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(ET) 月曜日 2023/05/01 火曜日 2023/05/02 水曜日 2023/05/03 木曜日 2023/05/04 金曜日 2023/05/05 土曜日 2023/05/06 日曜日 2023/05/07 (ET)

※最新の番組表はこちら

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

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 スーパーカー大改造 2
「ジャガー・ドラッグスター」

(二)

05:00 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)

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)

07:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相

「コムエアー5191便」(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相

「クロスエア498便」(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「子犬のトラブル」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常
「娘の職場体験」

(字)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ボーンズの骨」

(二)

12:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「魔法の色彩 ポルトガル」

(二)

13:00 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)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「CTスキャンで一騒動！マーモ

セットを救え」(字)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「子供たちの奮闘」

(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)

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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ワニの傷を治療」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「感染症の恐怖」(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「小さな命の戦い」

(二)

20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
総集編

「命の営み」(二)

21:00 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)

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)

23:00 密着！ドバイ国際空港
「遅れを回避せよ」

(二)

24:00 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！１９：航空機事故
の真実と真相

「USバングラ航空211便」(二)

26:00 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)

27:00 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)

04:00 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)

05:00 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６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ」(二)

07:00 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！１１：航空機事故
の真実と真相

「エア・フロリダ90便」(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「小さな命の戦い」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常
「冬の訪れ」

(字)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2

「獣医を目指す娘と共に」
声：小山力也、高木渉(二)

12:00 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)

13:00 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)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「構ってちゃん！ルリコンゴウインコ

を救え」(字)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「鳥のねぐら作戦」

(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)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のホットハッチ」

(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「気の強いペット」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「震えの原因を探れ」(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ホースと共にあれ」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「人気高まる2C-B」(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ニューヨーク ドラッグ王国」

声：大塚明夫(二)

23:00 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)

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)

25:00 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)

26:00 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)

27:00 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)

04:00 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)

05:00 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６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

07:00 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！１１：航空機事故
の真実と真相

「アメリカン航空587便」(二)

09:00 【ゴールデン・Dr.ポール・
ウィーク】

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)

09:55 スゴ腕どうぶつドクター８
「秘密のプレゼント」

(二)

10:50 スゴ腕どうぶつドクター８
「猫のヒッチハイク」

(二)

11:45 スゴ腕どうぶつドクター８
「動物の赤ちゃん大特集！」

(二)

12:40 スゴ腕どうぶつドクター８
「吹雪いても積もっても」

(二)

13:35 スゴ腕どうぶつドクター８
「ヤギのフィービー」

(二)

14:30 スゴ腕どうぶつドクター８
「対決！人間vs馬」

(二)

15:25 スゴ腕どうぶつドクター８
「冬将軍到来！」

(二)

16:20 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンを救え」

(二)

17:15 スゴ腕どうぶつドクター８
「赤ちゃんの季節！」

(二)

18:10 スゴ腕どうぶつドクター８
「子犬の名前は？」

(二)

19:05 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジェラルドさんとヤギ」

(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「バルジの戦い 進撃せよ」

(字)

21:00 アンネ・フランク 最期の日々
(二)

22:00 【新】正義の異邦人：ミープと
アンネの日記

「第一話 フランク一家との出会い」
(字)

23:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第二話 ようこそ隠れ家へ」
(字)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「アロー航空1285便」(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相

「無線沈黙」(二)

26:00 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)

27:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ツインシティー 密告の大都会」

声：大塚明夫(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)

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)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 【ゴールデン・Dr.ポール・ウィー
ク】

スゴ腕どうぶつドクター８
「ドクターも命がけ」(二)

09:55 スゴ腕どうぶつドクター８
「むずかしい決断」

(二)

10:50 スゴ腕どうぶつドクター８
「野良猫との出会い」

(二)

11:45 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジャニスさんと子ネコ」

(二)

12:40 スゴ腕どうぶつドクター８
「頂点を目指して」

(二)

13:35 スゴ腕どうぶつドクター８
「青い鳥作戦」

(二)

14:30 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンのいる人生」

(二)

15:25 スゴ腕どうぶつドクター８
「愛馬エリセット」

(二)

16:20 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)

17:15 スゴ腕どうぶつドクター９
「お利口なミニブタ」

(二)

