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(ET) 月曜日 2022/11/28 火曜日 2022/11/29 水曜日 2022/11/30 木曜日 2022/12/01 金曜日 2022/12/02 土曜日 2022/12/03 日曜日 2022/12/04 (ET)

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

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

23:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便」

(二)

24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「機内炎上」

(二)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

26:00 衝撃の瞬間４
「ソウル・スーパーマーケット崩壊」

(二)

27:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「大韓航空007便」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

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)

19:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

20:00 ウガンダの木登りライオン
声：浪川大輔

(二)

21:00 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)

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

「魔の着氷」(二)

13:00 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)

14:00 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)

15:00 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 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕誕生!ドクター・ポール物語
(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)

16:55 どうぶつの先輩「ライオン」声:大塚明夫(日)

930-1000

1000-1030

27:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「帰国した妊婦の謎」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「アマゾン・マフィア」

(字)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

06:00 スーパーカー大改造 2
「最高のポルシェ」

(二)

07:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「駆け引きの激化」

声：大塚明夫(二)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘」

(二)

09:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「巨大戦艦の最後」

(二)

10:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「核兵器と軍艦」

(二)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「コカイン　南米からヨーロッパへ」

声：大塚明夫(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「パタゴニア･エクスプレス作戦」(二)

21:00 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 【土曜 ミステリーファイル】
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)

23:00 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)

24:00 ツタンカーメン：奇跡の発掘
声：宮村優子

(二)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「アトランティス伝説」

(二)

26:00 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)

15:00 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)

16:00 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)

17:00 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)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「緊急着水」

(二)

19:00 【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編

「激流の川」(字)

20:00 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)

10:00 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)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

12:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「家族の絆」(二)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「牧場で往診」(二)

14:00 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)

04:00 世界大自然紀行：ハワイ
「波の下の世界」
声：板倉光隆(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園」

(二)

06:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「空の女王 ボーイング747」

(二)

07:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「コアラの棲む森」

(二)

08:00 アフリカのビッグ・ファイブ
声：福山潤

(二)

09:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「最後の足掻き」
声：諏訪部順一(二)

23:00 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)

24:00 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)

25:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「パンナム103便」

(二)

26:00 バ科学7
「バイクの押し歩き方の法則」(二)

26:30 バ科学7
「ユニサイクルの法則」(二)

27:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「生きるための大手術」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「スケートボードを怖がる犬」(二)

19:00 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)

20:00 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)

21:00 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)

22:00 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)

13:00 新　衝撃の瞬間
「高速道路への墜落」(字)

13:30 新　衝撃の瞬間
「ロシア原子力潜水艦の悪夢」(字)

14:00 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 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)

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)

17:00 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)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「死の鉄道」

(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「土星探査機カッシーニの犠牲」

(字)

05:00 世界の巨大工場７
「フェラーリFF」

(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)

07:00 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)

08:00 【中国を知る】
ロスト・ビート

(字)

09:00 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 ライオン・ダイナスティ
声：林原めぐみ

(二)

11:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#6 紙一重の命」
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

「ヒモ付きドープ」(二)

21:00 アフリカのビッグ・ファイブ
声：福山潤

(二)

22:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「最後の足掻き」
声：諏訪部順一(二)

23:00 動物界の意外なお友達 2
「#2 風変わりなカップル」

(二)

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)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「巨大竜巻 米国を襲う」

(字)

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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「地球の知的生命体を探して」

(字)

05:00 世界の巨大工場７
「ポルシェ911」

(二)

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 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「大韓航空8509便」

(二)

08:00 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)

09:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 4「オッ
トセイの目に光を」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「ゾウガメの恋人探し」(二)

19:00 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)

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

「コアラの棲む森」(二)

10:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「視力を失った犬」

声：堀内賢雄(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「コウモリに気をつけろ！」

(二)

13:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便」(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)

15:00 世界大自然紀行：エジプト
声：小野大輔

(二)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700
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(ET) 月曜日 2022/12/05 火曜日 2022/12/06 水曜日 2022/12/07 木曜日 2022/12/08 金曜日 2022/12/09 土曜日 2022/12/10 日曜日 2022/12/11 (ET)

NATIONAL GEOGRAPHIC

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 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「総統大本営」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「ヒトラーの巨大戦艦」

(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「正真正銘の魔法」

(字)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「2個の原子の物語」

(字)

04:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地」
声：てらそままさき(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「違法漁業の実態」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 世界の巨大工場７
「レクサスLFA」

(二)

05:00 世界の巨大工場７
「グンペルト・アポロ」

(二)

05:00 世界の巨大工場７
「テスラ・モデルS」

(二)

05:00 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)

05:00 スーパーカー大改造
「レンジローバー・イヴォーク」

(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公

園」(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

500-530

530-600 530-600

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」

(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)

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)

06:00 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)

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 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「石炭火力発電所の解体」

(二)

06:00 衝撃の瞬間５
「真珠湾攻撃」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110便」

(二)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 世界大自然紀行：北極圏
「氷と火山の島」
声：阿部敦(二)

07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「真珠湾攻撃」

(二)

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「アンセット・ニュージーラ

ンド航空703便」(二)

08:00 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！１９：航空機事故の
真実と真相「UPS航空1354便」

(二)

08:00 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)

08:00  【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編

「激流の川」(字)

08:00 アフリカの大地に生まれて
「生き残りをかけて」
声：花江夏樹(二)

08:00 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)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 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)

09:00 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)

09:00 大草原のアニマル・ドクター
「大切な家族」

(字)

09:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

10:00 ウガンダの木登りライオン
声：浪川大輔

(二)

09:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

09:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「王冠」

声：諏訪部順一(二)

09:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

900-930

930-1000 930-1000

1100-1130 11:00 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)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

11:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「同居猫を狙う犬」

声：堀内賢雄(二)

1000-1030 10:00 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)

10:00 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)

10:00 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)

10:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#3 シカゴを訪れて」

(字)

11:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#1 敵となりし同胞」

声：諏訪部順一(二)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロインの餌食になった島」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

10:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

11:00 ボンダイビーチ動物病院
「獣医師の仕事」(字)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン 3「テキサス：カウボーイ文化

に挑戦」(二)

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 潜入！超ド級構造物のエンジ
ニアリング「国際宇宙ステーション」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「母は偉大なり」

(二)

12:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

12:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「デートレイプドラッグを取

り締まる」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「緊急着水」

(二)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 新　衝撃の瞬間
「クイーンズ墜落事故」(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「今を生きる」(二) 13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間

「タイタニック沈没事故」(字)
13:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「見てない所で一大事」(二)
1330-1400

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「アマゾン・マフィア」

(字)

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)

14:00 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)

14:00 ツタンカーメン：奇跡の発掘
声：宮村優子

(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「アトランティス伝説」

(二)

14:00 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)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証 4
「アメリカ大陸 最古の人々」

声：上田麗奈(二)

15:00 世界大自然紀行：イギリス
「山と森の生き物」
声：徳井青空(二)

15:00 世界大自然紀行：イギリス
「淡水の生き物」

声：橘田いずみ(二)

15:00 世界大自然紀行：イギリス
「海辺の生き物」

声：佐々木未来(二)

15:00 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)

15:00 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)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

16:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)

17:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４便」(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
「ドクター・ポールの１日」(二)

1700-1730

16:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 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 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)

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)

1730-1800 1730-1800

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「トラの歯科診療」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「奇跡の牛の角を切れ」(二)

1700-1730 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)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「魔の着氷」

(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬の美容整形」(字)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「刑務所で犬の出産」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「泳ぐ子犬症候群」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院

「勇敢な犬」(字)
1830-1900

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)

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)

1900-1930 19:00 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)

19:00 大草原のアニマル・ドクター
「大切な家族」

(字)

19:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

19:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

19:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」

(字)

19:00 【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編

「中国最後の銃族」(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「カンガルー 回復への道のり」

(字)

1900-1930

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

「ハネムーン密輸」(二)

20:00 【真珠湾攻撃：あの日あの
時】

衝撃の瞬間５
「真珠湾攻撃」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：北極圏

「氷と火山の島」声：阿部敦(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「刑務所のジャンキー」

声：大塚明夫(二)

20:00 プレデター：フェイスオフ「猛毒
＆締め技使いのテクニシャン」

声：梶裕貴(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

21:00 【新】密着！空港警察：ロー
マ「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「真珠湾攻撃」

(二)

21:00 アフリカの大地に生まれて
「生き残りをかけて」
声：花江夏樹(二)

21:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のホットハッチ」

(二)

