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※最新の番組表はこちら
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20:00 神秘のアフリカ大陸
「サハラ砂漠の野生動物」

声：三森すずこ(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「肉食獣の子育て」
声：上坂すみれ(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「凍った翼」(二)

23:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ラパ航空3142便」

(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「シカゴ航空機事故」(字)

24:30 新　衝撃の瞬間
「モントセラト島の大噴火」(字)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「失血死の恐怖」

(字)

13:00 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)

14:00 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)

15:00 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)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
ようこそ！クリッター・フィクサー動物病院へ

「アルパカのおめでた」
声：小山力也、高木渉(二)

18:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「奇跡の復活劇特集」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

26:00 衝撃の瞬間４
「クイーンズ墜落事故」

(二)

27:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュ･エアツアー

ズ28便」(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「バンクーバー　流入するギャン

グ」声：大塚明夫(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「命を懸ける運び屋たち」

(二)

22:00 【100周年スペシャル：世紀
の大発掘！ツタンカーメンの王墓】
ツタンカーメン ～人を虜にする秘密

(二)

24:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#1 ツタンカーメンの秘宝」

声：櫻井孝宏(二)

25:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証
「太平洋に潜む脅威」(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「ニューヨークの銃密輸最前線」(二)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「離婚夫婦の末路」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「メスとアメリカ」

(字)

05:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「運び屋は老紳士」

(二)

06:00 スーパーカー大改造 2
「ル・マン マセラティ」

(二)

07:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻
撃

声：大塚明夫(二)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ヒトラーの失策」

(二)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「番外編:ワニに襲われた日本軍」

(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「ライン川を死守せよ」

(字)

11:00 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)

12:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「驚くべき隠し場所」

(二)

22:00 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)

23:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「史上最大 ドーム型競

技場」(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「エア・フロリダ90便」

(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「速度計の警告サイン」

(二)

26:00 バ科学8
「サーフカヤックの法則」(二)

26:30 バ科学8
「ドーナツターンの法則」(二)

27:00 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)

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ」

(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園」

(二)

06:00 仰天！メガマシン
「空のモンスター」
声：関智一(二)

07:00 世界大自然紀行：エジプト
声：小野大輔

(二)

08:00 世界大自然紀行：南アフリカ
「海流の衝突する岬」

声：柿原徹也(二)

09:00 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)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

12:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「警官の相棒」(字)

13:30 ボンダイビーチ動物病院
「家族の愛」(字)

14:00 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)

15:00 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)

16:00 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)

17:00 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)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「無謀な着陸」

(二)

19:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて 2
「黄河を旅する」(字)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「スパンエア5022便」

(二)

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)

26:00 衝撃の瞬間５
「カルト集団の悲劇」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「ナチス 奇跡のＵボートXXI型」

(字)

04:00 宇宙の奇石
「#10 故郷」

(二)

05:00 名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT」

(二)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて 2
「川沿いの生活」(字)

09:00 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)

10:00 神秘のアフリカ大陸
「エチオピアの野生動物」

声：三森すずこ(二)

11:00 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)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「ニューヨークの銃密

輸最前線」(二)

13:00 新　衝撃の瞬間
「コロンビア号、最後の飛行」(字)

13:30 新　衝撃の瞬間
「セントヘレンズ山の猛威」(字)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「失われた軍艦」

(二)

15:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「アラスカ航空261便」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(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 ボンダイビーチ動物病院 2
「新たな命を救え」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「手ごわさとかわいさと」(二)

19:00 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)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「伝説のラリーカー アルピーヌ

A110」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「エンジン落下」

(二)

25:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「トランスエア・サービス

671便」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「ダム津波の脅威」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「鷲の巣」

(字)

04:00 宇宙の奇石
「#9 覚醒」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「ベントレー・コンチネンタルGT」

(二)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「満月に導かれて」

(二)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「群れへの攻撃」

声：堀内賢雄(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「竜巻警報発令！」

(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「大韓航空007便 」

(二)

