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(ET) 月曜日 2022/08/29 火曜日 2022/08/30 水曜日 2022/08/31 木曜日 2022/09/01 金曜日 2022/09/02 土曜日 2022/09/03 日曜日 2022/09/04 (ET)

16:00 世界の巨大工場７
「ランボルギーニ・アヴェンタドール」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

21:00 プレデター：血の継承
「チーターの兄弟」
声：細谷佳正(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 2：新たな支配者「#2

戦いの序章」声：諏訪部順一(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

2630-2700

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「トリガナ航空267便」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ

レス2574便」(二)

26:00 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)

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

13:00 衝撃の瞬間４
「テキサス石油工場爆発事故」

(二)

14:00 発掘！砂漠に眠るファラオの
謎

声：悠木碧(二)

15:00 仰天！世界の呪い伝説
「呪術フードゥーの呪い」

声：日野聡(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極の英国製スポーツカー」

(二)

17:00 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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「インフルエンザの脅威」

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

アニマル・オブ・アフリカ：サバイバルの秘訣
「海のハンター」声：小野大輔(二)

18:00 世界の巨大工場２
「ランボルギーニ」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「巨大要塞」

(二)

05:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「プロップエア420便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「イタビア航空870便」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏のクリニック」

(二)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド」(字)

11:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「沼地の危険動物」

声：小野大輔(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の謎」

声：立木文彦(二)

27:00 ナチス政権 最後の日々
(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「太平洋戦争」

(二)

05:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「美しきイタリア車 ランチア･フル

ヴィア」(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「UPS航空1354便」

(二)

08:00 【中国を知る】
スノーワンダー

(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「インフルエンザの脅威」

(二)

10:00 ビッグ・キャット：ピューマ物語
「誕生」

声：三木眞一郎(二)

11:00 プレデター：血の継承
「ハイエナの一族」
声：細谷佳正(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク
「トラクター」(字)

12:30 アメリカ！社会科ケンガク
「ジープ･ラングラー」(字)

13:00 地球まるみえ！徹底スキャン
「シアトルを襲う大地震」

(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証 4
「グレートバリアリーフ 美しさに潜む危

険」声：小野賢章(二)

15:00 仰天！世界の呪い伝説
「バミューダ･トライアングルの呪い」

声：日野聡(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

17:00 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)

18:00 世界の巨大工場２
「ロールス・ロイス　ファントム」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「新しい仲間」

(二)

20:00 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)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク
「機内食」(字)

21:30 アメリカ！社会科ケンガク
「人工衛星」(字)

22:00 仰天！メガマシン
「空のモンスター」
声：関智一(二)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「巨大ホバークラフトの解体」

(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死」

(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「ゴースト」

(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空1572便」

(二)

27:00 生き抜け！原始生活
「パプアニューギニア　伝説の村」

(二)

04:00 世界大自然紀行：赤道
「ガラパゴス諸島」
声：田村睦心(二)

05:00 美しきアメリカ：北西部編
「氷河が育む大自然」

声：悠木碧(二)

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ポルシェ・タイカン」

(二)

07:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「海のハンター」

声：小野大輔(二)

08:00 プレデター：血の継承
「チーターの兄弟」
声：細谷佳正(二)

09:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#2 戦いの序章」

声：諏訪部順一(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「産後のミステリー」

(字)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「冬が来る! ハムスターを救え」

(字)

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「整備不良」

(二)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
仰天！運び屋vs取締屋in全米エアポー

ト 2「麻薬入り特製バッテリー」(二)

15:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「フカヒレの大量押収」

(二)

16:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「ダークウェブと液体薬

物」(二)

17:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「靴底に隠されたコカイ

ン」(二)

18:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「摘発、毒入りチョリ

ソー?」(二)

19:00 【中国を知る】
リサイクル大作戦：砂漠への挑戦

(字)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#5 ピラミッド
から岩窟墓へ」声：坂本真綾(二)

21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「偉大な建築王 ラムセス2世」

声：内山昂輝(二)

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッド王たちの伝説」

声：林原めぐみ(二)

23:00 【新】発掘！忘却の財宝とミイラ
の謎 特別版「古代の埋葬習慣とミイラ

製作」声：山寺宏一(二)

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「黒海

秘密の露呈」声：上田麗奈(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「マフィアに潜入した男」

(二)

26:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ポルノとドラッグの闇」

声：大塚明夫(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「トラの密売」

(字)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「最年長の運び屋」

(二)

