュミットKR200（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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)

20:00 世界の巨大工場６「ジェット
コースター(HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー

（HD）」(二)

22:00 【新】元素の掟：ヒンデンブルク
号と水素の罠（HD）(二)[初]

23:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)

24:00 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)

15:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地
の爆発炎上(HD)」(二)[初]

16:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「アイスホッケーの法則
（HD）」(二)[初]

18:00 躍動の青い惑星「食うか食わ
れるか(HD)」(二)[初]

13:00 台湾から世界へ「台湾プロ野
球（HD）」(字)[初]

14:00 潜入！台北の遺産保護
(HD)(字)[初]

08:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 3「#4
リス族 恋の歌（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 戦場の記録「#1 アフガニスタン
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第九話
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#5 コンチネンタル・エクス

プレス2574便(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「キン
グス・クロス地下鉄火災（HD）」

(二)[初]

27:00 ベルグラーノ：撃沈された戦艦
の真実(字)[初]

04:00 <引き続き>
ベルグラーノ：撃沈された戦艦の真実

(字)

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ジュゴン」(字)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)[初]

08:00  【中国を知る】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（HD）」

(字)

18:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)

21:00 インドのタージマハル（HD）
(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)[初]

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

（HD）」(二)[初]

13:00 台湾から世界へ「探知犬
（HD）」(字)[初]

14:00 台湾から世界へ「生物多様性
（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

16:00 潜入！アフガンの米海兵隊基
地（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「びっくりした時の法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「依存（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 独裁者のルール「残虐な独裁
者　イディ･アミン（HD）」(字)

11:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#4 黒いコカイン（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]

27:00 独裁者のルール「諜報の策士
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)

04:00 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]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ヒョウアザラシ」(字)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「大モノを狙え（HD）」(二)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#6 燃料漏れ」(二)[初]

20:00 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]

21:00 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]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「土
壇場の対決（HD）」(字)[初]

13:00 【新】台湾から世界へ「空から
の救難（HD）」(字)[初]

14:00 台湾から世界へ「消防士
（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「プロレス技の法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「判断（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「#3（HD）」(二)

11:30 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構
築された死のシステム（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便

（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「アム
ステルダム航空機事故（HD）」

(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「大ザメ」(字)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」

(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「機械の中に眠る金（HD）」(二)[初]

18:00 幻の巨大魚を追え！(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#5 計器異常」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第九話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第九話
（HD）」(字)[初]

22:00 ジャーナリズム・アメリカ「アメリカ
に住むイスラム教徒（HD）」(字)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)

13:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

14:00 ジャーナリズム・アメリカ「南軍
像の撤去問題（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ドアを破る法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「食欲（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]

11:30 南太平洋の島探検「楽園フィ
ジー諸島（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シンガポール航空006便

（HD）」(二)[初]

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)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「投石
と矢」(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「隠れ家 急襲作戦（HD）」

(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」

(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「白熱！オークション（HD）」(二)[初]

18:00 アマゾンの巨大モンスター
(二)[初]

19:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ノアの大洪水(HD)」(二)[初]

21:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！～「ミステリー･サークル」

(二)[初]

22:00 UFO：欧州未解決事件簿「イ
タリアの宇宙人（HD）」(字)[初]

23:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

13:00 史上 悪の地球の歩き方８
「アルカイダからの逃亡（HD）」

(字)[初]

14:00 史上 悪の地球の歩き方８
「悪友の誘い（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故(HD)」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ブレイクダンスの法則
（HD）」(二)[初]

08:30 脳トリック2「同調（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「シロナガスクジラ」(字)[初]

07:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)[初]

08:00 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「ジェットエンジンを買い付けろ（HD）」

(二)[初]
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【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

日本初放送番組 一挙放送！

軍艦・戦⾞・潜⽔艦

世界遺産

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