14:00 【クイーン・オブ・ソウル ジーニ
アス：アレサ 一挙放送】

ジーニアス：アレサ
「第一話 リスペクト」(二)

15:10 ジーニアス：アレサ
「第二話 いつの日か」

(二)

16:05 ジーニアス：アレサ
「第三話 正しい行い」

(二)

17:05 ジーニアス：アレサ
「第四話 忘れられなくて」

(二)

18:00 ジーニアス：アレサ
「第五話 プロテスト」

(二)

19:00 ジーニアス：アレサ
「第六話 アメイジング・グレイス」

(二)

20:00 ジーニアス：アレサ
「第七話 チェイン・オブ・フールズ」

(二)

21:00 ジーニアス：アレサ
「最終話 誰も眠らずに」

(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
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)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集
編２「愛しのわんこ」

(二)

24:00 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！１２：航空機事故
の真実と真相「エールフランス４５９０

便 コンコルド炎上」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「ビスマルク艦船の運命」

(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り」

(二)

04:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

05:00 スーパーカー大改造 2
「デロリアン リブート」

(二)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「アメリカン･イーグル航空

4184便」(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「お利口なミニブタ」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「人間と動物の絆」

(字)

11:15 ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

12:05 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)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「USエアー1493便 」

(二)

14:00 検証：UFO事件の新事実
「アリゾナUFO誘拐事件」

(二)

15:00 エウロパ：生命探査の旅
(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「ボンドが乗らないボンドバグ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「幻の美しきACアシーカ」

(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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「満月に導かれて」

(二)

20:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻
撃

声：大塚明夫(二)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ヒトラーの失策」

(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「番外編:ワニに襲われた日本軍」

(二)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「ライン川を死守せよ」

(字)

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

05:00 スーパーカー大改造 2
「最高のポルシェ」

(二)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「アダム航空574便」(二)

09:00 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)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「希望の芽」

(字)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「大切な家族」

(字)

12:00 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)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「エールフランス296便 」

(二)

14:00 解明！蛇の王と古代マヤの
巨大都市

声：早見沙織(二)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「いくつもの世界」

(字)

16:00 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)

17:00 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)

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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「お利口なミニブタ」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「離婚夫婦の末路」(二)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「ニューヨークの銃密輸最前線」(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「バンクーバー　流入するギャン

グ」声：大塚明夫(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「メスとアメリカ」

(字)

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「ライン川を死守せよ」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「ソ連との大戦車戦」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「ドイツ空軍の主力爆

撃機」(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「宇宙の星への足がかり」

(字)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「ハビタブルゾーンのはかない恩寵」

(字)

05:00 名車対決！夢のスーパーカー
「天才デザイナーのロードカー」

(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉」

(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

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「車両窃盗団の実態」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 名車対決！夢のスーパーカー
「至高のスポーツカー」

(二)

05:00 名車対決！夢のスーパーカー
「EVラリークロスに挑戦」

(二)

05:00 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)

05:00 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)

07:00 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)

07:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「砂漠のカンガルー」

(二)

07:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪
声：大塚明夫

(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 仰天！メガマシン
「氷雪に挑むモンスター」

声：関智一(二)

06:00 スーパーカー大改造 2
「ジャガー・ドラッグスター」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 メーデー！１４：航空機事故
の真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便」(二)

07:00 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)

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のホットハッチ」

(二)

06:00 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)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

09:00 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)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「消えた黄金列車」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ハイエナ：放浪の旅路」

(字)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「車いすの犬」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「初体験！ラクダミルク」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「冬将軍到来」

(二)

800-830 08:00 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)

08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ユニー航空８７３便」

(二)

08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ノースウエスト航空

1482便/ノースウエスト航空299便」
(二)

08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「アイレス航空8250

便」(二)

08:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて 2
「黄河を旅する」(字)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「アルパカのおめでた」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「閉じ込められた犬たち」

声：堀内賢雄(二)

11:00 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)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 7
「子犬の未来」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「おなかをすかせたトナカイ」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動」

(字)