18:10 スゴ腕どうぶつドクター９
「満月に導かれて」

(二)

19:05 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 【ワイルド ネイチャー】
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)

21:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「バッドランズ国立公園」

声：小林親弘(二)

22:00 神秘のヨーロッパ
「ポーランド」

声：緒方恵美(二)

23:00 プレデター：血の継承
「チーターの兄弟」
声：細谷佳正(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「シルクエアー185便」(二)

25:00 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)

26:00 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)

27:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ダラス 魅惑のトラップハウス」

声：大塚明夫(二)

05:00 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６「獣医が"治せなかった"プ

ジョー205GTI」(二)

07:00 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)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽」(字)

08:30 中国の伝統と技術
「ヌードル」(字)

09:00 【ゴールデン・Dr.ポール・ウィー
ク】

スゴ腕どうぶつドクター９
「車いすの犬」(二)

09:55 スゴ腕どうぶつドクター９
「初体験！ラクダミルク」

(二)

10:50 スゴ腕どうぶつドクター９
「冬将軍到来」

(二)

11:45 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

12:40 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

13:35 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

14:30 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

15:25 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

16:20 スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」

(二)

17:15 スゴ腕どうぶつドクター９
「子牛のラッキー」

(二)

18:10 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)

19:05 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

20:00 真相解禁 アポロ計画の裏側
(二)

21:00 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)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

23:00 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)

24:00 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 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

サバイバル・ライフ in アラスカ
「新天地」(二)

26:00 生き抜け！原始生活:サバイ
バルガイド

(二)

27:00 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)

20:00 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)

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態
「銃の密輸」(字)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「炎と氷の島国 アイスランド」

(二)

06:00 世界大自然紀行：インド
(二)

07:00 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)

08:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「バッドランズ国立公園」

声：小林親弘(二)

09:00 【ゴールデン・Dr.ポール・ウィーク】
スゴ腕どうぶつドクター９

「運を味方に」(二)

09:50 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

10:45 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

11:40 スゴ腕どうぶつドクター９
「あうんの呼吸」

(二)

12:25 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「刺激よみがえるトヨタスープ

ラ」(二)

13:20 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「未踏の領域：デニスＤシ

リーズ消防車」(二)

14:15 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「シトロエンＨＹバンに亡き母

の夢を乗せて」(二)

15:10 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「助手席で夢叶うボクスホー

ル･キャバリア･ターボ」(二)

16:05 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「100台目の挑戦：EV化

MGB」(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 10
「可愛いアシスタント」(二)

18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「奇跡の移植手術」

声：小山力也、高木渉(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「兄弟犬の飼い主募集」(二)

12:35 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ドクター・ポールの魔法の手」

(二)

13:30 スゴ腕どうぶつドクター 10
「甘えん坊のドーベルマン」

(二)

14:25 スゴ腕どうぶつドクター 10
「モルモットのブーブー」

(二)

15:20 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ゲップが出ない子牛」

(二)

16:15 スゴ腕どうぶつドクター 10
「プードルの大家族」

(二)

17:10 スゴ腕どうぶつドクター 10
「子牛の特製ギプス」

(二)

18:05 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ボーンズの骨」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「文明の種」(字)

04:00 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)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「迅速な判断とチームワーク」

(二)

06:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第一話 フランク一家との出会い」
(字)

07:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第二話 ようこそ隠れ家へ」
(字)

08:00 【GWマラソン放送】
カー・SOS 蘇れ！思い出の名車 10「フィ
アット・ウーノ・ターボとサッカー界の大物」

(二)

08:50 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「家族に幸運を呼び戻す

VWコラード」(二)

09:40 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「亡き妻をしのぶオペル・マン

タGTE」(二)

10:35 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「フォード・エスコートRS2000

に感謝を込めて」(二)

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「異彩を放つサーブ900」

(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「一瞬の決断」

(二)

26:00 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)

27:00 バ科学8
「ロボットの法則」(二)

21:00 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)

22:00 ザ・クイーン
(二)

23:00 【新】新国王チャールズ3世
の軌跡

(字)

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証：核兵

器の残骸
声：鬼頭明里(二)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ奴隷貿易 最後の船」

声：安元洋貴(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「スペシャルデリバリー」(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