06:00 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)

07:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード１」

(字)

08:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「体の秘密」

(二)

09:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-47：奇襲作戦」

(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「メンフィス ヘロイン・ブルース」

声：大塚明夫(二)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ソルトレイクシティー 背信のオピ

オイド」声：大塚明夫(二)

13:00 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)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエ

ン」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「三菱ランエボIVと第二の人生

を」(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
「子牛のラッキー」(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「おなかの中の爆弾」

(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ほえる小獣? プレーリードッグを救

え」(字)

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「ハリケーン観測機 NOAA42」(二)

21:00 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」(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「エア・イリノイ710便」(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「チヌーク空軍ヘリ墜落事故」

(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「神戸を襲った大震災」(字)

24:30 新　衝撃の瞬間
「パリの列車事故」(字)

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

2100-2130

1930-2000

2000-2030

2030-2100

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

2730-2800

NATIONAL GEOGRAPHIC

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

1830-1900

1900-1930

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」(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「アムトラック列車事故」

(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「無線沈黙」

(二)

400-430

430-500

500-530
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(ET) 月曜日 2022/09/05 火曜日 2022/09/06 水曜日 2022/09/07 木曜日 2022/09/08 金曜日 2022/09/09 土曜日 2022/09/10 日曜日 2022/09/11 (ET)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「恍惚とヒップホップ」

声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「チャイナエアライン611

便」(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「テスラ Model3」(字)

06:30 アメリカ！社会科ケンガク
「ギブソン レスポール」(字)

14:00 【追憶の9/11】
9.11 テンハウス消防署の記録

(二)

14:55 ブッシュ元大統領が語る9.11
(字)

15:50 9.11:ペンタゴンの英雄たち
(字)

2700-2730 27:00 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)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地」

(二)

27:00 生き抜け！原始生活
「未開のジャングル」

(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「エア・イリノイ710便」

(二)

26:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「9.11」
(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「グラビアモデルの二重生活」

(二)

25:00 ホット・ゾーン：アンスラックス「第
三話 郵便局員の悲劇」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「眠らない嵐」
声：木村昴(二)

26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「迫り来る水の脅威」

声：木村昴(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「コロンビア号、最後の飛行」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「アルプスの大雪崩」

(二)

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「サウスウエスト航空1380

便」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ミュンヘンの悲劇」

(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突」

(二)

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「アメリ
カ ハリケーンの黙示録」声：上田麗

奈(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

24:00 ホット・ゾーン：アンスラックス「第
二話 地獄の煙突」

(二)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド・エクスプレ

ス6291便」(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「空港セキュリティの欠陥」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「LAMモザンビーク航空

470便」(二)

24:00 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)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「北海油田の掘削リグ」

(二)

23:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「銀のミイラマスクの謎」

声：山寺宏一(二)

23:00 【全話一挙放送】
ホット・ゾーン：アンスラックス「第一話

ノーブル・イーグル作戦」(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「クレオパトラの悲劇的な最期」

声：林原めぐみ(二)

22:00 【新】暴露！ビンラディンの
ハードドライブ

(字)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ブリー･ラーソンとパール諸

島へ」(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「ステロイドの闇取引」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

2200-2230 22:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2 「警察官の不法入国」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「恍惚とヒップホップ」

声：大塚明夫(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-110：暗号機エニグマ」

(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 2：新たな支配者「#3

反逆者の台頭」声：諏訪部順一(二)

22:00 仰天！メガマシン
「氷雪に挑むモンスター」

声：関智一(二)

21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ピラミッドと古代思想」

声：内山昂輝(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

16:45 9.11：アメリカを襲ったあの日の
出来事 一挙放送

(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4」

(二)

2100-2130 21:00 名車対決！夢のスーパーカー
「EVラリークロスに挑戦」

(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

21:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「異常な愛情」

(二)

21:00 【新】プレデターの極秘生
活！「マル秘！陸上の駆け引き」

声：小野大輔(二)

20:00 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)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#6 クレオパト
ラの墓を探して」声：坂本真綾(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「パガーニ」

(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 2「グラビ

アモデルの二重生活」(二)

20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード２」

(字)

18:00 世界の巨大工場４
「ポルシェ パナメーラ」

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

アニマル・オブ・アフリカ：サバイバルの秘訣
「小さなツワモノたち」声：小野大輔(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「にぎやかな日々」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏の試練」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「バーベキューパーティー」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「獣医の心構え」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「晴れ舞台」

