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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月
(ET)
400-430
430-500
500-530
530-600

月曜日 2019/04/01

火曜日 2019/04/02

04:00 解体！スーパー航空機（HD） 04:00 密着！国境警備の戦い:番外
(二)[初]
編「禁輸品の隠し場所（HD）」
(字)[初]

水曜日 2019/04/03
04:00 9.11:ペンタゴンの英雄たち
（HD）(字)[初]

木曜日 2019/04/04

金曜日 2019/04/05

04:00 空の英雄たち「翼を取り戻した 04:00 空の英雄たち「赤い尾翼 レッ
撃墜王（HD）」(二)[初]
ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

土曜日 2019/04/06

日曜日 2019/04/07

(ET)

04:00 空の英雄たち「ナチス狩り
（HD）」(二)[初]

04:00 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]

400-430
430-500

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建 05:00 徹底スキャン:世界の歴史建 05:00 徹底スキャン:世界の歴史建 05:00 徹底スキャン:世界の歴史建 05:00 徹底スキャン:世界の歴史建 05:00 解体！スーパー航空機（HD） 05:00 独裁者のルール「諜報の策士
造物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘
造物「古代都市ペトラ（HD）」
造物「天空都市マチュ・ピチュ（HD）」
造物「ローマ：コロッセオ（HD）」
造物「ロンドン：セント・ポール大聖堂
(二)
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
（HD）」(字)[初]

500-530
530-600

600-630

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)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

600-630

630-700

06:30 バ科学2「オーバーヘッドキック
の法則（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学2「バレリーナの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学2「ダチョウ乗りの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学2「バルーンの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学2「クリスマスの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学「ジャンプの法則
（HD）」(字)[初]

06:30 バ科学「ランニングマシンの法
則（HD）」(字)[初]

630-700

700-730

07:00 ワイルド・ロシア 雄大な自然 07:00 ワイルド・ロシア 雄大な自然 07:00 ワイルド・ロシア 雄大な自然 07:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱 07:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
と動物たち「カフカース山脈のバイソン と動物たち「アムールヒョウと秘密の森 と動物たち「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」
肉強食（HD）」(二)[初]
辺の生物（HD）」(二)[初]
（ＨＤ）」(二)[初]
（ＨＤ）」(二)[初]
(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「凶暴犬は手に負えない？
（HD）」(字)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#15 ターニングポイント（HD）」
(字)[初]

700-730

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「迅 08:00 密着！ドバイ国際空港 2「偽 08:00 密着！ドバイ国際空港 2「過 08:00 密着！ドバイ国際空港 2「密
速な判断とチームワーク（HD）」
造パスポート（HD）」(二)[初]
酷なパイロット・トレーニング（HD）」
輸ダイヤモンド（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（HD）」
(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#16 激戦の行方（HD）」(字)[初]

800-830

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

730-800
800-830
830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300

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)

09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 メーデー！５：航空機事故の 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 真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」
跡（ＨＤ）」(二)[初]
(二)[初]
(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]

08:00 【中国を知る】黄河と長江 いにしえの文化
を訪ねて 4「生活と橋（HD）」 (字)[初]
08:30 黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて 4
「人をつなぐ橋（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

11:30 世界の巨大工場６「MINIクー 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
ペ(HD)」(二)[初]
車３「スターリング･モス現る（HD）」 車３「伝説のモーガン・スリーホイラー
車３「夫婦の絆 日産スカイライン 車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(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)

12:30 インフォメーション (日)

830-900

09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 アメリカの絶景：野生への旅
09:30 プロアングラーの世界釣り巡
真実と真相「#6 暴風雨の中へ
「キャニオンランズの宝（HD）」(二)[初]
業！「ロンドンで釣る川の王子
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
10:00 アメリカの絶景：野生への旅
「ハワイの離島（HD）」(二)[初]

10:30 黙示録：カラーで見る第二次 10:30 黙示録：カラーで見る第二次 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境
世界大戦「上陸作戦（HD）」
世界大戦「原爆投下（HD）」
警備局「砂漠のヘロイン追跡（HD）」 警備局「不法入国グループ（HD）」 警備局「秘密のトンネル作戦（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

730-800

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物界の意外なお友達 3「犬 11:00 スゴ腕どうぶつドクター５「クリ
と坊やのお昼寝日記（HD）」(二)[初] ニックの新人ドクター（HD）」(二)[初]

900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200

12:00 動物界の意外なお友達 3
「ヒーローキャット（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター５「特別
な絆（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

1200-1230
1230-1300

1300-1330 13:00 密着！国境警備の戦い:番外 13:00 密着！国境警備の戦い:番外 13:00 密着！国境警備の戦い:番外 13:00 密着！国境警備の戦い:番外 13:00 空の英雄たち「マルタ島のエー
13:00 インフォメーション (日)
13:00 インフォメーション (日)
編「カリブ海での水際作戦（HD）」
編「陸海空の連携プレー（HD）」
編「最新の密輸トリック（HD）」(字)
編「押収品の行く末（HD）」(字)
ス（HD）」(二)
(字)[初]
(字)[初]
1330-1400
13:30 新 衝撃の瞬間「シカゴ航空 13:30 新 衝撃の瞬間「モントセラト
機事故(HD)」(字)[初]
島の大噴火(HD)」(字)[初]

1300-1330

1400-1430 14:00 密着！国境警備の戦い:番外 14:00 密着！国境警備の戦い:番外 14:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「隠れ家 急襲作戦（HD）」
編「恐れを知らぬ越境者たち（HD）」 編「禁輸品の隠し場所（HD）」(字)
(字)[初]
(字)[初]
1430-1500

1400-1430

1500-1530
1530-1600

14:00 9.11:ペンタゴンの英雄たち
（HD）(字)

14:00 空の英雄たち「翼を取り戻した 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す
撃墜王（HD）」(二)
真実と真相「国連チャーター機 DC「#1（HD）」(字)
6（HD）」(二)[初]

1330-1400

1430-1500

15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ 15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた 15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ 15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量 15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123 15:00 メーデー！１３：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 1500-1530
ルト教団（HD)」(二)[初]
コックピット（HD)」(二)[初]
ダウン（HD)」(二)[初]
遭難事故（HD)」(二)[初]
便墜落事故（HD)」(二)[初]
真実と真相「アトランティック・エアウェ 車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI
イズ670便（HD）」(二)[初]
マーク1（HD）」(二)[初]
1530-1600

