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(ET) 月曜日 2022/06/27 火曜日 2022/06/28 水曜日 2022/06/29 木曜日 2022/06/30 金曜日 2022/07/01 土曜日 2022/07/02 日曜日 2022/07/03 (ET)

※最新の番組表はこちら

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630
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700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000
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1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230
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1300-1330
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1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630
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1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ヒトラーの失策」

(二)

05:00 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」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)

07:00 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」 (二)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2」

(字)

09:00 世界大自然紀行：ニュージー
ランド声：滝知史

(二)

10:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#6 王座の一手」声：諏

訪部順一(二)

11:00 南米の奇妙な動物大集
合！「動物たちの戦場」声：下野紘

(二)

12:00 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで 2「魅惑のブンディ」(二)

12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「日本発！冷凍チャーハン」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トン
ネル火災」

(二)

14:00 仰天！ノアの箱舟と洪水伝
説の謎

声：木村良平 (二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
4「アメリカ大陸 最古の人々」声：上

田麗奈(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「青春を駆け抜けたトライアン

フTR4」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ランドローバー･ディスカバ

リーと対決」(二)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの防衛線」

(字)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
はいかにして歩くのか」

(二)

24:00 恐竜世界へタイムスリップ「サ
メの帝王メガロドン」

(二)

25:00 密着！空港警察：南アメリカ
「ウソをつくベテラン運び屋たち」

(二)

26:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「ハネムーン密輸」

(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「生姜とにんじんのドレッシング」(二)

21:30 工場ケンガク！～たべものが出来
るまで 2「繊細な練りワサビ」(二)

22:00 アメリカ！社会科ケンガク「宇
宙ロケット」(字)

22:30 アメリカ！社会科ケンガク「激
辛ソース」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

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」(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「奇跡の大脱出」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦
船の運命」

(二)

22:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

23:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同
時多発テロ」

(二)

24:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「マンクス２　霧の７１０

０便」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ナイジェリア航空2120

便」(二)

27:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠
(二)

04:00 ヨーロッパ空中散歩 2「ヨーロッ
パの華 フランス」

(二)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2「極北
の王国 スウェーデン」

(二)

06:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF」
(二)

07:00 マダガスカルの奇妙な動物大
集合！「不思議だらけの森」声：羽

多野渉(二)

08:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミステリアスな暗殺部隊」声：

小西克幸(二)

09:00 世界大自然紀行：ニッポン
声：榊原良子

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ビッグ
なネコのチャーリー」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お披露目パーティー! マーモセット

を救え」(字)

12:00 獣医ミシェルの日常 7「ヤマア
ラシの主張」

(字)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「太平洋上空でのパニッ

ク」(二)

14:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「未確認小型飛行機」

(二)

15:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「紛争地域での墜落」

(二)

16:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「方向感覚の喪失」

(二)

17:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「ゴースト」

(二)

18:00 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」(二)

19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#3」

(字)

 20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 3「ビキニ環

礁に沈む被爆艦」声：江口拓也(二)

21:00 仰天！海の底まる見え検証
3「伝説の古代都市 ヘラクレイオン」

声：江口拓也(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル：解
明！ダイナソー】

CSI：恐竜科学捜査班「ティラノサウ
ルスの秘密」 (二)

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「8」声：大塚明夫

(二)

04:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインの罪」

(二)

05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局２「霧の中の侵入者」

(字)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

07:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦」

(二)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦」

(二)

09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ホーフェン占領」

(字)

10:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「異常な愛情」

(二)

11:00 決死のサバイバル術 第二次
世界大戦「死の鉄道からの逃走」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「謎の食品パッケージ」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「錆び付いたフィアット・ディー

ノ」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９「車いすの
犬」(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お姫様のお手入れ？ ハリネズミを

救え」(字)

19:00 獣医ミシェルの日常 7「凶暴
なミンク」

(字)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

20:30 【日曜 大惨事検証ファイル】
新　衝撃の瞬間「コロンビア号、最後の飛行」

(字)

21:00 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」(二)

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800
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2500-2530

2530-2600

26:00 衝撃の瞬間:特別編「小さな
ミス」
(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

1300-1330

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1630-1700

1700-1730

830-900

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2022/07/04 火曜日 2022/07/05 水曜日 2022/07/06 木曜日 2022/07/07 金曜日 2022/07/08 土曜日 2022/07/09 日曜日 2022/07/10 (ET)

※最新の番組表はこちら

20:00 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」(二)

20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 3「英国VS
ドイツ 世界を変えた航空戦」声：江口拓

也(二)

2000-2030

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「9」声：大塚明夫

(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「不運の先に待つ奇跡」

(二)

2700-2730

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「謎の白い光」

(二)

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」(二)