10:00 神秘のアフリカ大陸
「サハラ砂漠の野生動物」

声：三森すずこ(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「チーズと黒いヨーグル

ト？」(二)

12:00 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「エクスタシーに釣られ

て」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

11:00 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)

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 2「ガイアナ：危険生物で

作る伝統料理」(二)

12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審なコーヒー」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「見習い獣医の奮闘記」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間
「パリの列車事故」(字)

1330-1400

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「無謀な着陸」

(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「オンタリオ航空1363便

」(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「エールアンテール148便

」(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「チョークス･オーシャン･エ

アウェイズ101便」(二)

13:00 新　衝撃の瞬間
「神戸を襲った大震災」(字)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「接着剤にご用心！」

(字)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 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 宇宙の奇石
「#1 息吹」

(二)

15:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「トランス・ワールド航

空841便」(二)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「メスとアメリカ」

(字)

14:00 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)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「太平洋に潜む脅威」

(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#1 ツタンカーメンの秘宝」

声：櫻井孝宏(二)

15:00 宇宙の奇石
「#2 狂騒」

(二)

15:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「謎のイボ」

(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「家族の形見 プジョー106ラ

リー」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

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「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)

17:00 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)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
ようこそ！クリッター・フィクサー動物病院へ
「コブの日」声：小山力也、高木渉(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)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

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)1730-1800 1730-1800

1700-1730

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

16:00 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)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「究極のクセモノ特集」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「長い夜の闘い」(二)
1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「車いすの犬」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「初体験！ラクダミルク」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「冬将軍到来」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「牧場で往診」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「見てない所で一大事」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「大ケガからの復活」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「フィジーで奉仕活動」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「家族の絆」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「今を生きる」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ペットの見ている風景」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ビーチに潜む危険」(二)

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「それぞれの運命」(二) 18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「凍った翼」

(二)

18:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」

(字)

20:00 ライオン・クイーンズ：ハンティン
グ to キル

声：茅野愛衣(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
中国：リインベンティング・ライブス

「変化を遂げる産業」(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「愛され続けたMG・ミジェット」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「謎の食品パッケージ」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪
声：大塚明夫

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：オーストラリア「砂

漠のカンガルー」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ウォールストリートのカネとドラッ

グ」声：大塚明夫(二)

21:00 シベラ：奇跡のチーター物語
声：徳井青空

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ウォールストリートのカネとドラッ

グ」声：大塚明夫(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「消えた黄金列車」

(二)

22:00 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)

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「チーズと黒いヨーグルト？」(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ハイエナ：放浪の旅路」

(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「アイスクリームを売るベッド

フォード・HA」(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「最年長の運び屋」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 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)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「滑走路上の衝突」(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「アレックス･オノルドとスイ

スアルプスへ」(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「車両窃盗団の実態」

(字)

23:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

22:00 【100周年スペシャル：世紀の
大発掘！ツタンカーメンの王墓】
【新】ツタンカーメン：奇跡の発掘

声：宮村優子(二)

23:00 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」声：関智一(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集
編２「動物は奇想天外」

(二)

23:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「ヴォルフスブルク 自動車

工場」(二)

24:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ツタンカーメンの謎」
声：榎木淳弥(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「テキサス石油工場爆発事故」(字)

2400-2430

2430-2500
24:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャト

ル・チャレンジャー爆発事故」(字)
2430-2500

2400-2430 24:00 メーデー！１４：航空機事故
の真実と真相「沖縄での炎上事故」

(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「生死を分ける決断」

(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「アメリカン航空587

便」(二)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 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)

26:00 衝撃の瞬間６
「集団自殺とカルト教団」

(二)

26:00 衝撃の瞬間６
「炎に包まれたコックピット」

(二)

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「政府チャーター機

暗殺疑惑」(二)

25:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「アラスカ航空261便」

(二)

25:00 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！５：航空機事故の
真実と真相「注意散漫」

(二)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「謎の食品パッケージ」

(二)

27:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト航空255

便」(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「愛犬のキス」

(字)

11:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

12:00 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)