1600-1630 16:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 16:00 戦場の記録「#2 メディバックの 16:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]
決意（HD）」(二)[初]
せの渓谷（HD）」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)[初]

1630-1700

16:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦 16:00 メーデー！１３：航空機事故の 16:00 密着！真冬のカーレスキュー
闘（HD）」(二)[初]
真実と真相「スパンエア5022便
「横転した軍用車（HD）」(字)
（HD）」(二)[初]

1600-1630
1630-1700

春旅

1700-1730

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)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

1730-1800

17:30 新 衝撃の瞬間「アムステルダ 17:30 新 衝撃の瞬間「フロリダ湿地 17:30 新 衝撃の瞬間「高速道路へ 17:30 新 衝撃の瞬間「ロシア原子 17:30 新 衝撃の瞬間「クイーンズ墜
ム航空機事故(HD)」(字)[初]
帯墜落事故(HD)」(字)[初]
の墜落(HD)」(字)[初]
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]
落事故(HD)」(字)[初]

1800-1830

18:00 潜入！暗黒産業「コピー商品 18:00 潜入！暗黒産業「危険な医
の世界（HD）」(二)[初]
薬品（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「総集編
（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「酒の闇
市場（HD）」(二)[初]

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 19:00 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）」 独ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」
(字)[初]
(二)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

20:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

2130-2200

18:00 潜入！暗黒産業 2「高級車 18:00 スーパーカー大改造 2「ベント
強盗（HD）」(二)[初]
レー・コンチネンタルGT（HD）」
(二)[初]

1700-1730
1730-1800

18:00 ヴェルサイユ宮殿（HD）
(字)[初]

1800-1830
1830-1900

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「ドイツ軍の撤退（HD）」
(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

20:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

20:00 ヒトラーの極秘収容所 米兵
捕虜の記録（HD）(字)[初]

20:00 世界の巨大工場２「スーパー 20:00 【新】ツタンカーメン ～財宝に 20:00 日本:富士山（HD）(字)[初]
地下鉄（HD）」(二)[初]
隠された真の素顔「#1 新たな発見の
数々（HD）」(二)[初]

2000-2030

21:00 一攫千金！カー・ストリッパー 21:00 発掘！古代エジプトの裏社会 21:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
ズ２「栄光の60年代クラシックカー対
(HD)(二)[初]
の島（HD）」(二)[初]
決（HD）」(二)[初]

2100-2130

21:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち 21:00 危険な時代に生きる 2「海面 21:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子 21:00 ワイルドな一日「タスマニア島
「伝説の犯罪写真家（HD）」(二)[初]
上昇（HD）」(字)[初]
供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」
（HD）」(二)[初]
(字)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】生き抜け！原始生活 中国編
「激流の川（HD）」(字)[初]

17:00 スペイン：サグラダ・ファミリア
（HD）(字)[初]

19:00 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]

2030-2100
2100-2130

17:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航
空200便（HD）」(二)[初]

19:00 古都：京都（HD）(字)[初]

1900-1930
1930-2000

2030-2100

2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300

22:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち 22:00 冥王星探査機ニューホライズ 22:00 マダム・セクレタリー シーズン1
「史上最悪のハッカー（HD）」(二)[初] ンズ 最接近成功の裏側（HD）
#1（HD）(字)[初]
(二)[初]

22:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「ロンドンで釣る川の王子
（HD）」(二)[初]

22:00 密着！真冬のカーレスキュー
「横転した軍用車（HD）」(字)[初]

22:00世界大自然紀行：ハワイ「波の 2200-2230
下の世界（HD）」(二)[初]
2230-2300

2300-2330

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 アメリカの絶景：野生への旅 23:00 【新】偉大な冒険家 ナイルに 23:00 エジプト:世界最古の階段ピラ 23:00 マダム・セクレタリー シーズン1
車２「悩めるエスコートRS（HD）」
(二)[初]
真実と真相「ギャロッピング・ゴースト 「秘密のアパラチア（HD）」(二)[初]
帰す「#1（HD）」(字)[初]
ミッド（HD）(二)[初]
#1（HD）(字)
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
2330-2400
23:30 アメリカの絶景：野生への旅
「グレーシャー国立公園の氷河
（HD）」(二)[初]
2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：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！５：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 黒人ファラオ：異端の王の謎 24:00 野生動物ビックリ映像集「衝
真実と真相「タンス航空204便
真実と真相「グランドキャニオン空中 真実と真相「自家用ジェットの悲劇 真実と真相「#7 持ち込まれた小型 真実と真相「キャセイパシフィック航空
（HD）(二)[初]
撃の危機一髪（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
衝突事故（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
爆弾（HD）」(二)[初]
780便（HD）」(二)[初]
2430-2500

2300-2330

2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 メーデー！１６：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！番外編：惨劇の全 25:00 独裁者のルール「永遠の指導 25:00 野生動物ビックリ映像集「奇
真実と真相「コパ航空２０１便
貌「機長の活躍（HD）」(二)[初]
真実と真相「カンタス航空７２便
真実と真相「#8 速度計の警告サイ
貌「コックピットの殺人者（HD）」
者 金日成（HD）」(字)[初]
襲攻撃（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
ン（HD）」(二)[初]
(二)[初]
2530-2600

2500-2530

2600-2630

26:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の 26:00 衝撃の瞬間３「シンガポールの 26:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破
事故原因」(二)[初]
ホテル倒壊事故」(二)[初]
テロ」(二)[初]

2630-2700

26:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事
故」(二)[初]

2400-2430
2430-2500

2530-2600

26:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコの 26:00 独裁者のルール「冷酷な指導 26:00 野生動物ビックリ映像集「目を 2600-2630
ガス爆発（HD）」(二)[初]
者 サッダーム･フセイン（HD）」
疑う光景（HD）」(字)[初]
(字)[初]
2630-2700

2700-2730 27:00 密着！国境警備の戦い:番外 27:00 密着！国境警備の戦い:番外 27:00 空の英雄たち「マルタ島のエー 27:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス 27:00 空の英雄たち「ベトナムの大空 27:00 独裁者のルール「独裁の先駆 27:00 野生動物ビックリ映像集「人
編「最新の密輸トリック（HD）」
編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]
ス（HD）」(二)[初]
ター爆撃機隊（HD）」(二)[初]
中戦（HD）」(二)[初]
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」
間そっくりな行動（HD）」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
2730-2800

※最新の番組表はこちら

2330-2400

2700-2730
2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月
(ET)