24:00 恐竜世界へタイムスリップ「王
者となった恐怖の鳥」

(二)

24:00 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」(二)

2400-2430

22:00 【土曜 ミステリーファイル：解
明！ダイナソー】

CSI：恐竜科学捜査班「恐竜の色の
謎」(二)

22:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

2200-2230

2730-2800 2730-2800

09:00 ボンダイビーチ動物病院「獣
医師の仕事」(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「犬の
美容整形」(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「生き
る意志」(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「小さ
な命の闘い」(字)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「生
死をさまよう猫」(字)

2700-2730 27:00 独裁者のルール「永遠の指導
者 金日成」

(字)

27:00 独裁者のルール「冷酷な指導
者 サッダーム･フセイン」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「コロンビア･バイス」

(字)

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞」

(字)

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団」

(二)

26:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「ママは運び屋」

(二)

26:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「運び屋はポップスター」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「パシフィック・サウスウエ

スト航空1771便」(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威」
(二)

26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇」
(二)

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基
地の爆発炎上」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同
時多発テロ」

(二)

2500-2530 25:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「トランスアジア航空

235便」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「スカンジナビア航空686

便」(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「カンタス航空７２便」

(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュ・エアウェイ

ズ38便」(二)

2430-2500 2430-2500

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルス 驚異の回復力」

(二)

23:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「キャセイパシフィック航

空780便」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「アトランティック・サウ

スイースト航空2311便」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「燃料トラブル」

(二)

24:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相「UPS航空1354便」

(二)

2300-2330 23:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」

(二)

23:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「心臓発作とコカイン」

(二)

23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「車い
すの犬」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

2230-2300
22:30 アメリカ！社会科ケンガク

「ジープ･ラングラー」(字)
2230-2300

2200-2230 22:00 仰天！海の底まる見え検証
4「アメリカ大陸 最古の人々」声：上

田麗奈(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「9」声：大塚明夫

(二)

22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「城を目指せ」

(字)

22:00 世界大自然紀行：ベトナム
(二)

22:00 アメリカ！社会科ケンガク「ト
ラクター」(字)

2130-2200
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「デザート界のナポレオン」(二) 2130-2200

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「ついに登場！アストンマー

ティンDB6」(二)

21:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「ママは運び屋」

(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘」

(二)

21:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミュータントの反乱」声：小西

克幸(二)

21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「ディップに絡むポテトチップス」(二) 21:00 仰天！海の底まる見え検証

3「バイキングが制した北の荒海」声：
江口拓也(二)

21:00 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」(二)

2100-2130

2030-2100 2030-2100

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１０：航空機事故の真実
と真相「エチオピア航空409便」 (二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「天と地」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 【時代を駆け抜けた名車SP！ドイ
ツ車&イギリス車】 カー・SOS 蘇れ！思い
出の名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル「運び屋

はポップスター」 (二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
第二次世界大戦の潜水艦「ワフー：

日本軍の補給路を断て」 (二)

1900-1930 19:00 獣医ミシェルの日常 7「アルパ
カの洗礼」

(字)19:30 ボンダイビーチ動物病院「生
死をさまよう猫」(字)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「勇
敢な犬」(字)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「謎の
病に冒された猫」(字)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「受
刑者を癒やす犬たち」(字)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「薬に
潜む危険」(字)

19:00 【新】ボンダイビーチ動物病院
「獣医師の仕事」(字)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「犬の
美容整形」(字)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「生き
る意志」(字)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「小さ
な命の闘い」(字)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「犬の
リフトアップ手術」(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
【新】動物界の意外なお友達：愛こ

そすべて(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９「初体験！
ラクダミルク」 (二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ジャガーFタイプと対決」

(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「シボレー･カマロと対決」

(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「メルセデスＸクラスと対決」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

17:00 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」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)

17:00 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」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)

17:05 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「撃墜」

(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「アウディR8と対決」

(二)

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「亡き妻へ捧げるフィアット

500」(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「狸寝入りはお手のもの? フクロウを

救え」(字)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ポルシェ911と対決」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

16:00 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」(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:15 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「機長の活躍」

(二)

16:10 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「操縦不能」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「返り咲くフォード・ゾディアック」

(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 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」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「父と息子のMGAロードス

ター」(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
「ナチスの秘密兵器」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「沈んだ財宝」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「古代エジプトの謎」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「メキシコ湾に眠る遺物」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「失われた軍艦」

(二)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「至高のスポーツカー」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:30 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「誤解の悲劇」

(二)

14:20 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「人的要因」

(二)

13:00 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」(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「ビキニ環礁に沈む被爆艦」声：江

口拓也 (二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「伝説の古代都市 ヘラクレイオン」

声：江口拓也(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルスの秘密」

(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
はいかにして歩くのか」

(二)