(二)

18:00 世界の巨大工場４
「BMW X3」

(二)

18:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「麻薬精製工場を突

き止めろ」(二)

19:30 中国の伝統と技術
「おもちゃ」(字)

18:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「室外機にメタンフェタ

ミン」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 世界の巨大工場２
「アウディ」

(二)

18:00 世界の巨大工場２
「ポルシェ」

(二)

18:00 世界の巨大工場４
「フォードF-150」

(二)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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６「散り散りになったフォード・カプリ」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「国境を渡る麻薬」

(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 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」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきACアシーカ」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ」

(二)

1500-1530 15:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「生贄の謎」

声：福山潤(二)

15:00 仰天！世界の呪い伝説
「アトランティスの呪い」

声：日野聡(二)

15:00 仰天！世界の呪い伝説
「モスマンの呪い」
声：日野聡(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「古代エジプトの秘宝 パート1」

声：竹達彩奈(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「古代エジプトの秘宝 パート2」

声：竹達彩奈(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「離陸失敗」

(二)

13:00 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)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#5 ピラミッドから岩窟墓へ」

声：坂本真綾(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「偉大な建築王 ラムセス2世」

声：内山昂輝(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッド王たちの伝説」

声：林原めぐみ(二)

14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「古代の埋葬習慣とミイラ

製作」声：山寺宏一(二)

1300-1330
13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「エア・イリノイ710便」(二)

13:00 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」(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「集団自殺とカルト教団」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「炎に包まれたコックピット」

(二)

13:00 地球まるみえ！徹底スキャン
「巨大津波の脅威」

(二)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「ニューオーリンズ マルディグラの

夜」声：大塚明夫(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク

「人工衛星」(字)
1230-1300

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン「モロッコ：正月料理で対決」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「密輸トリックを見抜け」

(二)

12:00 仰天！メガマシン
「空のモンスター」
声：関智一(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッド王たちの伝説」

声：林原めぐみ(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク
「機内食」(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「ニューヨーク 年越しのドラッグ」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森」

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「産後のミステリー」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「冬が来る! ハムスターを救え」

(字)

11:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「海のハンター」

声：小野大輔(二)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 5
「バイソンのお引越し」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「リンクスの謎」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「アイベックスの調査」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬」

(字)

10:00 ビッグ・キャット：ピューマ物語
「次の世代へ」

声：三木眞一郎(二)

09:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-110：暗号機エニグマ」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 プレデターの極秘生活！
「マル秘！陸上の駆け引き」

声：小野大輔(二)

08:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「異常な愛情」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「新しい仲間」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「にぎやかな日々」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏の試練」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「バーベキューパーティー」

(二)

800-830 08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便」

(二)

08:00 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)

08:00 【中国を知る】
リサイクル大作戦：砂漠への挑戦

(字)

07:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード２」

(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 スーパーカー大改造
「ポルシェ・パナメーラ」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「誤解の悲劇」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「人的要因」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「機長の活躍」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「操縦不能」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「農業を変えた名機 ファーガソン･

トラクター」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のボンドカー、ロータス・エス

プリＳ１」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「三菱ランエボIVと第二の人生

を」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「初恋のオースチン７・チャミー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「名もなき名車キャノン・ゴールド

フィンガー」(二)

05:00 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)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：赤道
「ボルネオ島とスマトラ島」

声：田村睦心(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「ステロイドの闇取引」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞」

(字)

04:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#1 総統に命を捧げて」

(字)

04:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「ヒムラーとゲッベルス」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「戦艦ビスマルクと潜水

艦Uボート」(二)

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路」(字)

05:00 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)

05:00 美しきアメリカ：北西部編
「ロッキー山脈」
声：悠木碧(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「撃墜」

(二)

07:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「小さなツワモノたち」

声：小野大輔(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「獣医の心構え」

(二)

09:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#3 反逆者の台頭」

声：諏訪部順一(二)

11:00 プレデター：血の継承
「チーターの兄弟」
声：細谷佳正(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「おなかの中の爆弾」

(字)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ほえる小獣? プレーリードッグを救

え」(字)

14:00 仰天！海の底まる見え検証 4
「黒海 秘密の露呈」
声：上田麗奈(二)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
仰天！運び屋vs取締屋in全米エアポー