1400-1430

1430-1500

1500-1530

19:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

20:00 新国王チャールズ3世の軌跡
(字)

21:00 ザ・クイーン
(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

23:00 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)

24:00 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)

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500
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1530-1600

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

27:30 バ科学8
「カイトサーフィンの法則」(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

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

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2023/05/08 火曜日 2023/05/09 水曜日 2023/05/10 木曜日 2023/05/11 金曜日 2023/05/12 土曜日 2023/05/13 日曜日 2023/05/14 (ET)

※最新の番組表はこちら

18:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「初めてのペット」(二)

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)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「湿ったパジャマ」

(二)

27:00 バ科学8
「手作りブランコの法則」(二)

2700-2730

2730-2800
27:30 バ科学8

「捕食動物の狩りの法則」(二)
2730-2800

2700-2730 27:00 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)

27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「運び屋は老紳士」(二)

27:00 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)

27:00 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)

27:00 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)

26:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス

「ロブ・リグルとアイスランドへ」(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「人気高まる2C-B」(二)

26:00 衝撃の瞬間６
「集団自殺とカルト教団」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ南北戦争 海戦の実態」

声：安元洋貴(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「計器故障」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

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６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ」(二)

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相

「コムエアー3272便」(二)

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 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相

「コパ航空２０１便」(二)

25:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

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)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相

「UPS航空6便」(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)

24:00 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 恐竜世界へタイムスリップ
「サメの帝王メガロドン」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相

「コンチネンタル航空1404便」(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)

24:00 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)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「タンス航空204便」(二)

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「一難去ってまた一難」

(二)

23:00 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)

23:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第四話 ハヌカの夜」
(字)

23:00 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)

23:00 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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 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)

21:00 【新】ランニング・ワイルド：過
酷なミッション

「ナタリー・ポートマンとエスカランテ砂
漠へ」声：坂本真綾(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

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「ハリウッド セレブの処方薬」

声：大塚明夫(二)

22:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第三話 オットーの隠された秘密」
(字)

22:00 神秘のヨーロッパ
「ギリシャ」

声：緒方恵美(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「アボカドとコカイン」(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「プロパガンダ・マシーン」

(二)

21:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ハワイ火山国立公園」

声：小林親弘(二)

21:00 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)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
 【新】仰天！海の底まる見え検証

5
「真珠湾に沈んだ戦艦」(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2000-2030 20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
総集編

「春夏秋冬」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「湿ったパジャマ」
(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「コルマールを制圧せよ」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
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)

20:00 アポロ11号：月に向かって
「不可能への挑戦」

(二)

20:00 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)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「赤ちゃんの季節！」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「トナカイ牧場の一大事」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「テイタ―、新顔と対決!」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の建築」(字)

19:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「初めてのペット」(二)

1900-1930

1830-1900
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)

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「ふらつく犬」(二)
1930-2000

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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ノードッグ、ノーライフ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「暴れ馬をおとなしくさせる方法」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「謎だらけのクリスマス」

(二)

1730-1800 1730-1800

1800-1830
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) 18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「歯は語る」
声：小山力也、高木渉(二)

1800-183018:05 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)

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「フィアット・ウーノ・ターボと

サッカー界の大物」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「家族に幸運を呼び戻す

VWコラード」(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 10
「子犬の大行列」(二)

1700-1730
17:10 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)

1830-1900

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)

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)

16:00 スーパーカー大改造 2
「アウディ・R8 」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「亡き妻をしのぶオペル・マン

タGTE」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「フォード・エスコートRS2000

に感謝を込めて」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「異彩を放つサーブ900」

(二)

1530-1600 1530-1600

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)

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)

1600-1630

16:15 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)

1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「結婚50周年のサプライズ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「子犬のトラブル」

(二)

1500-1530

15:20 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 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！カンガルーの

赤ちゃん」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ミニブタを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ウサギを救え」

(字)

14:00 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)14:30 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 スゴ腕どうぶつドクター７

「小さな命の戦い」
(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ホースと共にあれ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「トナカイ牧場の一大事」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ふらつき症候群！ハリネズミを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！トゲオアガ

マを救え」(字)

1400-1430

1430-1500

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 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)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