21:00 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)

21:00 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)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2200-2230 22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「刑務所のジャンキー」

声：大塚明夫(二)

22:00 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)

22:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「王冠」

声：諏訪部順一(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
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)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2400-2430 24:00 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)

24:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

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！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便」

(二)

24:00 解明！ツタンカーメンの呪い
「解き放たれた呪い」

声：麦人(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 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)

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「コンチネンタル航空1404

便」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便」

(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「誤解の悲劇」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学7

「ムーンウォークの法則」(二)
2630-2700

2600-2630 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)

27:00 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)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「最悪の山火事 ポルトガル」

(字)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「大雪崩発生 その時エベレストでは」

(字)

26:00 バ科学7
「競輪の法則」(二)

27:00 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)

26:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「スマトラ沖大津波」

(二)

11:30 ボンダイビーチ動物病院
「生死をさまよう猫」(字)

18:00 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)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「秘密のプレゼント」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「猫のヒッチハイク」

(二)

2700-2730

20:00 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)

21:00 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)

22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

23:00 土星探査機カッシーニ：ミッショ
ンの成果

(二)

24:00 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)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「ハネムーン密輸」

(二)

27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「マルタ島 地下トンネル」

(二)

27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「パプアニューギニア 密林の

長期戦」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「サムライ魂」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「日本軍の死の要塞」

(二)

25:00 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 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)

2300-2330 23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「違法漁業の実態」

(字)

23:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

23:00 動物界の意外なお友達 2
「#3 イヌと野生動物の強い絆」

(二)

23:00 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)

23:00 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)

2100-2130
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(ET) 月曜日 2022/12/12 火曜日 2022/12/13 水曜日 2022/12/14 木曜日 2022/12/15 金曜日 2022/12/16 土曜日 2022/12/17 日曜日 2022/12/18 (ET)

NATIONAL GEOGRAPHIC

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 2
「巨大組織:親衛隊」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾」

(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「おお無敵の王よ」

(字)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「人新世の成熟期」

(字)

04:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節」

声：てらそままさき(二)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 スーパーカー大改造
「ポルシェ・パナメーラ」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「ベントレー・ミュルザンヌ」

(二)

05:00 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)

05:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

05:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる」

(字)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「命を懸ける運び屋たち」

(二)

500-530

530-600 530-600

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 スーパーカー大改造 2
「デロリアン リブート」

(二)

600-630

630-700 630-700

800-830

830-900 830-900

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 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  【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編

「中国最後の銃族」(字)

07:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北極圏
「凍てつく森」

声：阿部敦(二)

07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁」

(二)

09:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ドクター・ポールの１日」

(二)

10:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海上の侵略戦争」

(二)

1000-1030

700-730

730-800 730-800

900-930 09:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」

(字)

09:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

09:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

09:00 ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

09:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
(字)

09:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「復讐の犠牲」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 アフリカの大地に生まれて
「危険な遊び場」
声：花江夏樹(二)

08:00 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)

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ドクター・ポールの１日」

(二)

11:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「トラウマを乗り越えて」

声：堀内賢雄(二)

1000-1030

11:00 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)

11:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬の美容整形」(字) 11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世

界 5「オージーのアイス戦争」
声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院

「勇敢な犬」(字)
1130-1200

10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かわいい生き物選手権! ワラビーを

救え」(字)

10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「緊迫の出産! ミニブタを救え」

(字)

10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「愛弟子のSOS! ウサギを救え」

(字)

10:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#4 セントルイスを訪れて」

(字)

10:00 プレデター：フェイスオフ「猛毒
＆締め技使いのテクニシャン」

声：梶裕貴(二)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン 3「ミシガン：アッパー半島の郷

土料理」(二)

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 潜入！超ド級構造物のエンジ
ニアリング「ブルジュ・ハリファ」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「満月の神秘」

(二)

12:00 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)

12:00 ローン・スター動物病院
「カンガルー 回復への道のり」

(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「危険ドラッグとパー

ティー・ピープル」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「魔の着氷」

(二)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 新　衝撃の瞬間
「ミュンヘンオリンピック事件」(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ペットの見ている風景」(二) 13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間
「空母爆発事故」(字)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「大ケガからの復活」(二)

1330-1400

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「違法漁業の実態」

(字)

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 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)

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 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)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便」