1300-1330 13:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシ
ティ連邦ビル爆破」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビ
ア・フェリー火災」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速
列車事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列
車事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ
原発事故」

(二)

14:00 恐竜世界へタイムスリップ「サ
メの帝王メガロドン」

(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「激

辛ソース」(字)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来

るまで 2「繊細な練りワサビ」(二)
1230-1300

12:00 獣医ミシェルの日常 7「凶暴
なミンク」

(字)

1200-1230 12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審な映画フィルム」

(二)

12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ホーフェン占領」

(字)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク「宇
宙ロケット」(字) 12:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ

ノサウルスの秘密」
(二)

12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「生姜とにんじんのドレッシング」(二) 12:00 密着！空港警察：ペルー＆

ブラジル「不自然なガードル」
(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「車い
すの犬」

(二)

10:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「ビッグ
なネコのチャーリー」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お披露目パーティー! マーモセット

を救え」(字)

11:00 獣医ミシェルの日常 7「ヤマア
ラシの主張」

(字)

11:00 マダガスカルの奇妙な動物大
集合！「不思議だらけの森」声：羽

多野渉(二)

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「赤
ちゃんの季節！」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「子犬
の名前は？」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「ジェ
ラルドさんとヤギ」

(二)

10:00 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」

(字)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「母の覚悟」声：諏訪部順一

(二)

11:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミステリアスな暗殺部隊」声：

小西克幸(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お姫様のお手入れ？ ハリネズミを

救え」(字)

11:00 決死のサバイバル術 第二次
世界大戦「ナチスの島から生還」

(二)

900-930

930-1000 930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「勇

敢な犬」(字)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「謎の

病に冒された猫」(字)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「受

刑者を癒やす犬たち」(字)

08:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「愛を探して」声：小西克幸

(二)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミュータントの反乱」声：小西

克幸(二)

800-830 08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「コムエアー3272便」

(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「中国国際航空129

便」(二)

08:00 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」(二)

08:00 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」(二)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#3」

(字)

09:00 世界大自然紀行：ベトナム
(二)

09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「城を目指せ」

(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA」
(二)

06:00 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」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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」(二)

07:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「スパンエア5022便」

(二)

07:00 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」(二)

07:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「アトランティック・サウ

スイースト航空2311便」(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「伝説のモーガン・スリーホイ

ラー」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

07:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「TAM航空402便」

(二)

07:00 動物界の意外なお友達：愛
こそすべて

(二)

07:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ワフー：日本軍の補給路を断て」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 ヨーロッパ空中散歩 2「過去を
乗り越える国 ハンガリー」

(二)

04:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「心臓発作とコカイン」

(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2「神々
の集う国 ギリシャ」

(二)

05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局２「密輸と戦う新人警備官」

(字)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ホーフェン占領」

(字)

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」

(二)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大」

(二)

04:00 戦場の記録「#1 アフガニスタ
ン 混乱といら立ち」

(二)

04:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意」
(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「返り咲くフォード・ゾディアック」

(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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2500-2530 25:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「英国欧州航空548

便」(二)

25:00 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」(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「スカンジナビア航空751

便」(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「機内炎上」

(二)

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」(二)

24:00 恐竜世界へタイムスリップ「巨
大イノシシ エンテロドン」

(二)

25:00 休止

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「10」声：大塚明夫

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110便」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630

2700-2730 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」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵」

(字)

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森」

(字)

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故」

(二)

26:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「韓国のエクスタシーキング」

(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「キャビンの穴」

(二)

2700-2730

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン」
(二)

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大
量遭難事故」

(二)

2730-2800 2730-2800

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

2600-2630

2630-27002630-2700

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「有名モデルの転落人生」

(二)

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「ギャロッピング・ゴース

ト」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「TAM航空402便」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「滑走路視認」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「パキスタン国際航空

268便」(二)

2300-2330 23:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」

(二)

23:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインのドラマ」

(二)

23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「初体
験！ラクダミルク」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
を再現せよ」

(二)

23:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット」

(二)

2300-2330

24:00 衝撃！嵐に挑むストームチェ
イサー「新時代の嵐」声：木村昴

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2230-2300
22:30 アメリカ！社会科ケンガク「人

工衛星」(字)
2230-2300

2200-2230 22:00 仰天！海の底まる見え検証：
核兵器の残骸

声：鬼頭明里 (二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「10」声：大塚明夫

(二)

22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ファレーズ包囲戦」

(字)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#1 城

を守るヒョウ」声：諏訪部順一(二)

22:00 アメリカ！社会科ケンガク「機
内食」(字)

22:00 【土曜 ミステリーファイル：解
明！ダイナソー】

CSI：恐竜科学捜査班「超大型恐
竜を探せ」(二)