月曜日 2019/04/08

火曜日 2019/04/09

400-430

04:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森（HD）」(字)[初]

430-500
500-530

水曜日 2019/04/10

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建
造物「古代エジプトのピラミッド
（HD）」(字)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「悪女の素顔（HD）」(字)[初]

600-630

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

630-700

06:30 バ科学3「ホームランの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ぐるぐるバットの法則 06:30 バ科学3「高く積み上げる法則
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

700-730

07:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」(字)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」(字)

530-600

木曜日 2019/04/11

金曜日 2019/04/12

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合 04:00 黙示録：カラーで見る第一次 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
軍「イッター城の戦い（HD）」(字)[初]
世界大戦「戦火の拡大（HD）」
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]
(二)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「床下の幼児（HD）」(字)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「戦士の遺品（HD）」(字)[初]

日曜日 2019/04/14

(ET)
400-430
430-500

05:00 考古学が語る聖書の秘密「ガ 05:00 世界の巨大工場５「戦闘機
リラヤの男（HD）」(字)[初]
ユーロファイター(HD)」(二)

05:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー（HD）(二)[初]

500-530
530-600

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)

600-630

06:30 バ科学3「ハンマーの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「回し車の法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ドローンの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「重い物を持ち上げる
法則（HD）」(二)[初]

630-700

07:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」
(字)[初]

07:00 巨大タコを探せ！（HD）
(二)[初]

700-730

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」
(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁
南北対決 2「#1 クロマグロ漁、再び
（HD）」(字)

800-830

07:00 野生動物ビックリ映像集「奇 07:00 野生動物ビックリ映像集「目を 07:00 野生動物ビックリ映像集「人
襲攻撃（HD）」(字)
疑う光景（HD）」(字)
間そっくりな行動（HD）」(字)

730-800
800-830

土曜日 2019/04/13

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参 04:00 潜入！アフガンの米海兵隊基
戦の真実（HD）(二)[初]
地（HD）(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「飛 08:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
び立て新米パイロット（HD）」(二)[初]
（HD）(二)[初]

830-900

08:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す 08:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
08:00 【中国を知る】
「#1（HD）」(字)
ち(HD)(字)[初]
生き抜け！原始生活 中国編「激流
の川（HD）」(字)

730-800

830-900

900-930

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)

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)

900-930

930-1000

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)

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)

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)[初]

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)[初]

09:30 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]

09:30 アメリカの絶景：野生への旅
「秘密のアパラチア（HD）」(二)

09:30 プロアングラーの世界釣り巡
業！「マイアミ早釣り6本勝負（HD）」
(二)

930-1000

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300
1300-1330

10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局「真夜中のパトロール（HD）」 警備局２「最前線の国境警備(HD)」 警備局２「霧の中の侵入者(HD)」 警備局２「密輸と戦う新人警備官 警備局２「危険な国境地帯(HD)」
(二)[初]
(字)[初]
(字)[初]
(HD)」(字)[初]
(字)[初]

11:30 世界の巨大工場６「メルセデ 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 偉大な冒険家 ナイルに帰す
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI 車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ 車３「憧れのコルベット・スティングレイ
「#1（HD）」(字)
マーク1（HD）」(二)
ア（HD）」(二)[初]
（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 空の英雄たち「アブロ・ランカス 13:00 空の英雄たち「ベトナムの大空 13:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
ター爆撃機隊（HD）」(二)
中戦（HD）」(二)
軍「ナチスの要塞（HD）」(字)

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 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻（HD）」(字)

13:00 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)

1330-1400
1400-1430

14:00 空の英雄たち「赤い尾翼 レッ
ド・テイルズ（HD）」(二)

14:00 空の英雄たち「ナチス狩り
（HD）」(二)

14:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森（HD）」(字)

14:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い（HD）」(字)

1430-1500
1500-1530
1530-1600
1600-1630
1630-1700

10:00 アメリカの絶景：野生への旅
「グレーシャー国立公園の氷河
（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)

1000-1030
1030-1100

11:00 動物界の意外なお友達 3「ニ 11:00 【新】スゴ腕どうぶつドクター６
ワトリはボクの友達（HD）」(二)[初]
「ドクター・ポールの誕生日（HD）」
(二)[初]

1100-1130

12:00 動物界の意外なお友達 3「ひ 12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「ポー
と目惚れ（HD）」(二)[初]
ル家のオランダ旅行（HD）」(二)[初]

1200-1230

1130-1200

1230-1300
13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新 衝撃の瞬間「テキサス石 13:30 新 衝撃の瞬間「スペースシャ
油工場爆発事故(HD)」(字)[初]
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」
(字)[初]
14:00 黙示録：カラーで見る第一次 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す
世界大戦「戦火の拡大（HD）」(二) 真実と真相「アトランティック・サウス
「#2（HD）」(字)
イースト航空2311便（HD）」(二)[初]

1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱 15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続 15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベン 15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ 15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目 15:00 メーデー！１３：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 1500-1530
線事故（HD)」(二)[初]
テロ事件（HD)」(二)[初]
トリー沈没（HD)」(二)[初]
リ墜落事故（HD)」(二)[初]
の原子爆弾（HD)」(二)[初]
真実と真相「TAM航空402便
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ
（HD）」(二)[初]
ア（HD）」(二)
1530-1600
16:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏 16:00 独裁者のルール「永遠の指導 16:00 独裁者のルール「冷酷な指導 16:00 独裁者のルール「独裁の先駆 16:00 独裁者のルール「スペイン内戦 16:00 メーデー！１４：航空機事故の 16:00 密着！真冬のカーレスキュー
んだ兵士（HD）」(二)[初]
者 金日成（HD）」(字)
者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」(字)
の覇者 フランコ将軍（HD）」(字)
真実と真相「自家用ジェットの悲劇
「大惨事を防げ！（HD）」(字)
（HD）」(二)

1600-1630
1630-1700

タイタニック号 沈没の日

1700-1730

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)

1730-1800

17:30 新 衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)[初]

17:30 新 衝撃の瞬間「ミュンヘンオ
リンピック事件(HD)」(字)[初]

17:30 新 衝撃の瞬間「空母爆発
事故(HD)」(字)[初]

1800-1830

18:00 潜入！暗黒産業 2「臓器売 18:00 潜入！暗黒産業 2「麻薬売 18:00 潜入！暗黒産業 2「石油開 18:00 潜入！暗黒産業 2「ラスベガ
買（HD）」(二)[初]
買とマネーロンダリング（HD）」
発に沸いた街（HD）」(二)[初]
スの闇（HD）」(二)[初]
(二)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「広がる
闇市場（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
19:00 【中国を知る】
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初] 生き抜け！原始生活 中国編「中国
最後の銃族（HD）」(字)[初]