(二)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！ノアの箱舟と洪水伝説
の謎

声：木村良平(二)

15:00 世界大自然紀行：イギリス
「都市と農村の生き物」

声：三森すずこ(二)

15:00 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)

15:00 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)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「死の夜間飛行」

(二)

15:00 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８

０便」(二)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

16:00 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)

17:00 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)

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
「ウシを襲った一大事」(二)

1700-1730

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 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)

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)

16:00 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)

16:00 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)

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)

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ヤギのフィービー」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「対決！人間vs馬」

(二)

1700-1730 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)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「冬将軍到来！」

(二)

18:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「生きる意志」(字)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院

「謎の病に冒された猫」(字)
1830-1900

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)

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)

1900-1930 19:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

19:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

19:00 【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編
「トナカイに乗る遊牧民」(字)

19:00 獣医ミシェルの日常
「ワシを大空へ」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ

「大量のコカイン」(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁」

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：北極圏

「凍てつく森」声：阿部敦(二)

20:00 仰天！メガマシン
「宇宙へいざなうメガマシン」

声：関智一(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲望
の世界「ドラッグメーカー 製造者たち

の光と影」声：大塚明夫(二)

20:00 プレデター：フェイスオフ
「驚異のアゴとデスロール」

声：梶裕貴(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 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)

21:00 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)

21:00 アフリカの大地に生まれて
「危険な遊び場」
声：花江夏樹(二)

21:00 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)

21:00 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)

21:00 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)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

22:00 【新】特選：スクープ！ドラッグ
と欲望の世界「ドラッグメーカー 製造
者たちの光と影」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

「復讐の犠牲」(二)

22:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
(字)

22:00 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)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
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)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 冥王星探査機ニューホライズ
ンズ　最接近成功の裏側

(二)

23:00 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)

23:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海上の侵略戦争」

(二)

23:00 動物界の意外なお友達 2
「#4 人間と動物の特別な関係」

(二)

23:00 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)

23:00 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)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 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！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「滑走路上の衝突」

(二)

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！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便」

(二)

24:00 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)

24:00 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

26:00 衝撃の瞬間４
「ポトマック川墜落事故」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学2

「スキージャンプの法則」(字)
2630-2700

2500-2530 25:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「アエロフロート・ノルド821

便」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「グランドキャニオン空中

衝突事故」(二)

25:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「サウジアラビア航空763

便」(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「人的要因」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2730-2800 2730-2800

11:00 ボンダイビーチ動物病院
「獣医師の仕事」(字)

11:30 ボンダイビーチ動物病院
「生死をさまよう猫」(字)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「動物の赤ちゃん大特集！」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「吹雪いても積もっても」

(二)

2700-2730

16:00 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)

16:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「イタリア 苛烈な地上戦」

(二)

27:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「ヒュルトゲン 森の戦い」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「日本の要塞」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「真珠湾攻撃」

(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス 2「アンソニー･マッキーとイ

タリアの山地へ」(二)

26:00 バ科学2
「クリスマスの法則」(字)

27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

27:00 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)

2700-2730

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「大型ハリケーン エルファロ号沈没の

謎」(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「牙をむく自然」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「失血死の恐怖」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

26:00 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)
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NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「激烈な春」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「ヒトラーのジークフリート線」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「番外編:神風特攻部隊と桜花」

(二)

04:00 コスモス:いくつもの世界
「いくつもの世界」

(字)

04:00 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)

04:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル

声：乃村健次(二)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 スーパーカー大改造
「シボレー・カマロ」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「アウディ・R8 」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「ル・マン マセラティ」

(二)

05:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「森林に生きる」

(字)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「最年長の運び屋」

(二)

500-530

530-600 530-600

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

06:00 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)

06:00 スーパーカー大改造 2
「ベントレー・コンチネンタルGT」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「グランドキャニオン空中

衝突事故」(二)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北極圏
「氷の砂漠」

声：阿部敦(二)

07:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地」

(二)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 【中国を知る】
生き抜け！原始生活 中国編
「トナカイに乗る遊牧民」(字)

08:00 アフリカの大地に生まれて
「狩りのレッスン」

声：花江夏樹(二)

08:00 第二次世界大戦の潜水艦
「タング：最後の魚雷」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

09:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(字)

09:00 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)

09:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

09:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

09:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
(二)

09:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海に消えたドイツ艦隊」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 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)