22:00 【新】メーデー！２０：航空機
事故の真実と真相「フライドバイ981

便」(二)

2200-2230

2130-2200
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「最高に贅沢なチーズケーキ」(二) 2130-2200

20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 3「アメリカ
独立戦争 勝敗を分けた水上戦」声：江

口拓也(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１０：航空機事故の真実と真

相「サンタバーバラ航空518便(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「レースに復活!? ミニクーパー

S」(二)

21:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「韓国のエクスタシーキング」

(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦
「タング：最後の魚雷」

(二)

21:00 捕食者の最終兵器「狩りの
天才たち」

(字)

2000-2030 20:00 【時代を駆け抜けた名車SP！ドイ
ツ車&イギリス車】 カー・SOS 蘇れ！思い
出の名車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ

パゴダ」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル「有名モ

デルの転落人生」 (二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
 第二次世界大戦の潜水艦「ハー
ダー：日本軍の支配海域へ」 (二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

【新】潜入！リーサル・スネーク「インド太
平洋 最強のヘビたち」声：大塚明夫(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「リンゴたっぷりのシュトゥルーデル」(二) 21:00 仰天！海の底まる見え検証

3「アメリカ奴隷貿易 最後の船」声：
安元洋貴(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故
の真実と真相「沖縄での炎上事故」

(二)

2100-2130

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院「ハヤ

ブサ一家」(字)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「家

族の愛」(字)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「手ご

わさとかわいさと」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「牧

場で往診」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「見て

ない所で一大事」(二)
1930-2000

1900-1930
19:00 ボンダイビーチ動物病院「動

物病院のアイドル」(字)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「警

官の相棒」(字)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「新た

な命を救え」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「家

族の絆」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「今を

生きる」(二) 19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「家族」

(字)

19:00 獣医ミシェルの日常 7「3頭の
巨大クマたち」

(字)

18:00 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」(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「11年目の真実? コーンスネークを

救え」(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1800-1830 18:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「ロール
ス・ロイス・シルバーシャドー」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「ポル
シェ・パナメーラ」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「ライオン」声:大塚明夫(日)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「ステライル・コックピット・ルール」

(二)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「火炎地獄」

(二)

1600-1630 16:00 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」(二)

16:00 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」(二)

16:00 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」(二)

16:00 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！」(二)

16:00 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」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「伝説のモーガン・スリーホイ

ラー」(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９「冬将軍到
来」(二)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「EVラリークロスに挑戦」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「ペンギン」声：緒方恵美(日)

1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
「太平洋に潜む脅威」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「地中海に眠る古代世界」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「マレーシア航空370便」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「東シナ海に眠る巨大戦艦」

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
「アトランティス伝説」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

1500-1530

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「バイキングが制した北の荒海」声：

江口拓也(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
の色の謎」

(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルス 驚異の回復力」

(二)

14:00 恐竜世界へタイムスリップ「王
者となった恐怖の鳥」

(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

1400-1430

1530-1600 1530-1600

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「見えない手がかり」

(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「事故か陰謀か」

(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク

「ジープ･ラングラー」(字)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「デザート界のナポレオン」(二) 1230-1300

1300-1330 13:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆
発事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・
ケーブル鉄道火災」

(二)

1200-1230 12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「グレーゾーンの密輸」

(二)

12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「城を目指せ」

(字)

12:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
はいかにして歩くのか」

(二)

12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「ディップに絡むポテトチップス」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム
崩壊事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グア
ダラハラの悲劇」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「スペイン・航空
機衝突事故」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「亡き妻へ捧げるフィアット

500」(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「コックピットの殺人者」

(二)

11:00 獣医ミシェルの日常 7「凶暴
なミンク」

(字)

12:00 獣医ミシェルの日常 7「アルパ
カの洗礼」

(字)

1100-1130

930-1000

09:00 ボンダイビーチ動物病院「犬の
リフトアップ手術」(字)

1130-1200 1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「初体
験！ラクダミルク」

(二)

10:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「車い
すの犬」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「お姫様のお手入れ？ ハリネズミを

救え」(字)

11:00 動物界の意外なお友達：愛
こそすべて

(二)

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「ドク
ターも命がけ」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「むず
かしい決断」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「野良
猫との出会い」

(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人」

(字)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「若者たちの反乱」声：諏訪

部順一(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「狸寝入りはお手のもの? フクロウを

救え」(字)

11:00 決死のサバイバル術 第二次
世界大戦「死のアウトバック」

(二)

05:00 ザ・ボーダーライン　税関国境
警備局２「危険な国境地帯」

(字)

500-530

530-600

04:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「ノルウェー沿岸部」声：宇

賀なつみ(二)

04:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインのドラマ」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930
09:00 ボンダイビーチ動物病院「動

物病院のアイドル」(字)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「警

官の相棒」(字)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「新た

な命を救え」(二)

800-830 08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「USエアー1016便」

(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「トランスアジア航空

235便」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ロシア航空機 テロの

悲劇」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ラパ航空3142便」

(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「天と地」

(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「家
族の絆」(二) 09:00 サベージ・キングダム:残酷の

王国「#1 城を守るヒョウ」声：諏訪
部順一(二)

09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ファレーズ包囲戦」

(字)

900-930

930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「ハヤ

ブサ一家」(字)
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400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「城を目指せ」

(字)

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」

(二)

04:00 戦場の記録「#3 死と隣り合
わせの渓谷」

(二)

04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆」
(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ポルシェ911、奇跡のレスト

ア」(二)

05:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠さ
れた大自然「山で生き残る術」声：

青木瑠璃子(二)530-600

07:00 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」(二)

07:00 潜入！リーサル・スネーク「イン
ド太平洋 最強のヘビたち」声：大塚

明夫(二)

07:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ」

(二)

08:00 捕食者の最終兵器「狩りの
天才たち」

(字)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「タング：最後の魚雷」

(二)

11:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「愛を探して」声：小西克幸

(二)

730-800

06:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)630-700

700-730 07:00 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」(二)

07:00 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」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「家
族の愛」(字)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「手ご
わさとかわいさと」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「牧
場で往診」(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「イルカ印のコカイン」

(二)

1400-1430 14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「英国VSドイツ 世界を変えた航空

戦」声：江口拓也(二)1430-1500

09:30 ボンダイビーチ動物病院「薬に
潜む危険」(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「フォード・コルチナの抜け殻」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「愛され続けたMG・ミジェット」

(二)

700-730

730-800

600-630

630-700

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「デルタ航空1141便」

(二)

07:00 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」(二)

600-630 06:00 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」(二)

06:00 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」(二)

06:00 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」(二)

06:00 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」(二)

04:00 休止

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ハワイ メスに溺れる楽園」声：大

塚明夫(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「謎の炎」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「母の形見のランドローバー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

11:00 獣医ミシェルの日常 7「アルパ
カの洗礼」

(字)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク「機
内食」(字)

26:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「武器ディーラーの秘密捜査」

(二)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 独裁者のルール「諜報の策士
マヌエル･ノリエガ」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還」

(字)

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶」

(字)

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻」

(字)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「バイカーギャングに潜入捜査」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「スカンジナビア航空686

便」(二)

2500-2530

2530-2600

26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベン
トリー沈没」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍
ヘリ墜落事故」

(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「フライドバイ981便」

(二)

2500-2530 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」(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「名古屋空港の悲

劇」(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル航空

3407便」(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「着陸ミスと事故原因」

(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ロシア航空機 テロの

悲劇」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱
線事故」

(二)

27:00 独裁者のルール「スペイン内
戦の覇者 フランコ将軍」

(字)

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」

(二)

24:00 恐竜世界へタイムスリップ「肉
食獣ヒアエノドン」

(二)

24:00 衝撃！嵐に挑むストームチェ
イサー「高原に降り立った竜巻」声：

木村昴(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン」
(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「KLMシティホッパー

433便」(二)

24:00 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」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「危険な積み荷」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ウエスト・エア・ス

ウェーデン294便」(二)

2300-2330
23:00 エウロパ：生命探査の旅

(二)

23:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインのコンボ」

(二)

23:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「冬将
軍到来」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

2530-2600

2600-2630

22:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「マーティンエアー495

便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

22:00 【新】特選！カー・SOS 思い
出の名車 2「究極のクセモノ特集 リ

ターンズ」(二)
22:00 【土曜 ミステリーファイル：解

明！ダイナソー】
世界初！恐竜大解剖

声：大塚明夫
(二)

2200-2230 22:00 【特集：トラベルin宇宙】
ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる宇宙

の絶景(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ハワイ メスに溺れる楽園」声：大

塚明夫(二)

22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「進撃停止」

(字)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#2 地

獄の楽園」声：諏訪部順一(二)

21:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「お菓子の家とチョコのサンタ」(二) 21:00 仰天！海の底まる見え検証

3「カリブ海 消えた海賊船」声：安元
洋貴(二)

21:00 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」(二)

2100-2130

2130-2200
21:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「世界一のショートブレッド」(二) 2130-2200

20:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 3「アメリカ
南北戦争 海戦の実態」声：安元洋貴

(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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」 (二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「亡き父との約束 ロールス・ロ

イス・トゥエンティー」(二)

21:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「武器ディーラーの秘密捜査」

(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦」

(二)

21:00 捕食者の最終兵器「大人に
なるための本能」

(字)