13:00 【ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ 一挙放送】

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)

14:00 ツタンカーメン ～人を虜にする
秘密
(二)

2700-2730 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「悪夢からの解放」

(二)

27:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち」

(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「沖縄の巨大地下要塞」

(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「日本の巨大戦艦、大和と武蔵」

(字)

27:00 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)

26:00 バ科学8
「水生動物の法則」(二) 26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 3
「チーズと黒いヨーグルト？」(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「タイタニック沈没事故」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「マルチタスクの法則」(二)
2630-2700

25:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証

「地中海に眠る古代世界」(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「死地への降下」

(字)

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)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「失われた都市」

(字)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「バビロフ」

(字)

05:00 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)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園」

(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「国際ロマンス詐欺」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ベントレー･ベンテイガと対

決」(二)

05:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ランボルギーニ･ウラカン・

ペルフォルマンテと対決」(二)

05:00 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)

07:00 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)

07:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「世界最古の熱帯雨林」

(二)

07:00 潜入！北朝鮮：金王朝の継
承

声：大塚明夫(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 仰天！メガマシン
「地球をかじるモンスター」

声：関智一(二)

06:00 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)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「クロス航空3597便」

(二)

07:00 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)

07:00 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)

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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

09:00 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)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「番外編:日本軍731部隊の謎」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「リカオン：生き残りを賭けて」

(字)

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)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

800-830 08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「SOL(ソル)航空5428

便」(二)

08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「クーガー・ヘリコプター

91便」(二)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 【中国を知る】
中国：リインベンティング・ライブス

「変化を遂げる産業」(字)

11:00 サベージ・キングダム:残酷の
王国「#4 女王の苦悩」
声：諏訪部順一(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」(字)

11:00 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)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「コブの日」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「アルパカのおめでた」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「双子犬のトラブル」

声：堀内賢雄(二)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 7
「泣かないで、オオカミ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「ヤマアラシの主張」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因」

(字)

10:00 ライオン・クイーンズ：ハンティン
グ to キル

声：茅野愛衣(二)

13:00 新　衝撃の瞬間
「TWA800便の事故原因」(字)

13:00 【ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ 一挙放送】

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)

13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間

「プエルトリコのガス爆発」(字)
1330-1400

12:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「絵画に隠されたコカイ

ン」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「凍った翼」

(二)

13:00 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)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航

空２５４便」(二)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 2「南インド：灼熱のカレー

パラダイス」(二)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真剣勝負」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「パウダーとホイール」

(二)

14:00 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)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 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)

15:00 宇宙の奇石
「#4 創始」

(二)

15:00 宇宙の奇石
「#5 生存」

(二)

15:00 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)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「車両窃盗団の実態」

(字)

14:00 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」声：関智一(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ツタンカーメンの謎」
声：榎木淳弥(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「地中海に眠る古代世界」

(二)

15:00 宇宙の奇石
「#3 防護」

(二)

16:00 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)

16:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「ペッツ･イン･ザ･パーク」

(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「伝説のラリーカー アルピーヌ

A110」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

16:00 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)

16:55 どうぶつの先輩「ペンギン」声：緒方恵美(日)

17:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「モルモットの赤ちゃん」

(字)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
ようこそ！クリッター・フィクサー動物病院へ
「ネイルマン」声：小山力也、高木渉(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「ワニの傷を治療」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「気の強いペット」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「子犬の心臓手術」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「兄弟犬の飼い主募集」(二)

1700-1730 17:00 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)

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５「錆び付いたフィアット・ディー

ノ」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「幸せを運ぶジャガー･マーク

２」(二)

17:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「初めてのペット」(二) 18:00 メーデー！番外編：惨劇の全

貌 4「滑走路上の衝突」
(二)

18:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「感染症の恐怖」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「震えの原因を探れ」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「タスマニアデビルの危機」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「ふらつく犬」(二)

1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

19:00 【中国を知る】
中国：リインベンティング・ライブス

「明るい未来へ」(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「甲羅の割れたミシシッピアカミミガ

メ」(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「不自然なガードル」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：金王朝の継
承