ト 2「エクスタシーの流通を追え」(二)

16:00 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)

16:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「コロナ禍で激増する

薬物密輸」(二)
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18:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

16:00 世界の巨大工場７
「ポルシェ911」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

13:00 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)

27:00 生き抜け！原始生活
「激流での漁に挑む」

(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ニューヨーク　コカインと闇社会」

声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「パンナム103便」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「600万ドルのコカイン

押収」(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「ペンタゴン９・１１」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡」

(二)

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」(二)

27:00 未来に架ける橋
(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地」

(二)

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間３
「高速道路への墜落」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「セントヘレンズ山の猛威」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「スーシティー空港への不時着」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「TWA800便の事故原因」

(二)

26:00 暴露！ビンラディンのハードドラ
イブ
(字)

25:00 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)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「メキシコの麻薬王を追って」

(二)

25:00 ホット・ゾーン：アンスラックス「最
終話 RMR-1029」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「ブラッ

クスワン 歴史的財宝を巡る闘い」
声：上田麗奈(二)

24:00 ホット・ゾーン：アンスラックス「第
五話 ラッパムシ」

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「USバングラ航空211便」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト航空85

便」(二)

2400-2430 24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「クロス航空3597便」

(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「山腹衝突」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「ケニア航空507便」

(二)

24:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッドvs盗掘者」
声：子安武人(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン・イーグル航空

3379便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ザカリー･クイントとパナマ

のジャングルへ」(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「世界一の偽札」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻」

(字)

23:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

2200-2230 22:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審なコーヒー」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ニューヨーク　コカインと闇社会」

声：大塚明夫(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-862：極東へ物資を輸送せよ」

(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 2：新たな支配者「#4

王のプライド」声：諏訪部順一(二)

22:00 仰天！メガマシン
「地球をかじるモンスター」

声：関智一(二)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「超大型輸送機Ｃ5ギャラク

シー」(二)

23:00 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」

(字)

23:00 【全話一挙放送】
ホット・ゾーン：アンスラックス「第四話

手がかりは封筒」(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 【新】仰天！運び屋vs取締
屋in全米エアポート 3

「600万ドルのコカイン押収」(二)

21:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

21:00 プレデターの極秘生活！
「マル秘！ユニークで恐るべき水中の

ハンター」声：小野大輔(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ジャガーXJ-Sに新たな命を」

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

21:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１５：航空機事故の真実と

真相「コムエアー3272便」(二)

21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「消えゆくピラミッド」

声：瀬戸麻沙美(二)

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「ランボルギーニ・アヴェンタドール」

(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 2「メキ

シコの麻薬王を追って」(二)

20:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

【新】プレデター・ランド「クルーガー国立
公園のライオン」声：神谷浩史(二)

20:00 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)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

20:00 【追悼 エリザベス女王】
ザ・クイーン

(二)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝 特別版「古代
エジプトの貴族」声：石田彰(二)

1900-1930
19:00 【新】未来に架ける橋

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「パワー全開!ドクター・ポール」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「秘密のプレゼント」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「猫のヒッチハイク」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「動物の赤ちゃん大特集！」

(二)

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽」(字)

19:30 中国の伝統と技術
「ヌードル」(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「美食家の試練? オオバタンを救え」

(字)

1500-1530

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 世界の巨大工場４
「アストンマーティン」

(二)

18:00 世界の巨大工場４
「ジャガーXJ」

(二)

18:00 世界の巨大工場７
「マスタング」

(二)

18:00 世界の巨大工場７
「パガーニ」

(二)

18:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「サウスウエスト航空1380

便」(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
「豚のレスキューミッション」(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「東洋医学でリハビリ」

(字)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「美しきイタリア車 ランチア･フル

ヴィア」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「農業を変えた名機 ファーガソン･

トラクター」(二)

17:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ライオン・エア610便」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「初恋のオースチン７・チャミー」

(二)

18:00 世界の巨大工場７
「コルベットZR1」

(二)

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」

(二)1630-1700 1630-1700

1600-1630

14:00 仰天！海の底まる見え検証 4
「アメリカ ハリケーンの黙示録」

声：上田麗奈(二)

14:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ローガンエアー6780便」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「蛇王朝の謎」
声：福山潤(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「ポンペイの秘宝 パート1」

声：竹達彩奈(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「ポンペイの秘宝 パート2」

声：竹達彩奈(二)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

16:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「コムエアー5191便」(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「古代エジプトのミイラ パート1」