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

20:00 終戦への階段「ナチス 最後
のあがき（HD）」(字)[初]

2030-2100
2100-2130
2130-2200

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」
(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(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)

17:30 新 衝撃の瞬間「ポトマック川 17:30 新 衝撃の瞬間「コメット墜落
墜落事故(HD)」(字)[初]
の謎(HD)」(字)[初]

19:00 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]

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 仮想現実で暴く！タイタニック
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻
号沈没の謎（HD）(二)[初]
撃（HD）」(二)

1700-1730

18:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「掘り出し物対決（HD）」
(二)[初]

1800-1830

18:00 タイタニック号 隠された火災
（HD）(二)[初]

1730-1800

1830-1900
19:00 タイタニック号を救え！
(HD)(字)[初]

1900-1930
1930-2000

20:00 終戦への階段「ナチス・ドイツ 20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子 20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子 20:00 世界の巨大工場３「ベントレー 20:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 20:00 ジェームズ・キャメロンと探るタイ 2000-2030
の終焉（HD）」(字)[初]
供たち「#1 総統に命を捧げて（HD）」 供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」
(HD)」(二)[初]
た真の素顔「#2 黄金のデスマスク
タニックの謎(HD)(字)[初]
(字)[初]
(字)
（HD）」(二)[初]
2030-2100

21:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち 21:00 危険な時代に生きる 2「地球
「復讐と改革のハイジャック（HD）」
が乾くとき（HD）」(字)[初]
(二)[初]

21:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

21:00 ワイルドな一日「番外編：南
極大陸（HD）」(二)[初]

21:00 一攫千金！カー・ストリッパー 21:00 解析！超自然現象２「動物
ズ２「ファーストカー対決（HD）」
大量死（HD）」(二)[初]
(二)[初]

2100-2130
2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230

22:00 マダム・セクレタリー シーズン1
#1（HD）(字)

2230-2300
2300-2330
2330-2400

23:00 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]

22:00 ライブ・フロム・スペース:ISSより 22:00 ナチスに残る都市伝説の真相 22:00 プロアングラーの世界釣り巡 22:00 密着！真冬のカーレスキュー 22:00 解析！超自然現象２「UMA 22:00 タイタニック号:最後の謎に迫る
地球へ(HD)(字)[初]
「番外編:日本軍731部隊の謎
業！「マイアミ早釣り6本勝負（HD）」 「大惨事を防げ！（HD）」(字)[初]
ビッグフット（HD）」(二)[初]
（HD）(字)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

23:00 宇宙の奇石「#10 故郷
（HD）」(二)[初]

23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 【新】一攫千金！巨大マグロ
真実と真相「KLMシティホッパー433 漁 南北対決 2「#1 クロマグロ漁、
便（HD）」(二)[初]
再び（HD）」(字)[初]

23:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す
「#2（HD）」(字)[初]

23:00 解析！超自然現象２「湖に
住む怪物（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「予
期せぬ遭遇（HD）」(字)[初]

2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：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！５：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 解析！超自然現象２「ミステ 24:00 野生動物ビックリ映像集 2「死 2400-2430
真実と真相「アメリカン航空191便 真実と真相「ユナイテッド航空173便 真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻 真実と真相「#9 注意散漫（HD）」 真実と真相「ギャロッピング・ゴースト
リーサークル（HD）」(二)[初]
と紙一重（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
撃（HD）」(二)[初]
(二)
（HD）」(二)
2430-2500
2430-2500
2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：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！番外編：惨劇の全 25:00 独裁者のルール「残虐な独裁 25:00 野生動物ビックリ映像集 2「大 2500-2530
真実と真相「フェデラルエクスプレス８ 真実と真相「キャセイパシフィック航空 真実と真相「ブリティッシュミッドランド 真実と真相「#1 大地への激突（Ｈ 貌「見えない手がかり（HD）」(二)[初]
者 イディ･アミン（HD）」(字)[初]
胆にして凶暴（HD）」(字)[初]
０便（HD）」(二)[初]
780便（HD）」(二)
航空９２便（HD）」(二)[初]
Ｄ）」(二)[初]
2530-2600
2530-2600
2600-2630

26:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ 26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落 26:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トン 26:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ 26:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・ 26:00 戦場のレスキュー作戦（HD） 26:00 野生動物ビックリ映像集 2「デ 2600-2630
号の火災」(二)[初]
事故」(二)[初]
ネル火災」(二)[初]
連邦ビル爆破」(二)[初]
フェリー火災」(二)[初]
(二)[初]
ンジャーゾーン（HD）」(字)[初]

2630-2700

2630-2700

2700-2730

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞（HD）」(字)[初]

2730-2800

※最新の番組表はこちら

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻（HD）」
(字)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 リーサル・アクション 終わり無き 27:00 野生動物ビックリ映像集 2「動 2700-2730
世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」 世界大戦「終わりなき地獄（HD）」 世界大戦「悪夢からの解放（HD）」
戦い（HD）(二)[初]
物大失態（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月
(ET)
400-430
430-500
500-530
530-600

日曜日 2019/04/21

(ET)

04:00 海底に沈む第二次世界大戦 04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダ 04:00 解体！スーパー航空機（HD）
の真実（HD）(字)[初]
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」
世界大戦「原爆投下（HD）」(二) ンの戦い「必死の守り（HD）」(二)[初]
(二)
(二)[初]
(二)[初]

月曜日 2019/04/15

火曜日 2019/04/16

04:00 レスキュー！海難救助隊２
「海岸線の危機(HD)」(二)[初]

400-430

05:00 ザ・ハプニング 奇術師たちの 05:00 ザ・ハプニング 奇術師たちの 05:00 ザ・ハプニング 奇術師たちの
挑戦「宇宙人の侵略（HD）」(二)[初] 挑戦「シックス・センス（HD）」(二)[初]
挑戦「取り憑かれた町（HD）」
(二)[初]

05:00 レスキュー！海難救助隊２
「座礁船救出プロジェクト(HD)」
(二)[初]

500-530

金曜日 2019/04/19

土曜日 2019/04/20

05:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)

430-500

05:00 ザ・ハプニング 奇術師たちの
挑戦「ヴァンパイアの存在（HD）」
(二)[初]