声：大塚明夫(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：オーストラリア「世

界最古の熱帯雨林」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「バンコク　ほほえみのヤーバー」

声：大塚明夫(二)

20:00 ライオン・ブラザーズ：王者への
道

声：寺島拓篤(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「パウダーとホイール」(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「リカオン：生き残りを賭けて」

(字)

21:00 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)

21:00 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)

21:00 動物界の意外なお友達：愛
こそすべて

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 【100周年スペシャル：世紀の
大発掘！ツタンカーメンの王墓】

【新】解明！ツタンカーメンの呪い
「解き放たれた呪い」声：麦人(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「コックピット崩壊」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 アポロ11号：月に向かって
「不可能への挑戦」

(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「国際ロマンス詐欺」

(字)

23:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

23:00 シベラ：奇跡のチーター物語
声：徳井青空

(二)

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「バンコク　ほほえみのヤーバー」

声：大塚明夫(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「番外編:日本軍731部隊の謎」

(二)

22:00 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)

22:00 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)

23:00 ツタンカーメン：奇跡の発掘
声：宮村優子

(二)

23:00 ツタンカーメン ～財宝に隠さ
れた真の素顔「#2 黄金のデスマス

ク」声：関智一(二)

23:00 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 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「奇跡の大脱出」

(二)

2400-2430 24:00 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)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「危険な滑走路」

(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！１１：航空機事故
の真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42」(二)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 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)

26:00 衝撃の瞬間６
「日本航空123便墜落事故」

(二)

2500-2530 25:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「AIA808便」

(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「マンクス２　霧の７１０

０便」(二)

25:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「トランス・ワールド航

空841便」(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「無線沈黙」

(二)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「不自然なガードル」

(二)

27:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「エールフランス296便 」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

04:00 休止

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「凶暴なミンク」

(字)

11:15 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

12:05 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)

14:00 ツタンカーメン：奇跡の発掘
声：宮村優子

(二)

2700-2730 27:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#2 構築された死のシステム」

(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「イタリア防衛線」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「ルフトバッフェ」

(二)

27:00 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)

26:00 休止

26:00 バ科学8
「ロボットの法則」(二) 26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 3
「パウダーとホイール」(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「ミュンヘンオリンピック事件」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「カイトサーフィンの法則」(二)
2630-2700

25:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証
「マレーシア航空370便」(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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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 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 コスモス:いくつもの世界
「宇宙のコネクトーム」

(字)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「1兆個の世界を持つ男」

(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 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)

04:00 世界大自然紀行：ハワイ
「炎の島」

声：板倉光隆(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「コカイン・クイーン」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 世界の巨大工場７
「マスタング」

(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)

06:00 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)

06:00 スーパーカー大改造 2
「マクラーレン・P1」

(二)

600-630

630-700 630-700

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園」

(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

500-530

530-600 530-600

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)

08:00 【中国を知る】
中国：リインベンティング・ライブス

「明るい未来へ」(字)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ハイエナ：群れを継ぐもの」

(字)

08:00 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)

800-830

830-900 830-900

07:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「ウォンバットの王国」

(二)

07:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「独裁者のジレンマ」

声：大塚明夫(二)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ケニア航空507便」

(二)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相「コムエアー5191便」

(二)

700-730 07:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「トルコ航空1951便」

(二)

07:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ハドソン川の奇跡」

(二)

07:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タン航空3054便」

(二)

07:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ウエスト・カリビアン航空

708便」(二)

07:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「アロー航空1285便」

(二)

10:00 ライオン・ブラザーズ：王者への
道

声：寺島拓篤(二)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ネイルマン」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「想定外の事故」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「オオヤマネコの性別診断」

(字)

09:00 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)

09:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海底で眠るＵボート」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 7
「アルパカの洗礼」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 7
「3頭の巨大クマたち」

(字)

10:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#1 旅の始まり！フィラデルフィ

アを訪れて」(字)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

12:00 ローン・スター動物病院
「甲羅の割れたミシシッピアカミミガ

メ」(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「ピストンに隠されたコカ

イン」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

12:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「アントノフAN-225」

(二)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロイン　侵されたピッツバー

グ」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 2「ノルウェー：海の幸とト

ナカイ料理」(二)

12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「コカイン製ベースギター」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「山あり谷あり」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3「空白の接種証明

書」(二)

1100-1130 11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「コブの日」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「レンガに執着する犬」

声：堀内賢雄(二)

11:00 サベージ・キングダム:残酷の
王国「#5 牙を剥く反逆者」

声：諏訪部順一(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

11:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(字)

13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間

「フロリダ湿地帯墜落事故」(字)
1330-1400

13:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「新たな命を救え」(二)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「手ごわさとかわいさと」(二)

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「滑走路上の衝突」

(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「コパ航空２０１便」

(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「フェデラルエクスプレス

８０便」(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ケネディ家の悲劇」

(二)

13:00 新　衝撃の瞬間
「アムステルダム航空機事故」(字)

15:00 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)

15:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「クロスエア498便」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「アイスクリームを売るベッド

フォード・HA」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 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)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 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)

15:00 宇宙の奇石
「#6 移住」

(二)

15:00 宇宙の奇石
「#7 変化」

(二)

15:00 宇宙の奇石
「#8 生命」

(二)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「国際ロマンス詐欺」

(字)

14:00 解明！ツタンカーメンの呪い
「解き放たれた呪い」

声：麦人(二)

14:00 ツタンカーメン ～財宝に隠さ
れた真の素顔「#2 黄金のデスマス

ク」声：関智一(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謎」

声：立木文彦(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「マレーシア航空370便」

(二)

16:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「エア・フロリダ90便」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のホットハッチ」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「カメ」声：山口由里子(日)

17:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「アメリカン航空587

便」(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
ようこそ！クリッター・フィクサー動物病院へ
「ホッジスの覚悟」声：小山力也、高木渉

(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「予期せぬ妊娠」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「車から飛び降りた犬」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「脚を傷めた動物たち」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「コアラの眼科手術」(二)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「競馬場での仕事」(二) 18:00 メーデー！番外編：惨劇の全

貌 4「コックピット崩壊」
(二)

18:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「歩けないモルモット」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「お腹の中の石」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「走れなくなった犬」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「元競走馬にチャンスを」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「牛のお産で悪戦苦闘」(二)
1830-1900

1900-1930 19:00 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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

19:00 【中国を知る】
ロスト・ビート

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「イルカ印のコカイン」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「独裁者のジレンマ」

声：大塚明夫(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：オーストラリア

「ウォンバットの王国」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「メキシコ・カンクンの春休み」

声：大塚明夫(二)

20:00 ライオン・ダイナスティ
声：林原めぐみ

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「空白の接種証明書」(二)

21:00 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)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ハイエナ：群れを継ぐもの」

(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「ボンドが乗らないボンドバグ」

(二)

21:00 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)

21:00 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)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 【100周年スペシャル：世紀の
大発掘！ツタンカーメンの王墓】

解明！ツタンカーメンの呪い
「呪いに隠された真実」声：麦人(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「緊急着水」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 アポロ11号：月に向かって
「究極のミッション」

(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「コカイン・クイーン」

(字)

23:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「想定外の事故」

(二)

23:00 動物界の意外なお友達 2
「#1 ネコ科動物の交遊録」

(二)

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「メキシコ・カンクンの春休み」

声：大塚明夫(二)

22:00 【戦火に消えた軍艦】
【新】メーデー！：沈没船の真相解

明「海底で眠るＵボート」(二)

22:00 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)

22:00 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)

23:00 解明！ツタンカーメンの呪い
「解き放たれた呪い」

声：麦人(二)

23:00 ツタンカーメン ～財宝に隠さ
れた真の素顔「#3 王家の呪い」

声：関智一(二)

23:00 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)

25:00 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)

25:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証

「東シナ海に眠る巨大戦艦」(二)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 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)