声：竹達彩奈(二)

15:00 古代の秘宝ミステリートップ10
「古代エジプトのミイラ パート2」

声：竹達彩奈(二)

15:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「エグゼクフライト1526便」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#6 クレオパトラの墓を探して」

声：坂本真綾(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ピラミッドと古代思想」

声：内山昂輝(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「クレオパトラの悲劇的な最期」

声：林原めぐみ(二)

14:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「銀のミイラマスクの謎」

声：山寺宏一(二)

1300-1330 13:00 暴露！ビンラディンのハードドラ
イブ
(字)

13:00 衝撃の瞬間６
「ブラックホーク･ダウン」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「エベレスト大量遭難事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「日本航空123便墜落事故」

(二)

13:00 地球まるみえ！徹底スキャン
「恐るべき超巨大火山」

(二)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「獣医師の仕事」(字)

13:30 ボンダイビーチ動物病院
「生死をさまよう猫」(字)

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」(二)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
5「傷ついた砂漠のキツネ フェネックを

救え」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「マイアミ 春休みのドラッグ戦争」

声：大塚明夫(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「600万ドルのコカイン

押収」(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「接着剤にご用心！」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「コカイン セレブ御用達のホワイ

トゴールド」声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン「ハワイ：トロピカルフルーツとポ

イの島」(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「コカインに溺れて」

(二)

12:00 仰天！メガマシン
「氷雪に挑むモンスター」

声：関智一(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「クレオパトラの悲劇的な最期」

声：林原めぐみ(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「おなかの中は大混雑！」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ほえる小獣? プレーリードッグを救

え」(字)

11:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「小さなツワモノたち」

声：小野大輔(二)

11:00 未来に架ける橋
(字)

10:00 ビッグ・キャット：ヒョウのかぞく
声：岡本信彦

(二)

10:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻」

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#4 王のプライド」

声：諏訪部順一(二)

09:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-862：極東へ物資を輸送せよ」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 5
「スウェーデンのクマ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「破壊的な母豚」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「牛の捕獲大作戦」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬」

(字)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「晴れ舞台」

(二)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え」

(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え」

(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救

え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを

救え」(字)

08:00 プレデターの極秘生活！
「マル秘！ユニークで恐るべき水中の

ハンター」声：小野大輔(二)

08:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

800-830

830-900 830-900

07:00 プレデター・ランド
「クルーガー国立公園のライオン」

声：神谷浩史(二)

07:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便」

(二)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「コックピットの殺人者」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「見えない手がかり」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「事故か陰謀か」

(二)

07:00 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)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「火炎地獄」

(二)

08:30 中国の伝統と技術
「おもちゃ」(字)

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「ニューバランス 990」(字) 06:00 スーパーカー大改造

「ベントレー・ミュルザンヌ」
(二)

600-630

630-700
06:30 アメリカ！社会科ケンガク

「空飛ぶ救助隊」(字)
630-700

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

06:00 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)

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)

05:00 美しきアメリカ：北西部編
「カリフォルニアの海岸線」

声：悠木碧(二)

05:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2 「警察官の不法入国」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：赤道
「アフリカの熱帯雨林とサバンナ」

声：田村睦心(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「世界一の偽札」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森」

(字)

04:00 ヒトラーを欺いた英国王
(二)

04:00 ヒトラーの殺人部隊
(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「主力戦車ティーガー&

パンター」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え 2「兵器と化す鉄道

網」(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路」(字)

05:00 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)
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2700-2730

2730-2800 2730-2800

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス」

(二)

27:00 生き抜け！原始生活
「聖なる火山への旅」

(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン・イーグル航空

3379便」(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「船を操る運び屋たち」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「チェルノブイリ原発事故」

(二)

2600-2630

2630-2700

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
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)2430-2500

24:00 新　衝撃の瞬間
「TWA800便の事故原因」(字)

24:30 新　衝撃の瞬間
「プエルトリコのガス爆発」(字)

23:00 エジプト:世界最古の階段ピラ
ミッド
(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「長崎～２発目の原子爆弾」

(二)

2500-2530

2530-2600

26:00 衝撃の瞬間３
「プエルトリコのガス爆発」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「大韓航空8509便」

(二)

25:00 決死のサバイバル：アマゾンから
の脱出「マングローブの迷路」

声：黒田崇矢(二)