10:00 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)

10:00 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)

10:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#5 サンディエゴを訪れて」

(字)

10:00 プレデター：フェイスオフ
「驚異のアゴとデスロール」

声：梶裕貴(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ウシを襲った一大事」

(二)

10:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海の衝突事故」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ウシを襲った一大事」

(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬の美容整形」(字) 11:00 ローン・スター動物病院

「カンガルー 回復への道のり」
(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「群れを人質にする犬」

声：堀内賢雄(二)

11:00 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 ボンダイビーチ動物病院
「生きる意志」(字) 11:00 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)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院

「勇敢な犬」(字)
11:30 ボンダイビーチ動物病院

「謎の病に冒された猫」(字)
1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン 3「ポルトガル：食材のワン

ダーランド」(二)

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 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「チャレンジの日々」

(二)

12:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

12:00 獣医ミシェルの日常
「ワシを大空へ」

(字)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「コカインソーセージ」(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1630-1700

1600-1630 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)

1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証：
水面下に眠るアメリカの歴史

「ハリケーン 未曽有の大洪水」
声：下野紘(二)

15:00 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)

1300-1330 13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

14:00 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)

13:00 新　衝撃の瞬間
「ポトマック川墜落事故」(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ビーチに潜む危険」(二) 13:00 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)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「エンジン落下」

(二)

15:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー」

(二)

1500-1530

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 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)

16:00 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)

1600-1630

1300-1330

1330-1400
13:30 新　衝撃の瞬間
「コメット墜落の謎」(字)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 2「フィ
ジーで奉仕活動」(二)

1330-1400

15:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「神秘の水」
声：宇賀なつみ(二)

15:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「タイガの魅力」

声：宇賀なつみ(二)

1400-1430 14:00 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)

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 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 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)

1530-1600 1530-1600

14:00 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)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500

1630-1700

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
「ヒツジと格闘」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」

(二)

1800-1830 18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンを救え」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「赤ちゃんの季節！」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「子犬の名前は？」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジェラルドさんとヤギ」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ドクターも命がけ」

(二)

18:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「小さな命の闘い」(字)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院
「受刑者を癒やす犬たち」(字)

1830-1900

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)

1700-1730 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 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)

1900-1930 19:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(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)

19:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「カンガルー 回復への道のり」

(字)

19:00 【中国を知る】
中国大運河の旅

(字)

19:00 獣医ミシェルの日常
「怒れるジャコウウシ」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ

「水際作戦」(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地」

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：北極圏
「氷の砂漠」声：阿部敦(二)

20:00 仰天！メガマシン
「海のモンスター」
声：関智一(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲望
の世界「依存症の行き着く先」声：大

塚明夫(二)

20:00 プレデター：フェイスオフ
「最凶のツメ」

声：梶裕貴(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲望
の世界「依存症の行き着く先」

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

「海に消えたドイツ艦隊」(二)

22:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
(二)

23:00 クリス・ヘムズワースinシャーク・
ビーチ
(二)

22:00 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)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
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 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１８：航空機事故の真実と真

相「ユニー航空８７３便」(二)

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

21:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(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 アフリカの大地に生まれて
「狩りのレッスン」

声：花江夏樹(二)

21:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

21:00 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)

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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

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！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「コックピット崩壊」

(二)

24:00 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)

2300-2330 23:00 スペースシャトルの秘密
「パート1」

(二)

23:00 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)

23:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海の衝突事故」

(二)

23:00 動物界の意外なお友達 2
「#5 最愛のベストフレンド」

(二)

24:00 【ディズニープラス ナショジオ
プレミアム】

【新】リミットレス WITH クリス・ヘムズ
ワース「ストレス耐性」(字)

24:00 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「命を懸ける運び屋たち」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「米空軍C-5Aギャラク

シー」(二)

2630-2700 2630-2700

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「機長の活躍」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

2730-2800 2730-2800

23:00 ツタンカーメン ～人を虜にする
秘密
(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「覚悟を決める時」(二)

2700-2730 27:00 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)

27:00 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)

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)

16:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「ヒトラー 最後の大攻

勢」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「D-Day」

(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス 2「テリー･クルーズとアイス

ランドの高地へ」(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「極限を生きる」(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「闘いの始まり」(二)

2600-263026:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
【新】サバイバル・ライフ in アラスカ