05:00 冷凍マンモス大発掘（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)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

600-630

06:30 バ科学3「ドリブルの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「濡れたプールサイド
の法則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ロングシュートの法
則（HD）」(二)[初]

530-600

06:00 インフォメーション (日)

630-700

06:30 バ科学3「急ブレーキの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「顔面パイ投げの法
則（HD）」(二)[初]

630-700

700-730

07:00 野生動物ビックリ映像集「予 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「死 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「大 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「デ 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「動 07:00 【新】シーザー・ミラン横断記： 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁
期せぬ遭遇（HD）」(字)
と紙一重（HD）」(字)
胆にして凶暴（HD）」(字)
ンジャーゾーン（HD）」(字)
物大失態（HD）」(字)
犬との絆「#1 旅の始まり！フィラデル 南北対決 2「#1 クロマグロ漁、再び
フィアを訪れて（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)

700-730

08:00 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（HD）」(二)[初]

800-830

800-830

06:30 バ科学3「リフティングの法則 06:30 バ科学3「ローラースケートの法
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]

08:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)[初]

830-900
900-930

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

930-1000

09:30 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]

09:30 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」
(二)[初]

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300
1300-1330
1330-1400
1400-1430

08:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す 08:00 密着！国境警備犬「麻薬探
08:00 【中国を知る】
08:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 08:00 一攫千金！巨大マグロ漁
「#2（HD）」(字)
知犬（HD）」(二)[初]
生き抜け！原始生活 中国編「中国
絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて
南北対決 2「#2 縄張り争い（HD）」
最後の銃族（HD）」(字)
（HD）」(字)[初]
(字)

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)

11:30 世界の巨大工場６「ウィリアム 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 偉大な冒険家 ナイルに帰す
ズF1(HD)」(二)[初]
車２「フォード・コルチナの抜け殻
車２「愛され続けたMG・ミジェット
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア
「#2（HD）」(字)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（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)

12:30 インフォメーション (日)

14:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)

15:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「福島第一原
発(HD)」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

730-800

830-900
900-930
930-1000
1000-1030

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

1030-1100

11:00 動物界の意外なお友達 3「サ
ファリパークの可愛い友情（HD）」
(二)[初]

11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「クリ
ニックの看板猫（HD）」(二)[初]

1100-1130

12:00 ペンギン・ライフ（HD）(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「ハロ
ウィーンの夜（HD）」(二)[初]

1130-1200

12:30 インフォメーション (日)

13:00 黙示録：カラーで見る第一次 13:00 黙示録：カラーで見る第一次 13:00 黙示録：カラーで見る第二次 13:00 黙示録：カラーで見る第二次 13:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「終わりなき地獄（HD）」 世界大戦「悪夢からの解放（HD）」 世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻 世界大戦「大量虐殺（HD）」(二)
世界大戦「上陸作戦（HD）」(二)
(二)
(二)
（HD）」(二)

14:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)

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 09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 動物王国：驚異のスーパーパ 09:30 プロアングラーの世界釣り巡
真実と真相「#4 着陸ミスと事故原 真実と真相「#5 ７３７型機に潜む危 真実と真相「#6 太平洋上空でのパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」
業！「ニューオーリンズの地魚（HD）」
因」(二)[初]
機（HD）」(二)[初]
ニック（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)

10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局３「#1 ディフェンス・ライン
警備局３「#2 マリファナ(HD)」
警備局３「#3 密輸ルート(HD)」
警備局３「#4 ギャング掃討作戦
警備局３「#5 公海上の麻薬(HD)」
(HD)」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
(HD)」(字)[初]
(字)[初]

1430-1500
1500-1530

06:00 インフォメーション (日)

木曜日 2019/04/18

600-630

730-800

06:00 インフォメーション (日)

水曜日 2019/04/17

1200-1230
1230-1300

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「この世は危険だらけ（HD）」
析「戦慄のパワーボート（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
14:00 黙示録：カラーで見る第二次 14:00 黙示録：カラーで見る第二次 14:00 黙示録：カラーで見る第二次 14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」 世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」(二) 世界大戦「原爆投下（HD）」(二) 真実と真相「ボーイング747の衝突事
「#3（HD）」(字)
(二)
故（HD）」(二)

1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500

1530-1600

15:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃 15:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝 15:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅 15:00 メーデー！１４：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 1500-1530
(HD)」(二)[初]
突(HD)」(二)[初]
の列車事故(HD)」(二)[初]
真実と真相「沖縄での炎上事故 車３「憧れのコルベット・スティングレイ
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
1530-1600

1600-1630 16:00 独裁者のルール「諜報の策士 16:00 独裁者のルール「残虐な独裁
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)
者 イディ･アミン（HD）」(字)

16:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)

1630-1700

16:00 リーサル・アクション 終わり無き 16:00 潜入！アフガンの米海兵隊基 16:00 メーデー！１４：航空機事故の 16:00 密着！真冬のカーレスキュー
戦い（HD）(二)
地（HD）(字)
真実と真相「プロテウス航空706便
「絶景に潜む危険（HD）」(字)
（HD）」(二)[初]

1600-1630
1630-1700

シークレットサービスのエリート

1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

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)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新 衝撃の瞬間「シカゴ航空 17:30 新 衝撃の瞬間「モントセラト
機事故(HD)」(字)
島の大噴火(HD)」(字)

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 ザ・シークレットサービス:偽造
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ
犯逮捕の瞬間（HD）(字)[初]
レス2286便（HD）」(二)[初]

1700-1730

18:00 エアフォースワン:大統領専用
機の秘密（HD）(二)[初]

1800-1830

17:30 新 衝撃の瞬間「テキサス石 17:30 新 衝撃の瞬間「スペースシャ 17:30 新 衝撃の瞬間「コロンビア
油工場爆発事故(HD)」(字)
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」
号、最後の飛行(HD)」(字)[初]
(字)
18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ケル・ウェアが見た世界「魔女狩り ケル・ウェアが見た世界「反体制組織 ケル・ウェアが見た世界「アフリカ大陸 ケル・ウェアが見た世界「ファッション ケル・ウェアが見た世界「ロシアのバイ
ズ２「働く車対決（HD）」(二)[初]
(HD）」(字)[初]
の女性戦士（HD）」(字)[初]
最後の王（HD）」(字)[初]
ウィーク戦争（HD）」(字)[初]
カー･ギャング（HD）」(字)[初]

20:00 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)[初]

20:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

20:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱 20:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166
走計画（HD）(二)[初]
の記憶（HD）(二)[初]

21:00 CIA極秘ファイル：エリア51
（HD）(字)[初]

2130-2200

1730-1800

1830-1900

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
19:00 【中国を知る】
19:00 密着！シークレットサービスの
「総統大本営（HD）」(二)[初]
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初] 「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初] 「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」 生き抜け！原始生活 中国編「トナ
極秘戦略（HD）(二)
(二)[初]
(二)[初]
カイに乗る遊牧民（HD）」(字)[初]

2030-2100
2100-2130

17:00 インフォメーション (日)

20:00 世界の巨大工場３「コカ・コー 20:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され
ラ(HD)」(二)[初]
た真の素顔「#3 王家の呪い（HD）」
(二)[初]

1900-1930
1930-2000
2000-2030
2030-2100

21:00 危険な時代に生きる 2「燃え 21:00 海底に沈む第二次世界大戦 21:00 ワイルドな一日 2「インド亜大 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー 21:00 解析！超自然現象２「魔のバ 21:00 レーガン大統領 銃弾の真相
続ける炎（HD）」(字)[初]
の真実（HD）(字)
陸の夏（HD）」(二)[初]
ズ２「型破りな車対決（HD）」
ミューダ・トライアングル（HD）」
（HD）(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]

2100-2130
2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300

22:00 【新】密着！シークレットサービ 22:00 スペースシャトルの秘密「パート 22:00 仰天！海の底まる見え検証 22:00 プロアングラーの世界釣り巡 22:00 密着！真冬のカーレスキュー
スの極秘戦略（HD）(二)[初]
1（HD）」(二)[初]
「ナチスの秘密兵器（HD）」(二)[初] 業！「ニューオーリンズの地魚（HD）」 「絶景に潜む危険（HD）」(字)[初]
(二)[初]

2300-2330

23:00 スペースシャトルの秘密「パート 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁
2（HD）」(二)[初]
真実と真相「AIA808便（HD）」
南北対決 2「#2 縄張り争い（HD）」
(二)[初]
(字)[初]

2330-2400

23:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す
「#3（HD）」(字)[初]

22:00 解析！超自然現象２「死後
の世界（HD）」(二)[初]

2200-2230
2230-2300

23:00 解析！超自然現象２「幽霊 23:00 野生動物ビックリ映像集 2「九 2300-2330
の正体（HD）」(二)[初]
死に一生（HD）」(字)[初]
2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：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！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 解析！超自然現象２「予知 24:00 野生動物ビックリ映像集 2「危 2400-2430
真実と真相「ホッケーチームの悲劇
真実と真相「大統領の死（HD）」 真実と真相「ボーイング747の衝突事 真実と真相「ユナイテッドエクスプレス 真実と真相「KLMシティホッパー433
能力（HD）」(二)[初]
険な接近（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
故（HD）」(二)[初]
5925便（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)
2430-2500
2430-2500
2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
真実と真相「ケネディ家の悲劇
真実と真相「ギャロッピング・ゴースト
真実と真相「ラウダ航空００４便
真実と真相「アシアナ航空214便
貌「事故か陰謀か（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
2530-2600

25:00 レスキュー！海難救助隊２
「台風の恐怖(HD)」(二)[初]

2600-2630

26:00 レスキュー！海難救助隊２
「惨劇ゾーン(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列 26:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列
車事故」(二)[初]
車事故」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ
原発事故」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆
発事故」(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]

2530-2600

2630-2700
2700-2730
2730-2800

25:00 野生動物ビックリ映像集 2「命 2500-2530
知らずなものたち（HD）」(字)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 2「お 2600-2630
騒がせの達人（HD）」(字)[初]
2630-2700

27:00 黙示録：カラーで見る第二次 27:00 黙示録：カラーで見る第二次 27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻
世界大戦「大量虐殺（HD）」
世界大戦「上陸作戦（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

※最新の番組表はこちら

27:00 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]

27:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

27:00 レスキュー！海難救助隊２
「有毒物質の脅威(HD)」(二)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 2「土 2700-2730
壇場の対決（HD）」(字)[初]
2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月
(ET)
400-430
430-500
500-530
530-600

月曜日 2019/04/22

火曜日 2019/04/23

水曜日 2019/04/24

木曜日 2019/04/25

金曜日 2019/04/26

土曜日 2019/04/27

日曜日 2019/04/28

04:00 ロング・ロード・ホーム:真実の 04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌 04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の 04:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国 04:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を 04:00 潜入！アフガンの米海兵隊基 04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
ヒーロー （HD）(字)[初]
（HD）」(二)[初]
谷（HD）」(二)[初]
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]
見て（HD）」(二)[初]
地（HD）(字)
「沖縄の巨大地下要塞（HD）」
(字)[初]

05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の 05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の 05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#1 ゴリラに捧げた生涯
かなたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」
かなたに「#3 五里霧中（HD）」
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

05:00 アルカトラズに秘められた謎
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

630-700

06:30 バ科学3「ブレイクダンスの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ドアを破る法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「プロレス技の法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ネズミ取り器の法則 06:30 バ科学3「ラジコン飛行機の法
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]

630-700

700-730

07:00 野生動物ビックリ映像集 2「九 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「危 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「命 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「お 07:00 野生動物ビックリ映像集 2「土 07:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁
死に一生（HD）」(字)
険な接近（HD）」(字)
知らずなものたち（HD）」(字)
騒がせの達人（HD）」(字)
壇場の対決（HD）」(字)
絆「#3 シカゴを訪れて（HD）」
南北対決 2「#2 縄張り争い（HD）」
(字)[初]
(字)

700-730

08:00 イヤーミリオン「仮想世界で生 08:00 イヤーミリオン「マインドの融合
きる（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

800-830

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230

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 偉大な冒険家 ナイルに帰す 08:00 密着！国境警備犬「密輸組
08:00 【中国を知る】
08:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 08:00 一攫千金！巨大マグロ漁
「#3（HD）」(字)
織とＫ９の戦い（HD）」(二)[初]
生き抜け！原始生活 中国編「トナ 絆「#4 セントルイスを訪れて（HD）」 南北対決 2「#3 呪いに打ち勝つ1匹
カイに乗る遊牧民（HD）」(字)
(字)[初]
（HD）」(字)

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)