12:50 仰天！海の底まる見え検証
4「アメリカ 西部開拓時代」

声：小野賢章(二)
13:00 解明！蛇の王と古代マヤの

巨大都市
声：早見沙織(二)

13:00 仰天！海の底まる見え検証：
核兵器の残骸

声：鬼頭明里(二)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ奴隷貿易 最後の船」

声：安元洋貴(二)

13:00 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)
13:40 仰天！海の底まる見え検証

4「ハリウッド 激動の時代」
声：小野賢章(二)

12:00 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)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「天空の技術大国 スイス」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「可愛いアシスタント」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「奇跡の移植手術」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「子犬の心臓手術」(二) 11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と

の絆「#6 サンフランシスコを訪れて」
(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 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2

「獣医を目指す娘と共に」
声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「炎と氷の島国 アイスランド」

(二)11:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「タスマニアデビルの危機」(二)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「クリスマスの奇跡」

(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 【最新シーズン開始直前】
仰天！海の底まる見え検証 4

「ヴェネツィア 失われた都市国家」
声：小野賢章(二)

12:00 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)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 2
「春の出産ラッシュ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 2
「ヤクの去勢」

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

900-930

930-1000 930-1000

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ボーンズの骨」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ポール家のオランダ旅行」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「テイタ―、新顔と対決!」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ノードッグ、ノーライフ」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「暴れ馬をおとなしくさせる方法」

(二)

09:00 神秘のヨーロッパ
「ポーランド」

声：緒方恵美(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ドクター・ポールの誕生日」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常 2
「暴れるアルパカ」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンを救え」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ホースと共にあれ」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「トナカイ牧場の一大事」

(二)

800-830 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)

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 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「文明の種」(字)

08:00 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)

08:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ハワイ火山国立公園」

声：小林親弘(二)

07:00 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)

07:00 動物界の意外なお友達：愛
こそすべて

(二)

07:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第四話 ハヌカの夜」
(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：メキシコ
「命の宴」

(二)

06:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第三話 オットーの隠された秘密」
(字)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

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)

07:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相

「UPS航空1354便」(二)

07:00 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)

600-630 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)

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)

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)

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)

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)

05:00 エジプト空中散歩
「古代エジプトの鍵」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「偽造パスポート」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態 2
「大麻の闇市場」(字)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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 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)

05:00 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)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月

400-430 04:00 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)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ボストン ベンゾと学問の都」

声：大塚明夫(二)

04:00 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)

05:00 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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら

2700-2730

2730-2800
27:30 バ科学6

「スラックラインの法則」(二)
2730-2800

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「アボカドとコカイン」(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「終わりなき密輸入と密入国」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「SUVと色とりどりの麻薬」(二)

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 ランニング・ワイルド：過酷な
ミッション「ナタリー・ポートマンとエスカ
ランテ砂漠へ」声：坂本真綾(二)

24:55 【新】テリトリー　アマゾンの攻
防
(字)

26:00 休止

26:30 新　衝撃の瞬間
「タイタニック沈没事故」(字)

27:00 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)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「聖人と罪人」

(二)

27:00 バ科学6
「雷の法則」(二)

25:00 【フライデーナイト・エクスプローラー】
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)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#2 ハトシェプスト女王の素顔」

声：櫻井孝宏(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 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)

25:00 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)

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)

25:00 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)

2400-2430 24:00 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)

24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相

「機内炎上」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「ミュンヘンの悲劇」(二)

24:00 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)

24:00 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)

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相

「チュニインター1153便」(二)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
3「カリブ海 消えた海賊船」

声：安元洋貴(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 5

「ポンペイ：最期の瞬間」
(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「ゲート表示切り替え大作戦」

(二)

23:00 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)

23:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第六話 迫る限界」
(字)

23:00 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)

2200-2230 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ニューオーリンズ マリファナと音楽

の街」声：大塚明夫(二)

22:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第五話 思い出の場所」
(字)

22:00 神秘のアフリカ大陸
「ルワンダの野生動物」

声：三森すずこ(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

23:00 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)

23:00 恐竜世界へタイムスリップ
「王者となった恐怖の鳥」

(二)

23:00 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)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