24:00 決死のサバイバル：アマゾンから
の脱出「立ちはだかる巨大な滝」声：

黒田崇矢(二)

2500-2530 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！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便」(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アンセット・ニュージーラ

ンド航空703便」(二)

2400-2430

2430-2500

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「シリコンバレー　技術者たちとコ

カイン」声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「オスロ発　チャーター機」

(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「タイのアイス売人」

(二)

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」(二)

2700-2730 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」(二)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機」

(二)

27:00 ナチス巨大砲V3の謎
(二)

2630-2700

2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間３
「シンガポールのホテル倒壊事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「バリ島の爆破テロ」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３
「パリの列車事故」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

24:00 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」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「生存の条件」

(二)

24:00 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)

2300-2330 23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「売春ビジネス」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「豚のレスキューミッション」

(二)

23:00 決死のサバイバル：アマゾンから
の脱出「危険の極み！マクシ族の助

言」声：黒田崇矢(二)

22:10 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

23:05 スゴ腕どうぶつドクター９
「豚のレスキューミッション」

(二)

22:00 決死のサバイバル：アマゾンから
の脱出「過酷な草原とカウボーイ」

声：黒田崇矢(二)

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の隠し部屋」

声：子安武人(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「カラバサス ヘリコプター

墜落事故」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:15 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ミイラの呪い」

声：瀬戸麻沙美(二)

21:00 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)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「シリコンバレー　技術者たちとコ

カイン」声：大塚明夫(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「パーチー：前代未聞の魚雷装填作

戦」(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 3：戦乱の幕開け「#1

闇来たる」声：諏訪部順一(二)

2100-2130 21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「船を操る運び屋たち」

(二)

21:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

21:00 【新】プレデター in パラダイス
「ビーチ･サバイバル」
声：石川由依(二)

21:00 【新】決死のサバイバル：アマ
ゾンからの脱出「ジャングルの猛毒」

声：黒田崇矢(二)

20:20 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

20:00 サバイバルの極限！過激な原
始生活「過酷な平原」

声：黒田崇矢(二)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝 特別版「エジ
プトを率いた女たち」声：石田彰(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

「ドイツXL航空888T便」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:25 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

19:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「万里

の長城の謎」(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「一筋の希望! 赤ちゃんウサギを救

え」(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2「タイの

アイス売人」(二)

20:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

プレデター・ランド「クルーガー国立公園の
ヒョウとチーター」声：神谷浩史(二)

1900-1930 19:00 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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「吹雪いても積もっても」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ヤギのフィービー」

(二)

19:00 サバイバルの極限！過激な原
始生活「過酷な砂漠」

声：黒田崇矢(二)

18:30 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

18:00 サバイバルの極限！過激な原
始生活「過酷な山」
声：黒田崇矢(二)

18:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「UPS航空1354便」 (二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「赤ちゃんウォンバット」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:40 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

17:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「プロップエア420便」

(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
「むずかしいラクダ」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 世界の巨大工場７
「ランボルギーニ・アヴェンタドール」

(二)

18:00 世界の巨大工場７
「ポルシェ911」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のボンドカー、ロータス・エス

プリＳ１」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「三菱ランエボIVと第二の人生

を」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「初恋のオースチン７・チャミー」

(二)

17:00 サバイバルの極限！過激な原
始生活「過酷な島」
声：黒田崇矢(二)

16:50 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

16:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アンセット・ニュージーラ

ンド航空703便」(二)

18:00 世界の巨大工場７
「フェラーリFF」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

16:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「冬将軍到来」

(二)

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

16:00 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)

16:00 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 サバイバルの極限！過激な原
始生活「過酷な森」
声：黒田崇矢(二)

16:00 世界の巨大工場７
「フェラーリFF」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

15:00 【特集：サバイバルの極意、ここに
あり】

サバイバルの極限！過激な原始生活
「過酷なジャングル」声：黒田崇矢(二)

15:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アメリカ空軍KC-135」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「名もなき名車キャノン・ゴールド

フィンガー」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

15:10 スゴ腕どうぶつドクター９
「初体験！ラクダミルク」

(二)

14:20 スゴ腕どうぶつドクター９
「車いすの犬」

(二)

14:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「USバングラ航空211便」

(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきACアシーカ」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 解明！聖書に秘められた太古
の謎「出エジプト記：割れた海」声：増

田俊樹(二)

15:00 解明！聖書に秘められた太古
の謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモ

ラ」声：増田俊樹(二)