2000-2030 20:00 【時代を駆け抜けた名車SP！ドイ
ツ車&イギリス車】 カー・SOS 蘇れ！思い
出の名車8「伝説のスポーツカー ポルシェ

356」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル「バイ
カーギャングに潜入捜査」 (二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
第二次世界大戦の潜水艦２「シルバーサ

イズ：日本軍の爆雷攻撃」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

潜入！リーサル・スネーク「アフリカ 最恐ヘ
ビ」声：大塚明夫 (二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「健康」

(字)

19:00 獣医ミシェルの日常 7「オオヤ
マネコの性別診断」

(字)

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院「大ケ

ガからの復活」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「フィ

ジーで奉仕活動」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「長い

夜の闘い」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「感

染症の恐怖」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「震え

の原因を探れ」(二)
1930-2000

1900-1930
19:00 ボンダイビーチ動物病院「ペッ

トの見ている風景」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「ビー

チに潜む危険」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「それ

ぞれの運命」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「ワニ

の傷を治療」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「気の

強いペット」(二)

18:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8」
(二)

18:00 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」(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かゆみ撃退! ボア･コンストリクター

を救え」(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「燃料トラブル」

(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９「家出したハ
スキー」 (二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「ジープ・
ラングラー」

(二)

18:00 スーパーカー大改造「シボ
レー・カマロ」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

17:00 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」(二)

17:00 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」(二)

17:00 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」(二)

18:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「エンジン停止」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「散り散りになったフォード・カ

プリ」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「美しきプジョー504カブリオレ」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「青春を駆け抜けたトライアン

フTR4」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「70年代の象徴トヨタ･セリカ」

(二)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「アリエル・ノマドvsレイジ・コメットR」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「マスコミの圧力」

(二)

13:00 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」(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「冷戦期の失われた核兵器」声：

入野自由(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空中衝突」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「伝説のスポーツカー ポルシェ

356」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「稚拙なミス」

(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「伝説のモーガン・スリーホイ

ラー」(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ニューヨークに眠る謎」声：入野自

由(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「殺人兵器 Uボート」声：入野自

由(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ゴールドラッシュ 知られざる物語」

声：入野自由(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「南北戦争の海戦」声：入野自由

(二)

1400-1430 14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ独立戦争 勝敗を分けた

水上戦」声：江口拓也(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ奴隷貿易 最後の船」声：

安元洋貴(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「超大
型恐竜を探せ」

(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
を再現せよ」

(二)

14:00 恐竜世界へタイムスリップ「巨
大イノシシ エンテロドン」

(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「人

工衛星」(字)
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「最高に贅沢なチーズケーキ」(二) 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「フライドバイ981便」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１
１」
(二)

13:00 衝撃の瞬間:特別編「小さな
ミス」
(二)

13:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇」

(二)

1200-1230 12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「運び屋は老紳士」

(二)

12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ファレーズ包囲戦」

(字)

12:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
の色の謎」

(二)

12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「リンゴたっぷりのシュトゥルーデル」(二) 12:00 獣医ミシェルの日常 7「3頭の

巨大クマたち」
(字)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「帰国した妊婦の謎」

(二)

13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェ
イサー「新時代の嵐」声：木村昴

(二)

930-1000

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「ジャ
ニスさんと子ネコ」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「頂点
を目指して」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「青い
鳥作戦」

(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「飼い主の影響力」

(字)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「夢の終焉」声：諏訪部順一

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「冬将
軍到来」

(二)

10:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

800-830

830-900 830-900

900-930
09:00 ボンダイビーチ動物病院「今を

生きる」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「ペッ

トの見ている風景」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「ビー

チに潜む危険」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「それ

ぞれの運命」(二)

800-830 08:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「タイ国際航空311

便」(二)

08:00 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」(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「アシアナ航空214便」

(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「エル・アル航空1862

便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「家族」

(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「ワニ
の傷を治療」(二) 09:00 サベージ・キングダム:残酷の

王国「#2 地獄の楽園」声：諏訪部
順一(二)

09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「進撃停止」

(字)

900-930

930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「見て

ない所で一大事」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「大ケ

ガからの復活」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「フィ

ジーで奉仕活動」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「長い

夜の闘い」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「感

染症の恐怖」(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS」
(二)

06:00 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」(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「スペースシップ２」

(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「カンタス航空７２便」

(二)

07:00 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」(二)

07:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「コンチネンタル航空

1713便」(二)

07:00 潜入！リーサル・スネーク「アフ
リカ 最恐ヘビ」声：大塚明夫

(二)

07:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻

撃」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ヘラルドを一から組み直

せ！」(二)

05:00 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」(二)

05:00 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」(二)

05:00 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」(二)

05:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠さ
れた大自然「ジャングルに潜む動物

たち」声：青木瑠璃子(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

500-530

530-600 530-600

08:00 捕食者の最終兵器「大人に
なるための本能」

(字)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「初体
験！ラクダミルク」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ファレーズ包囲戦」

(字)

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」

(二)

04:00 戦場の記録「#5 ルールなき
戦闘」
(二)

04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士」

(二)

04:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「天空の王国」声：宇賀な

つみ(二)

04:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインのコンボ」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「狸寝入りはお手のもの? フクロウを

救え」(字)

11:00 潜入！リーサル・スネーク「イン
ド太平洋 最強のヘビたち」声：大塚

明夫(二)

11:00 捕食者の最終兵器「狩りの
天才たち」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「11年目の真実? コーンスネークを

救え」(字)

11:00 決死のサバイバル術 第二次
世界大戦「無人島からの生還」

(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「アラスカ ヘロイン天国」声：大塚

明夫(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「ウェイト・オーバー」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

12:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のクセモノ特集 リターン

ズ」(二)

14:00 世界初！恐竜大解剖
声：大塚明夫

(二)

22:00 【特集：トラベルin宇宙】
火星：遙かなる赤い惑星へ

(二)

2700-2730 27:00 独裁者のルール「残虐な独裁
者 イディ･アミン」

(字)

27:00 独裁者の製造マニュアル「#1
台頭」
(二)

27:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで」

(二)

27:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで」

(二)

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い」

(字)

26:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「マーティンエアー495

便」(二)

26:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「騙されたシングルマザー」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜
落事故」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「カナダのマリファナ･キング」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空232

便」(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発
目の原子爆弾」

(二)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「巨大
竜巻 米国を襲う」

(字)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「チリ
鉱山落盤事故 33人の救出劇」

(字)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害「土石
流の恐怖 米カリフォルニア」

(字)

2500-2530 25:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ラパ航空3142便」

(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「クロスエア498便」

(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「コンチネンタル航空

1713便」(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「トルコ航空1951便」

(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「７３７型機に潜む危

機」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相「タンス航空204便」

(二)

24:00 謎の巨大肉食恐竜
声：森川智之

(二)

24:00 衝撃！嵐に挑むストームチェ
イサー「カテゴリー4の脅威」声：木村

昴(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

23:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大
量遭難事故」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「AIA808便」

(二)

24:00 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」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「設計ミス」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ユニー航空８７３便」

(二)

23:00 恐竜デスマッチ：新種の殺し屋
声：森川智之

(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「ノースロップ・グラマン

B2」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「密輸トリックを見抜け」

(二)

23:00 D-Day：知られざる英雄たち
(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９「家出
したハスキー」

(二)

2200-2230 22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「アラスカ ヘロイン天国」声：大塚

明夫(二)

22:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「激烈な春」

(字)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#3 失

脚の恐怖」声：諏訪部順一(二)

22:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のホットハッチ」

(二)

22:00  【土曜 ミステリーファイル：解明！
ダイナソー】

【新】ロスト・ワールド：アラスカン・ダイナ
ソー 声：高山みなみ (二)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク「テ
スラ Model3」(字) 21:00 仰天！海の底まる見え検証

3「終戦の年、1945年の真実」声：
安元洋貴(二)

21:00 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」(二)

2100-2130

2130-2200
21:30 アメリカ！社会科ケンガク「ギ

ブソン レスポール」(字)
2130-2200

20:00 【土曜 ミステリーファイル】仰天！
海の底まる見え検証 3「ミシガン湖に眠る

シカゴの秘密」声：安元洋貴(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真

相「英国欧州航空548便」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「愛車と感動の再会特集」

(二)

21:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「騙されたシングルマザー」

(二)

21:00 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」(二)

21:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能」
(字)

2000-2030 20:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「ティムの悪知恵特集」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル「カナダ

のマリファナ･キング」 (二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
第二次世界大戦の潜水艦２「U

ボート：終わりなき追跡」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

潜入！リーサル・スネーク「アメリカ大陸
最恐ヘビランキング」声：大塚明夫(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「文明の種」

(字)

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院「タス

マニアデビルの危機」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「小さ

な馬の大きな挑戦」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「ふら

つく犬」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「歩け

ないモルモット」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「お腹

の中の石」(二)
1930-2000

1900-1930
19:00 ボンダイビーチ動物病院「子

犬の心臓手術」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「兄

弟犬の飼い主募集」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「初め

てのペット」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「予

期せぬ妊娠」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「車か

ら飛び降りた犬」(二) 19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「犬猿の仲! ワタボウシタマリンを救

え」(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空間識失調」

(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９「猫のアレル
ギー?」 (二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 」

(二)

18:00 スーパーカー大改造 2「ル・マ
ン マセラティ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター」