20:00 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)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「子犬の名前は？」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「降り注ぐメス」(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「北極圏の守り」

(二)

21:00 タイに生きるワイルドキャット
声：上村祐翔

(二)

2000-2030 20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
総集編

「山々を抱く国立公園」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「聖人と罪人」
(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「ライン川を死守せよ」

(字)

20:00 【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「#1 敵となりし同胞」
声：諏訪部順一(二)

20:00 アポロ11号：月に向かって
「究極のミッション」

(二)

21:00 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)

21:00 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)

21:00 ランニング・ワイルド：過酷な
ミッション

「シム・リウとカナディアンロッキーへ」
声：細谷佳正(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「予期せぬ妊娠」(二)

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「歩けないモルモット」(二)
1930-2000

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドッグファイト・スペシャル」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「迷子救出作戦」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「インフルエンザの襲来」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「生と死の狭間で」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「わがままなブタのスノーキー」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の創造」(字)

1800-1830
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)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「競馬場での仕事」(二)
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 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「フクロウの初治療」

声：小山力也、高木渉(二)

1800-1830

1830-1900
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)
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)
1830-1900

18:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「タンス航空204便」(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「刺激よみがえるトヨタスープ

ラ」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「未踏の領域：デニスＤシ

リーズ消防車」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「シトロエンＨＹバンに亡き母

の夢を乗せて」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「助手席で夢叶うボクスホー

ル･キャバリア･ターボ」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「100台目の挑戦：EV化

MGB」(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 10
「赤ちゃんの季節」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

17:00 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)

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「テイタ―、新顔と対決!」

(二)1530-1600 1530-1600

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 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５「錆び付いたフィアット・ディー

ノ」(二)

16:00 スーパーカー大改造 2
「ル・マン マセラティ」

(二)

1600-1630

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ノードッグ、ノーライフ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「暴れ馬をおとなしくさせる方法」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「謎だらけのクリスマス」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドッグファイト・スペシャル」

(二)

15:00 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)

1500-1530

1630-1700 1630-1700

15:00 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)

16:00 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)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「穏やかならぬ長旅！リスを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「ドラゴンの闘い！アゴヒゲトカゲを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「苦渋のダイエット命令！ミニブタを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「静かなる巨鳥！スミレコンゴウイン

コを救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「行方不明の前歯！プレーリードッ

グを救え」(字)

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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

14:00 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)

12:00 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)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 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)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
5「真珠湾に沈んだ戦艦」

(二)

13:00 恐竜世界へタイムスリップ
「サメの帝王メガロドン」

(二)

1200-1230 12:00 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)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「酪農家だより」

(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)

13:00 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)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ南北戦争 海戦の実態」

声：安元洋貴(二)

13:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
「ハクトウワシ救出作戦」

(二)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「生きるための大手術」(二)

13:30 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)

11:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミュータントの反乱」

声：小西克幸(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「奇跡の移植手術」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「グランド･キャニオン国立公

園」声：小林親弘(二)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「可愛いアシスタント」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ハロウィーンの夜」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「子犬の大行列」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「歯は語る」
声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「兄弟犬の飼い主募集」(二) 11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と

の絆「#7 ロサンゼルスを訪れて」
(字)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 2
「クズリの手術」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 2
「真夜中の診療」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 2
「特製ヘラジカ・ジュース」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「飼い主の影響力」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「赤ちゃんの季節！」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「生と死の狭間で」

(二)

09:00 神秘のヨーロッパ
「ギリシャ」

声：緒方恵美(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「クリニックの看板猫」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 タイに生きるワイルドキャット
声：上村祐翔

(二)

08:00 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)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「謎だらけのクリスマス」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドッグファイト・スペシャル」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「迷子救出作戦」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「インフルエンザの襲来」

(二)

800-830 08:00 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)

08:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相

「ラウダ航空００４便」(二)

08:00 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)

08:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相

「コパ航空２０１便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の建築」(字)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第六話 迫る限界」
(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：メキシコ
「生存競争」

(二)

06:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第五話 思い出の場所」
(字)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「過酷なパイロット・トレーニング」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 休止

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態 2
「モーターサイクルクラブの実態」(字)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月

400-430 04:00 スーパーカー大改造 2
「マクラーレン・P1」

(二)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 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)