24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「謎の白い光」

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ファーストエア６５６０

便」(二)

25:00 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)

25:00 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)

2400-2430 24:00 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)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「無謀な着陸」

(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 【ディズニープラス ナショジオ
プレミアム】

【新】美しきアメリカ大陸
「強者たちが生きる世界」(字)

27:00 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)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「イルカ印のコカイン」

(二)

27:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「USエアー1493便 」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

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)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「空白の接種証明書」(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「空母爆発事故」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「捕食動物の狩りの法則」(二)
2630-2700

26:00 衝撃の瞬間６
「福知山線脱線事故」

(二)

2600-2630 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 バ科学8
「手作りブランコの法則」(二)

2700-2730 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 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「プロパガンダ・マシーン」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「北極圏の守り」

(二)
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※最新の番組表はこちら

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 世界の巨大工場７
「コルベットZR1」

(二)

05:00 世界の巨大工場７
「ランボルギーニ・アヴェンタドール」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

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 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「戦艦ビスマルクと潜

水艦Uボート」(二)

05:00 世界の巨大工場７
「パガーニ」

(二)

600-630

630-700 630-700

500-530

530-600 530-600

600-630 06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「幻の美しきACアシーカ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

800-830

830-900 830-900

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

10:00 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)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 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)

10:00 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)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

09:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「カメと毛がない猫」

声：小山力也、高木渉(二)

09:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(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 3「フィンランド：白夜の地

で夏の料理対決」(二)

12:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2 「排せつ物に隠されたブ

ツ」(二)

1100-1130 11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ネイルマン」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

11:00 ローン・スター動物病院
「甲羅の割れたミシシッピアカミミガ

メ」(字)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「コックピット崩壊」

(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「エールフランス４５９０

便 コンコルド炎上」(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「政府チャーター機

暗殺疑惑」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

12:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「海へ潜る巨大貨物船」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 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)

15:00 宇宙の奇石
「#9 覚醒」

(二)

15:00 宇宙の奇石
「#10 故郷」

(二)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「コカイン・クイーン」

(字)

14:00 解明！ツタンカーメンの呪い
「呪いに隠された真実」

声：麦人(二)

14:00 ツタンカーメン ～財宝に隠さ
れた真の素顔「#3 王家の呪い」

声：関智一(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「エミューを捕まえろ」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「悲しい再会」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の飼い主は誰？」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「突然の内出血」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の心音異常」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「屋根裏のニシキヘビ」(二)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「帰国した妊婦の謎」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「駆け引きの激化」

声：大塚明夫(二)

1830-1900

1900-1930 19:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「カメと毛がない猫」

声：小山力也、高木渉(二)

19:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(二)

19:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「アルパカのおめでた」

声：小山力也、高木渉(二)

1900-1930

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「アマゾン・マフィア」

(字)

23:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「核兵器と軍艦」

(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「ボストン　マリファナに沸く学

都」声：大塚明夫(二)

22:00 【戦火に消えた軍艦】
メーデー！：沈没船の真相解明

「巨大戦艦の最後」(二)

20:00 【マーズ・ローバーSP】
火星探査：スピリット＆オポチュニティ

(二)

21:45 火星探査車キュリオシティ：生
命の痕跡

(二)

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

「ヒモ付きドープ」(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)

25:00 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)

2400-2430 24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「凍った翼」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:45 火星探査機：パーサヴィアラン
ス

声：柿原徹也(二)

24:30 新　衝撃の瞬間
「タイタニック沈没事故」(字)

26:00 衝撃の瞬間６
「長崎～２発目の原子爆弾」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「真珠湾攻撃 知られざる

傷跡」(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間:特別編
「小さなミス」

(二)

26:00 衝撃の瞬間:特別編
「予期せぬ惨劇」

(二)

2700-2730 27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「世界初の弾道ミサイル

V2ロケット」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「ヒトラーの巨大鉄道網」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「タロム航空371便」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「ユナイテッドエクスプレ

ス5925便」(二)
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