15:00 解明！蛇の王と古代マヤの巨
大都市

声：早見沙織(二)

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「消えゆくピラミッド」

声：瀬戸麻沙美(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッドvs盗掘者」
声：子安武人(二)

14:00 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」

(字)

14:00 仰天！海の底まる見え検証 4
「ブラックスワン 歴史的財宝を巡る闘

い」声：上田麗奈(二)

13:30 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬の美容整形」(字) 13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院

「勇敢な犬」(字)
1330-1400

1300-1330 13:00 衝撃の瞬間６
「福知山線脱線事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「ノルウェー連続テロ事件」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「駆逐艦コベントリー沈没」

(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「牙をむく自然」

(字)

12:40 スゴ腕どうぶつドクター９
「満月に導かれて」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「船を操る運び屋たち」

(二)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「美食家の試練? オオバタンを救え」

(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「スーパー･メス」
声：大塚明夫(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「東洋医学でリハビリ」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「エメラルド・トライアングル」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「離婚夫婦の末路」

(二)

12:00 仰天！メガマシン
「地球をかじるモンスター」

声：関智一(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッドvs盗掘者」
声：子安武人(二)

1100-1130 11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「おなかの中の爆弾」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
5「傷心のスワン! コブハクチョウを救

え」(字)

11:00 プレデター・ランド
「クルーガー国立公園のライオン」

声：神谷浩史(二)

11:00 プレデターの極秘生活！
「マル秘！陸上の駆け引き」

声：小野大輔(二)

11:00 【祝！初孫誕生！】スゴ腕どうぶ
つドクター９ キャッチアップ放送

スゴ腕どうぶつドクター９「ドクター・ポール
おじいちゃんになる」(二)

11:50 スゴ腕どうぶつドクター９
「お利口なミニブタ」

(二)

10:00 ヒョウ：王家の一族
声：斉藤壮馬

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「豚のレスキューミッション」

(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い」

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱の
幕開け「#1 闇来たる」
声：諏訪部順一(二)

09:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「パーチー：前代未聞の魚雷装填作

戦」(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「牙にご用心！」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 5
「怒れるジャコウウシ」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬」

(字)

900-930 09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「留守番で大パニック？キツネザルを

救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「過剰なお手入れ！ オオヤマネコを

救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「緊迫の救急治療！ チンチラを救

え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「恋の病！ ケヅメリクガメを救え」

(字)

08:00 プレデター in パラダイス
「ビーチ･サバイバル」
声：石川由依(二)

08:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

800-830

830-900 830-900

07:00 プレデター・ランド
「クルーガー国立公園のヒョウとチー

ター」声：神谷浩史(二)

07:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 【追悼 エリザベス女王】
ザ・クイーン

(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便」

(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173

便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇」

(二)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「マスコミの圧力」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「稚拙なミス」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空中衝突」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「エンジン停止」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「燃料トラブル」

(二)

08:30 中国の伝統と技術
「ヌードル」(字)

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「消防車」(字) 06:00 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)

600-630

630-700
06:30 アメリカ！社会科ケンガク

「ウイスキー」(字)
630-700

600-630 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)

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)

05:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈」

(字)

05:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審なコーヒー」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：赤道
「アジア太平洋のサンゴ礁」

声：田村睦心(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「売春ビジネス」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 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)

05:00 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)

05:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「ティムの悪知恵特集」

(二)

05:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「愛車と感動の再会特集」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの隠れ家」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの防衛線」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え 2「ドイツ軍と日本軍の

巨大砲」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え 2「太平洋に散った日

本軍」(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽」(字)

05:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「奇跡の復活劇特集」

(二)
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20:00 世界の巨大工場７
「ポルシェ911」

(二)

21:00 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)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「父と息子のフィアットX1/9」(二)

2100-2130

2400-2430

2430-2500

2700-2730

2730-2800 2730-2800

04:00 休止

11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「豚のレスキューミッション」

(二)

12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン「ラオス：森一番の珍味」

(二)

13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン・イーグル航空

3379便」(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 特
別版「エジプトを率いた女たち」

声：石田彰(二)

2700-2730 27:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-47：奇襲作戦」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網」

(二)

27:00 決死のサバイバル：アマゾンから
の脱出「ジャングルの猛毒」

声：黒田崇矢(二)