(二)

1700-1730 17:00 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」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「フォード・コルチナの抜け殻」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「愛され続けたMG・ミジェット」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ポルシェ911、奇跡のレスト

ア」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ヘラルドを一から組み直

せ！」
(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院「獣
医師の仕事」(字)

18:30 ボンダイビーチ動物病院「生
死をさまよう猫」(字)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「設計ミス」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「珠玉のオースチン・ヒーレー

3000」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「歴史を刻むフォード･モデル

A」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「超レアものタルボ・サンビー

ム・ロータス」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「伝説の名車ランボルギーニ･

エスパーダ」(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「スペイン無敵艦隊の秘密」声：中

村悠一(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「D-Dayの秘密」声：中村悠一

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「太平洋戦争の残骸」声：中村悠

一(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「タイ洞窟 世紀の救出劇」声：中

村悠一(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「滑走路視認」

(二)

13:00 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」(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ南北戦争 海戦の実態」

声：安元洋貴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「カリブ海 消えた海賊船」声：安元

洋貴(二)

14:00 CSI：恐竜科学捜査班　徹
底解明

(二)

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「マーティンエアー495

便」(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「牙をむく自然」

(字)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「失血死の恐怖」

(字)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェ
イサー「高原に降り立った竜巻」声：

木村昴(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 工場ケンガク！～たべものが出来るまで

2「世界一のショートブレッド」(二) 1230-1300

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 密着！サンパウロ国際空港
警察「コカインの罪」

(二)

12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「進撃停止」

(字)

12:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルス 驚異の回復力」

(二)

12:00 工場ケンガク！～たべものが出来るまで
2「お菓子の家とチョコのサンタ」(二) 12:00 獣医ミシェルの日常 7「オオヤ

マネコの性別診断」
(字)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９「冬将
軍到来」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「11年目の真実? コーンスネークを

救え」(字)

11:00 獣医ミシェルの日常 7「3頭の
巨大クマたち」

(字)

11:00 潜入！リーサル・スネーク「アフ
リカ 最恐ヘビ」声：大塚明夫

(二)

11:00 捕食者の最終兵器「大人に
なるための本能」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かゆみ撃退! ボア･コンストリクター

を救え」(字)

11:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「ハネムーン密輸」

(二)

930-1000

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「グ
レート・デーンのいる人生」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８「愛馬
エリセット」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集
編「ドクター・ポールのびっくりランキン

グ」(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ」

(字)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「炎の大地」声：諏訪部順一

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９「家出
したハスキー」

(二)

10:00 D-Day：知られざる英雄たち
(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

800-830

830-900 830-900

900-930
09:00 ボンダイビーチ動物病院「気の

強いペット」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「子

犬の心臓手術」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「兄

弟犬の飼い主募集」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「初め

てのペット」(二)

800-830 08:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「UPS航空6便」

(二)

08:00 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」(二)

08:00 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」(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「スパンエア5022便」

(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物「健康」

(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「予
期せぬ妊娠」(二) 09:00 サベージ・キングダム:残酷の

王国「#3 失脚の恐怖」声：諏訪部
順一(二)

09:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「激烈な春」

(字)

900-930

930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「震え

の原因を探れ」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「タス

マニアデビルの危機」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「小さ

な馬の大きな挑戦」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「ふら

つく犬」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「歩け

ないモルモット」(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「アストンマーティンDBS

スーパーレッジェーラ」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「キャセイパシフィック航

空780便」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「ギャロッピング・ゴース

ト」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「KLMシティホッパー

433便」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「AIA808便」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「返り咲くフォード・ゾディアック」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「ファイン航空101便」

(二)

07:00 潜入！リーサル・スネーク「アメ
リカ大陸 最恐ヘビランキング」声：大

塚明夫(二)

07:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「氷と雪の地」声：宇賀なつ

み(二)

04:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「密輸トリックを見抜け」

(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

05:00 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」
(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

05:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠さ
れた大自然「パンダが住む森」声：青

木瑠璃子(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)
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400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「進撃停止」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地」

(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦
争へ」
(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混
沌」
(字)

05:00 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」(二)

08:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能」
(字)

08:00 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」(二)

14:00 恐竜世界へタイムスリップ「肉
食獣ヒアエノドン」

(二)

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「危険な積み荷」

(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「新たな人生をエスコート・メ

キシコとともに」(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「無線沈黙」

(二)

18:00 スーパーカー大改造 2「ラグ
ジュアリーなキャリアカー」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「美しきザガート・シューティングブレー

ク」(二)

16:55 どうぶつの先輩「カメ」声：山口由里子(日)

18:00 スーパーカー大改造 2「マク
ラーレン・P1」

(二)

18:00 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」(二)

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