「自立宣言」(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

27:00 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)

2700-2730

2500-2530 25:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ラミア航空2933便」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6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)
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400-430 04:00 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・
キラーズ

声：銀河万丈(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「ヒトラーの要塞島」

(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「装甲部隊と急降下爆撃機」

(字)

04:00 土星探査機カッシーニ：ミッショ
ンの成果

(二)

04:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景

(二)

04:00 【密着！世界の空港警察シ
リーズ 一挙放送】

密着！空港警察：ペルー＆ブラジル
「不自然なガードル」(二)

04:00 【最新シーズン開始直前！カー・
SOS 全90話 一挙放送】

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フィアットの失策」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 スーパーカー大改造 2
「ジャガー・ドラッグスター」

(二)

05:00 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)

05:00 スーパーカー大改造 2
「マクラーレン・P1」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「最高のポルシェ」

(二)

500-530

530-600 530-600

05:00 スーパーカー大改造 2
「デロリアン リブート」

(二)

05:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「イルカ印のコカイン」

(二)

05:00 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！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

06:00 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)

06:00 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)

07:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「ハネムーン密輸」

(二)

07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー」

(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「帰国した妊婦の謎」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー」

(二)

600-630

630-700 630-700

07:00 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)

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

06:00 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)

830-900

900-930 09:00 ローン・スター動物病院
「カンガルー 回復への道のり」

(字)

09:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「マダガスカルのシファカ」

(二)

09:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「カメルーンのクロスリバーゴリラ」

(二)

09:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ」

(二)

09:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審なコーヒー」

(二)

09:00 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)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 ジェーン
(二)

08:00 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)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

800-830

830-900

800-830 08:00 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)

08:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「死の夜間飛行」

(二)

08:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「エンジン落下」

(二)

08:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「生死を分ける決断」

(二)

1000-1030 10:00 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)

10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ネグレクトの果てに! コンゴウインコ

を救え」(字)

10:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ペットの主張! スカンクを救え」

(字)

10:00 【年末もポール先生にお任せ！ス
ゴ腕どうぶつドクター９ 全話一挙放送】

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)

10:00 【年末もポール先生にお任せ！ス
ゴ腕どうぶつドクター９ 全話一挙放送】

スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」(二)

10:00 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)

10:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヒツジと格闘」

(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院
「生きる意志」(字) 11:00 獣医ミシェルの日常

「ワシを大空へ」
(字)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「お利口なミニブタ」

(二)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

11:00 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)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院

「謎の病に冒された猫」(字)
1130-1200

11:00 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)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青空
キッチン 3「メイン州：海の幸と絶品バ

ター」(二)

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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「満月に導かれて」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(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)

12:00 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)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

13:00 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)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

13:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

13:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

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)

16:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

1300-1330 13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

13:00 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)

14:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「車いすの犬」

(二)

14:00 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)

15:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「運び屋は老紳士」

(二)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 ツタンカーメン ～人を虜にする
秘密
(二)

14:00 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)

14:00 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 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

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)

1600-1630 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 スゴ腕どうぶつドクター９
「冬将軍到来」

(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証：
水面下に眠るアメリカの歴史
「氷床の下 米軍極秘基地」

声：下野紘(二)

15:00 世界大自然紀行：シベリア声：
青木瑠璃子

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「初体験！ラクダミルク」

(二)

1400-1430 14:00 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)

1700-1730 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)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「ティムの悪知恵特集」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「愛車と感動の再会特集」

(二)

17:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

17:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

17:00 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)

17:00 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)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「むずかしい決断」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「野良猫との出会い」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジャニスさんと子ネコ」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

18:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

18:00 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)

1900-1930 19:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「マダガスカルのシファカ」

(二)

19:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「カメルーンのクロスリバーゴリラ」

(二)

19:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ」

(二)

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
「あうんの呼吸」

(二)

19:00 密着！空港警察：ローマ「湿っ
たパジャマ」

(二)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：南アメリカ

「親子を引き裂く麻薬取引」(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地」

(二)

20:00 【特集：年末は空の上から
ヨーロッパ旅行】

ヨーロッパ空中散歩
「歴史と伝統の国 イタリア」(二)

20:00 【特集：年末は空の上からヨー
ロッパ旅行】

ヨーロッパ空中散歩
「時代の開拓者 イギリス」(二)