09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 メーデー！４：航空機事故の 09:30 メーデー！：航空機事故の真 09:30 動物王国：驚異のスーパーパ
真実と真相「#7 未確認小型飛行 真実と真相「#8 紛争地域での墜落 真実と真相「#9 方向感覚の喪失」 真実と真相「#10 ゴースト」(二)[初] 実と真相「#1 機体損壊」(二)[初]
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」
機（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境 10:30 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局３「#6 海上での取り締まり
警備局４「#1 カルテルの取り締まり
警備局４「#2 ハイスピード(HD)」
警備局４「#3 麻薬倉庫(HD)」
警備局４「#4 押し寄せるドラッグ
(HD)」(字)[初]
(HD)」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
(HD)」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場７「マスタング 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 偉大な冒険家 ナイルに帰す
（HD)」(二)[初]
車２「ヘラルドを一から組み直せ！
車２「母の形見のランドローバー
車２「運に見放されたダイムラー・ダー
「#3（HD）」(字)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
ト（HD）」(二)[初]

930-1000

10:30 インフォメーション (日)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「シン
バの大脱走（HD）」(二)[初]

1300-1330

13:00 黙示録：カラーで見るヴェルダ
ンの戦い「世紀の激戦（HD）」(二)

1330-1400

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「命知らずのダイビング（HD）」
析「恐怖のスタントシーン（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
14:00 黙示録：カラーで見るヴェルダ 14:00 解体！スーパー航空機（HD） 14:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌 14:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の 14:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国 14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 スーパーカー大改造「アストン
ンの戦い「必死の守り（HD）」(二)
(二)
（HD）」(二)
谷（HD）」(二)
と呼ばれた場所（HD）」(二)
真実と真相「ジャーマンウイングス
マーティン・ヴァンテージ（HD）」
9525便（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1500-1530

12:30 インフォメーション (日)

15:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨 15:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化 15:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船 15:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
事(HD)」(二)[初]
学工場事故(HD)」(二)[初]
の運命(HD)」(二)[初]
威(HD)」(二)[初]

1530-1600
1600-1630

16:00 レスキュー！海難救助隊２
「台風の恐怖(HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 解体！F-4ファントム戦闘機 13:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争 13:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知 13:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
(HD)(二)
へ（HD）」(二)
の領域（HD）」(二)
（HD）」(二)

16:00 レスキュー！海難救助隊２
「惨劇ゾーン(HD)」(二)

16:00 レスキュー！海難救助隊２
「有毒物質の脅威(HD)」(二)

16:00 レスキュー！海難救助隊２
「海岸線の危機(HD)」(二)

1630-1700

830-900

09:30 プロアングラーの世界釣り巡
業！「大都会ニューヨークで釣る魚
（HD）」(二)

11:00 【新】天才？ワンちゃん性格診 11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「獣医
断「愛犬とのコミュニケーション（HD）」
師のたまご（HD）」(二)[初]
(二)[初]

12:00 天才？ワンちゃん性格診断
「愛犬の記憶力（HD）」(二)[初]

730-800

900-930

12:30 インフォメーション (日)

1430-1500

12:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

600-630

09:00 インフォメーション (日)

1230-1300

1400-1430

12:30 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

530-600

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「びっくりした時の法則 06:30 バ科学3「アイスホッケーの法
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

500-530

06:00 インフォメーション (日)

800-830

06:00 インフォメーション (日)

05:00 ロング・ロード・ホーム:真実の 05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
ヒーロー （HD）(字)
「番外編:日本軍731部隊の謎
（HD）」(二)

430-500

600-630

730-800

06:00 インフォメーション (日)

05:00 ボストン絞殺魔の正体（HD）
(字)[初]

(ET)
400-430

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500

15:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の 15:00 メーデー！１４：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 1500-1530
悲劇(HD)」(二)[初]
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン
空421便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
1530-1600
16:00 レスキュー！海難救助隊２ 16:00 メーデー！１４：航空機事故の 16:00 密着！真冬のカーレスキュー
「座礁船救出プロジェクト(HD)」(二) 真実と真相「インドネシア・エアアジア
「冬の終わり（HD）」(字)
8501便（HD）」(二)[初]

1600-1630
1630-1700

象の日に知るゾウのこと

1700-1730

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)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ
102便（HD）」(二)[初]

17:00 【新】ゾウの生きる術（HD）
(二)[初]

18:00 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)

18:00 【新】 ゾウの女王（HD）
(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「番外編:神風特攻部隊と桜花
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初] 「装甲部隊と急降下爆撃機（HD）」
「鷲の巣（HD）」(字)[初]
「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」
（HD）」(二)[初]
(字)[初]
(字)[初]

19:00 【中国を知る】
中国 610メートルのテレビ塔（HD）
(二)[初]

19:00 象牙取引の悪しき真実（HD）
(字)[初]

20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ 20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]
ライヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

20:00 エジプト 死後の世界（HD）
(二)[初]

20:00 【新】心に傷を負ったゾウの物
語(HD)(二)[初]

1730-1800

17:30 新 衝撃の瞬間「セントヘレン 17:30 新 衝撃の瞬間「神戸を襲っ 17:30 新 衝撃の瞬間「パリの列車 17:30 新 衝撃の瞬間「TWA800便 17:30 新 衝撃の瞬間「プエルトリコ
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]
た大震災(HD)」(字)[初]
事故(HD)」(字)[初]
の事故原因(HD)」(字)[初]
のガス爆発(HD)」(字)[初]

1800-1830

18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ
ケル・ウェアが見た世界「キューバ革
命の光と影（HD）」(字)[初]

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイ 18:00 発見！北朝鮮の歩き方「平
ケル・ウェアが見た世界「米国南部 ケル・ウェアが見た世界「知られざるパ
壌観光（HD）」(字)[初]
本当の真実（HD）」(字)[初]
パラッチの世界（HD）」(字)[初]

2030-2100
2100-2130

21:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の 21:00 危険な時代に生きる 2「壊れ
真実 （HD）(字)[初]
ゆく海（HD）」(字)[初]

20:00 ナチス・ドイツ 最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで
（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツ 最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで
（HD）」(二)[初]

18:00 発見！北朝鮮の歩き方「平
壌郊外の景色（HD）」(字)[初]

20:00 世界の巨大工場４「フォード
F-150(HD)」(二)[初]

1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030
2030-2100

21:00 THE SS：ナチス親衛隊「#1
罪深きエリートたち（HD）」(字)[初]

21:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー 21:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 21:00 インド～大自然と野生動物～ 2100-2130
帯雨林の楽園（HD）」(二)[初]
ズ２「BMW対ベンツ（HD）」(二)[初] た真の素顔「#1 新たな発見の数々
「アジアゾウ、最後の楽園(HD)」
（HD）」(二)
(二)[初]
2130-2200