05:00 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)

05:00 エジプト空中散歩
「エジプトの未来」

(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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26:00 衝撃の瞬間６
「炎に包まれたコックピット」

(二)

27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「DJの裏ビジネス」

(二)

27:00 バ科学6
「ムチの法則」(二)

2700-2730

2730-2800
27:30 バ科学6

「ブリッジスイングの法則」(二)
2730-2800

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「降り注ぐメス」(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「スペシャルＫの止まらぬ流入」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「ジャングルの置き土産」(二)

27:00 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)

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 【フライデーナイト・エクスプローラー】
ランニング・ワイルド：過酷なミッション
「シム・リウとカナディアンロッキーへ」

声：細谷佳正(二)

26:00 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)

25:00 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)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
3「ミシガン湖に眠るシカゴの秘密」

声：安元洋貴(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【ディズニープラス ナショジオ
プレミアム】

【新】ファイアー・オブ・ラブ 火山に人
生を捧げた夫婦

(字)

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相

「アダム航空574便」(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「要人墜落」

(二)

24:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#3 墓泥棒との戦い」

声：櫻井孝宏(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 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！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)

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)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相

「ラミア航空2933便」(二)

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)

24:00 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)

24:00 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)

23:00 恐竜世界へタイムスリップ
「巨大イノシシ エンテロドン」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 【新】米陸軍グリーンベレー
2021
(字)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 5

「琥珀の間」
(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「乗り遅れた乗客たち」

(二)

23:00 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)

23:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「最終話 語り継ぐべきもの」
(字)

23:00 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)

2200-2230 22:00 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「眠らないロンドン コカインとマリファ

ナ」声：大塚明夫(二)

22:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第七話 救えるものなら」
(字)

22:00 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)

21:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士
(字)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「ミッション・コンプリート」(二)

21:00 ランニング・ワイルド：過酷な
ミッション

「アシュトン・カッチャーと中米コスタリ
カへ」声：鈴木達央(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

20:00 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)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジェラルドさんとヤギ」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「海上のコカイン」(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「ヒトラーの巨大鉄道網」

(二)

21:00 ロシアのワイルドタイガー
声：佐藤拓也

(二)

2000-2030 20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
総集編

「水が彩る国立公園」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「DJの裏ビジネス」
(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「死地への降下」

(字)

20:00 【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)

20:00 暴露！ビンラディンのハードド
ライブ
(字)

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 ボンダイビーチ動物病院 3
「車から飛び降りた犬」(二)

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「お腹の中の石」(二)
1930-2000

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズの結婚式」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ベテラン獣医もビックリ！」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「出産ラッシュで大騒ぎ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「春の便り」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「大切な絆」

(二)

18:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「大統領の死」(二)

18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「ドワイト・ハワードの
農場」声：小山力也、高木渉(二)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の飼い主は誰？」(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)
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)

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)

1830-1900

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「屋根裏のニシキヘビ」(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)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「生きるための大手術」(二)
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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

17:00 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)

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 10
「やっぱり犬が好き」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

16:00 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)

16:00 スーパーカー大改造 2
「ジャガー・ドラッグスター」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

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)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズの結婚式」

(二)

15:00 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)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 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)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「迷子救出作戦」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「インフルエンザの襲来」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「生と死の狭間で」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「わがままなブタのスノーキー」

(二)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「まぶたの整形手術!? ミニブタを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「珍鳥のお悩み! キムネチュウハシを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「お寿司大好き!? リスザルを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「赤ちゃんの大手術! コンゴウインコ

を救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「闘う小さな命 赤ちゃんヤギを救

え」(字)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
3「カリブ海 消えた海賊船」

声：安元洋貴(二)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「トラの歯科診療」(二) 13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の

名車５「錆び付いたフィアット・ディー
ノ」(二)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「刑務所で犬の出産」(二)
1330-1400

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
「ゼニガタアザラシの旅立ち」

(二)

12:00 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)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 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)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
5「ポンペイ：最期の瞬間」

(二)

13:00 恐竜世界へタイムスリップ
「王者となった恐怖の鳥」

(二)

13:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#2 ハトシェプスト女王の素顔」

声：櫻井孝宏(二)