25:00 休止 26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「カラバサス ヘリコプター

墜落事故」(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間３
「ヒンデンブルグ号の火災」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「クイーンズ墜落事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「タイタニック沈没事故」

(二)

2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「プロップエア420便」

(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182便」(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「キャビンの穴」

(二)

2430-2500

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「降り注ぐ死」

(二)

24:00 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)

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」

(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「ニミッツ級空母カール・ヴィン

ソン」(二)

23:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「カーラ・デルヴィーニュとサ

ルデーニャ島の山岳地帯へ」(二)

2000-2030 20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2「大麻

密輸犯のボリビア逃亡劇」(二)

20:00 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・
キラーズ

声：銀河万丈(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

プレデター・ランド「クルーガー国立公園の
ブチハイエナとリカオン」声：神谷浩史(二)

2130-2200 2130-2200

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「コカインの密輸」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「サン・マロの港を奪還せよ」

(字)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「コロナ禍の子犬繁殖

ビジネス」(二)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗北
の全貌「奇妙な同盟関係」

(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2 「コロンビアからの大荷物」

(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「歴史作家が夢見たフォード・コル

チナMk3」(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「グロウラー：私に構わず潜航せよ」

(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 3：戦乱の幕開け「#2

恐怖支配」声：諏訪部順一(二)

22:00 仰天！メガマシン
「モンスターを生みだすメガマシン」

声：関智一(二)

2200-2230

21:00 プレデター in パラダイス
「シーサイド･ファイト」
声：石川由依(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「冬将軍到来！」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンを救え」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「赤ちゃんの季節！」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「子犬の名前は？」

(二)

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)

18:55 どうぶつの先輩「ペンギン」声：緒方恵美(日)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

18:00 世界の巨大工場７
「レクサスLFA」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「対決！人間vs馬」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 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３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

16:00 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)

1730-1800 1730-1800

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のホットハッチ」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極の英国製スポーツカー」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

1700-1730

15:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「古代都市の謎」
声：福山潤(二)

16:00 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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「名もなき名車キャノン・ゴールド

フィンガー」(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎「隠された墓室」
声：高垣彩陽(二)

15:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎「独り眠るミイラ」
声：豊崎愛生(二)

15:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎「謎の巨大石棺」

声：戸松遥(二)

15:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎「ヘビの女神に仕えた者」

声：寿美菜子(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ミイラの呪い」

声：瀬戸麻沙美(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の隠し部屋」

声：子安武人(二)

14:00 エジプト:世界最古の階段ピラ
ミッド
(二)

14:00 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)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 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)

12:00 仰天！メガマシン
「海のモンスター」
声：関智一(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の隠し部屋」

声：子安武人(二)

1100-1130 11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「東洋医学でリハビリ」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「美食家の試練? オオバタンを救え」

(字)

11:00 プレデター・ランド
「クルーガー国立公園のヒョウとチー

ター」声：神谷浩史(二)

11:00 プレデターの極秘生活！
「マル秘！ユニークで恐るべき水中の

ハンター」声：小野大輔(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「コロナ禍の子犬繁殖

ビジネス」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1000-1030

1030-1100 1030-1100

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「怒れるバイソン」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「子グマの大冒険」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「馬の鼻に内視鏡」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬」

(字)

900-930 09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救

え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「水がたまってひと悶着！ ウサギを

救え 」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「排尿トラブル！ ヤギを救え」

(字)

600-630

630-700 630-700

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「万里

の長城の謎」(字)

800-830

830-900 830-900

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死」

(二)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 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」

(二)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「滑走路視認」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「危険な積み荷」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「設計ミス」

(二)

500-530

530-600 530-600

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「究極のクセモノ特集」

(二)

05:00 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)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの秘密兵器」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え 2「ヒトラーと4人の側

近」(二)

04:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶
(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「無線沈黙」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空間識失調」

(二)

10:00 ウガンダの木登りライオン
声：浪川大輔

(二)

1300-1330 13:00 衝撃の瞬間６
「チヌーク空軍ヘリ墜落事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間６
「長崎～２発目の原子爆弾」

(二)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「カテゴリー5のハリケーン ドリア

ン」(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「失血死の恐怖」

(字)

16:00 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)

1800-1830 18:00 世界の巨大工場７
「グンペルト・アポロ」

(二)

18:00 世界の巨大工場７
「テスラ・モデルS」

(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)

2200-2230 22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「テキサスに蔓延するメス」

声：大塚明夫(二)