22:00 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]

22:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「大都会ニューヨークで釣る魚
（HD）」(二)[初]

2130-2200
スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230

22:00 【新】独裁者の製造マニュアル
「#1 台頭（HD）」(二)[初]

2230-2300
2300-2330
2330-2400

22:00 宇宙に挑む天文家たち
(HD)(二)[初]

22:00 密着！真冬のカーレスキュー 22:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され
「冬の終わり（HD）」(字)[初]
た真の素顔「#2 黄金のデスマスク
（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：ナミビア
（HD）(二)[初]

2200-2230
2230-2300

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「第一 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁
23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 23:00 野生動物ビックリ映像集 2「危 2300-2330
車３「革命児アウディUr-クワトロ
話 新世界（HD）」(二)[初]
真実と真相「ファイン航空101便 南北対決 2「#3 呪いに打ち勝つ1匹
車２「フォード・コルチナの抜け殻
た真の素顔「#3 王家の呪い（HD）」
険な局面（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)
(二)
2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：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！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：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「サンタバーバラ航空518 真実と真相「沖縄での炎上事故 真実と真相「エル・アル航空1862便 真実と真相「AIA808便（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
2430-2500

24:00 発見！恐竜ミイラ（HD）
(二)[初]

24:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 2400-2430
撃！ 車を襲うゾウ（HD）」(字)[初]
2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 25:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 2500-2530
真実と真相「エールフランス４５９０便 真実と真相「KLMシティホッパー433 真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２ 真実と真相「UPS航空6便（HD）」
貌「ステライル・コックピット・ルール
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵
撃！漂流する犬（HD）」(字)[初]
コンコルド炎上（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)
５４便 （HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
2530-2600
2530-2600
2600-2630 26:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩 26:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダ 26:00 衝撃の瞬間２「スペイン・航空 26:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１ 26:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ 26:00 日本軍の極秘潜水艦（HD） 26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 2600-2630
壊事故」(二)[初]
ラハラの悲劇」(二)[初]
機衝突事故」(二)[初]
１」(二)[初]
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]
(二)[初]
撃！ ダイバーを狙うサメ（HD）」
(字)[初]
2630-2700
2630-2700
2700-2730 27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争 27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知 27:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択 27:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
へ（HD）」(二)[初]
の領域（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
行く希望（HD）」(二)[初]
2730-2800

※最新の番組表はこちら

27:00 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)[初]

27:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 2700-2730
撃！ラマの逃走劇（HD）」(字)[初]
2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月
(ET)

月曜日 2019/04/29

火曜日 2019/04/30

400-430

04:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

430-500
500-530

木曜日 2019/05/02

金曜日 2019/05/03

土曜日 2019/05/04

日曜日 2019/05/05

(ET)
400-430
430-500

05:00 エジプト 死後の世界（HD）
(二)

530-600
600-630

水曜日 2019/05/01

06:00 インフォメーション (日)

05:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され
た真の素顔「#1 新たな発見の数々
（HD）」(二)

500-530

06:00 インフォメーション (日)

600-630

530-600

630-700

06:30 バ科学3「オフロード車の法則 06:30 バ科学3「ラジコンカーの法則
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

630-700

700-730

07:00 野生動物ビックリ映像集 2「危 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
険な局面（HD）」(字)
撃！ 車を襲うゾウ（HD）」(字)

700-730

730-800
800-830

730-800
08:00 イヤーミリオン「宇宙エネルギー
（HD）」(二)[初]

08:00 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)[初]

830-900
900-930
930-1000
1000-1030

800-830
830-900

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 メーデー！：航空機事故の真 09:30 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]
(二)[初]

900-930
930-1000
1000-1030

1030-1100 10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]
編「密入国者の大追跡（HD）」
(字)[初]
1100-1130

1030-1100

1130-1200

1130-1200

1200-1230

11:30 世界の巨大工場７「コルベット 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
ZR1（HD)」(二)[初]
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー
（HD）」(二)[初]

1100-1130

1200-1230

1230-1300

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

1230-1300

1300-1330

13:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(二)

13:00 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)

1300-1330

1330-1400
1400-1430

1330-1400
14:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を 14:00 潜入！アフガンの米海兵隊基
見て（HD）」(二)
地（HD）(字)

1430-1500
1500-1530

1430-1500
15:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基
地の爆発炎上(HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同
時多発テロ(HD)」(二)[初]

1530-1600
1600-1630

1730-1800

1500-1530
1530-1600

16:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

16:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

1630-1700
1700-1730

1400-1430

1600-1630
1630-1700

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

1700-1730

17:30 新 衝撃の瞬間「アムステルダ 17:30 新 衝撃の瞬間「フロリダ湿地
ム航空機事故(HD)」(字)
帯墜落事故(HD)」(字)

1730-1800

1800-1830 18:00 ザ・潜入！「ツタンカーメンの宝 18:00 ザ・潜入！「世界最大のセク
物展（HD）」(二)[初]
シー・フェスティバル（HD）」(二)[初]

1800-1830

1830-1900

1830-1900

1900-1930
1930-2000
2000-2030

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「沖縄の巨大地下要塞（HD）」(字)
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵
（HD）」(字)

20:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)

20:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)[初]

2030-2100
2100-2130

1900-1930
1930-2000
2000-2030
2030-2100

21:00 独裁者の製造マニュアル「#1
台頭（HD）」(二)

21:00 危険な時代に生きる 2「命の
値段（HD）」(字)[初]

2130-2200

2100-2130
2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230

22:00 独裁者の製造マニュアル「#2
絶対的権力（HD）」(二)[初]

22:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景（HD）(二)[初]

2230-2300
2300-2330

2200-2230
2230-2300

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「第二
車３「スターリング･モス現る（HD）」
話 赤き大地（HD）」(二)[初]
(二)

2300-2330

2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便
真実と真相「#1 奇跡の大脱出
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
2430-2500

2400-2430

2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機 暗 真実と真相「AIA808便（HD）」(二)
殺疑惑（HD）」(二)[初]
2530-2600

2500-2530

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間～番外編～「アム 26:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
ステルダム航空機事故（HD）」
リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]
(二)[初]
2630-2700

2600-2630

2700-2730

2700-2730

2330-2400

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

2730-2800

※最新の番組表はこちら

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700

2730-2800