20:00 【特集：年末は空の上からヨー
ロッパ旅行】

ヨーロッパ空中散歩 2
「ヨーロッパの華 フランス」(二)

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)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

21:00 密着！空港警察：ローマ
「湿ったパジャマ」

(二)

21:00 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)

21:00 ヨーロッパ空中散歩
「ヨーロッパの心臓 ドイツ」

(二)

21:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「神々の集う国 ギリシャ」

(二)

21:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「伝統と大自然の孤島 アイルランド」

(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230

2230-2300 2230-2300

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「緊急着水」

(二)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「トルコ航空1951便」

(二)

2300-2330 23:00 スペースシャトルの秘密
「パート2」

(二)

23:00 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)

23:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「スコットランド 海の墓場」

(二)

23:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「地中海の秘境 クロアチア」

(二)

2200-2230 22:00 密着！空港警察：南アメリカ
「最年長の運び屋」

(二)

22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲望
の世界「ドラッグディーラー 成功の秘

訣」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
「沈没船に潜む戦争の代償」(二)

22:00 【新】ヨーロッパ空中散歩 3
「大自然とテクノロジーの国 ノル

ウェー」(二)

23:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「天空の技術大国 スイス」

(二)

22:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「魔法の色彩 ポルトガル」

(二)

22:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「炎と氷の島国 アイスランド」

(二)

22:00 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)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「スターリング･モス現る」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

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「ユナイテッド・エクスプレ

ス6291便」(二)

2730-2800

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア」

(二)

26:00 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)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

27:00 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)

2700-2730

26:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「離婚夫婦の末路」

(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「危険な挑戦」(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「新天地」(二)

2730-2800

25:00 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)

27:00 目撃！アラスカの野生動物
「北極圏のカリブー」

(二)

27:00 目撃！アラスカの野生動物
「ホッキョクグマと共存する島」

(二)

2600-2630 26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ
「メイド･イン･アラスカ」(二)

26:00 【極寒地での脱サラ生活！】
サバイバル・ライフ in アラスカ

「氷との闘い」(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

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)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「謎の白い光」

(二)

25:00 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)

23:00 【ゆくトラ くるウサギ】
タイガー・クイーン：悲劇の女王

声：小倉唯(二)

24:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

25:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「コカインに溺れて」

(二)

25:00 【最新シーズン開始直前！カー・
SOS 全90話 一挙放送】

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「コスワースの危機」(二)

2700-2730 27:00 目撃！アラスカの野生動物
「冬眠前のクロクマ」

(二)

27:00 目撃！アラスカの野生動物
「ヘラジカに接近せよ」

(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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ」

(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！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)

24:00 【密着！世界の空港警察シ
リーズ 一挙放送】

密着！空港警察：ペルー＆ブラジル
「密輸トリックを見抜け」(二)
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NATIONAL GEOGRAPHIC

400-430 04:00 【最新シーズン開始直前！カー・
SOS 全90話 一挙放送】

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)

04:00 【最新シーズン開始直前！カー・
SOS 全90話 一挙放送】

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車６
「カルマンギアと妻の愛」(二)

04:00 【最新シーズン開始直前！カー・SOS
全90話 一挙放送】

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)

500-530

530-600 530-600

400-430

430-500 430-500

500-530 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)

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 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)

700-730

730-800 730-800

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

600-630 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 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)

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)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ」

(二)

10:00 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)

10:00 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)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z」

(二)

09:00 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)

09:00 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)

800-830 08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきACアシーカ」

(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「パズル同然のトライアンフGT6」

(二)

08:00 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)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1100-1130 11:00 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)

11:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「改造ビートル"ウィザード"に魔

法をかけろ」(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 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)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

13:00 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)

1200-1230 12:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」

(二)

12:00 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)

12:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「希少な名車 ジェンセン・インター

セプター」(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 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)

15:00 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)

1400-1430 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)

14:00 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)

14:00 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)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

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４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(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 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)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 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)

18:00 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)

18:00 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)

1700-1730 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７「歴史を刻むフォード･モデルA」

(二)

17:00 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)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 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)

1900-1930 19:00 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)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「明日への希望 シトロエン2CV」

(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

24:00 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)

2300-2330 23:00 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 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)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

11:00 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)

2700-2730 27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ」

(二)

27:00 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)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

26:00 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)

2500-2530 25:00 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)

25:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500