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「炎と氷の島国 アイスランド」

(二)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「春の珍事」

(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)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「歯は語る」
声：小山力也、高木渉(二)

11:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ヨセミテ国立公園」

声：小林親弘(二)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「ふらつく犬」(二)
1130-1200

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「赤ちゃんの季節」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「フクロウの初治療」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「初めてのペット」(二) 11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と

の絆「#8 旅の終わり」
(字)

11:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「ミステリアスな暗殺部隊」

声：小西克幸(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「子犬の名前は？」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「子犬の大行列」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「シンバの大脱走」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 神秘のアフリカ大陸
「ルワンダの野生動物」

声：三森すずこ(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「獣医師のたまご」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 2
「大切な存在」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 2
「毛がない猫の怪我」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 3
「子ヒツジを追いかけて」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ」

(字)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「わがままなブタのスノーキー」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズの結婚式」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ベテラン獣医もビックリ！」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「出産ラッシュで大騒ぎ」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「春の便り」

(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の創造」(字)

08:00 ロシアのワイルドタイガー
声：佐藤拓也

(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

800-830

830-900 830-900

07:00 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)

07:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「最終話 語り継ぐべきもの」
(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 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)

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

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)

06:00 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)

06:00 世界大自然紀行：メキシコ
「子孫繁栄を賭けて」

(二)

06:00 正義の異邦人：ミープとアンネ
の日記

「第七話 救えるものなら」
(字)

600-630

630-700 630-700

05:00 ドバイのまわりを空中散歩
(字)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「密輸ダイヤモンド」

(二)

500-530

530-600 530-600

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

06:00 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)

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態 2
「格安美容整形の闇」(字)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「クルマ大好き有名人」

(二)
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400-430 04:00 スーパーカー大改造 2
「最高のポルシェ」

(二)

04:00 ツタンカーメン：奇跡の発掘
声：宮村優子

(二)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 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)

05:00 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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相

「UPS航空1354便」(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ガルーダ・インドネシア

航空152便」(二)

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)

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

27:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

27:00 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)

2600-2630 26:00 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)

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

26:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

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

レス6291便」(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)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「大韓航空8509便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「差し迫る VIPの到着」

(二)

23:00 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)

23:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画

(二)

2200-2230 22:00 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「モンタナの空 マリファナとメス」

声：大塚明夫(二)

22:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

2600-2630

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「死の鉄道」

(二)

2000-2030 20:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
総集編

「色彩豊かな風景」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「隠されたヘロイン」
(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「ホーフェン占領」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズのクジャク大作戦」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドタバタ品評会」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「新人獣医のトレーニング」

(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1800-1830 18:00 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)

18:00 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)

18:00 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)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ベテラン獣医もビックリ！」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「出産ラッシュで大騒ぎ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「春の便り」

(二)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「びっくりマジックショー! ウサギを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「正体不明のエサ! フェレットを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
4「嵐の後の大災難! ケヅメリクガメを

救え」(字)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「一瞬の決断」

(二)

13:00 仰天！海の底まる見え検証
5「琥珀の間」

(二)

13:00 恐竜世界へタイムスリップ
「巨大イノシシ エンテロドン」

(二)

1200-1230 12:00 イベリア半島：命をつなぐ物語
「命を育む春の雨」

声：古川慎(二)

12:00 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)

12:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「歩けないモルモット」(二)
1130-1200

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「やっぱり犬が好き」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「ドワイト・ハワードの
農場」声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「予期せぬ妊娠」(二)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 3
「クマさんのお引越し」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 3
「守るべきバイソン」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 3
「ミシェルの出張」

(字)

900-930

930-1000 930-1000

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「大切な絆」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズのクジャク大作戦」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドタバタ品評会」

(二)

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「ユナイテッドエクスプレ

ス5925便」(二)

700-730

730-800 730-800

600-630

630-700 630-700

700-730 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)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「撃墜」

(二)

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)
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400-430 04:00 スーパーカー大改造 2
「デロリアン リブート」

(二)

04:00 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)

04:00 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)

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 10「フィアット・ウーノ・ターボと

サッカー界の大物」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「家族に幸運を呼び戻す

VWコラード」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「亡き妻をしのぶオペル・マン

タGTE」(二)

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

