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7月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

【日本初！】ジーニアス：ピカソ

‘17年度エミー賞で10部門にノミネートされた『ジーニアス：世紀の天才アインシュタイン』に続く、第２弾。
20世紀を代表する世界的な天才芸術家パブロ・ピカソ。芸術を愛し、女性を愛し、自由を愛した彼の波乱に満
ちた人生を、ピカソと同じスペイン出身の世界的スター、アントニオ・バンデラス主演で描く。祖国スペイン
で過ごした少年期、フランスのパリで画家としての方向性を模索した青年期。その後名声を確立してもなお飽
くなき挑戦を続け、また、多くの女性を愛した恋多き男性としても知られるピカソ。91年に及ぶ長い人生の
様々な時間軸を交差させながら、ピカソの人となりを紐解いていく。

待望の「ジーニアス」第二弾はあの天才芸術家！

その男が歩む道は、すべてが芸術になる。

【日本初！】ザ・シークレットサービス:偽造犯逮捕の瞬間

出し抜かれるか、先手を打つか。

米国シークレットサービスのおとり捜査に密着。犯人逮捕の決定的瞬間に迫る。偽造通貨の製造・密輸からク
レジットカードのスキミングまで、アメリカ経済を揺るがしかねない犯罪の数々。犯罪者たちはあの手この手
で捜査陣を出し抜こうとする。こうした犯罪の標的となりやすいマイアミやニューヨークのシークレットサー
ビスでは、なんとか先手を打とうと策を講じるが…。果たして犯罪者たちに法の裁きを受けさせることはでき
るのか？

7月10日（火）23:00～24:00

【特集】マリンウィーク

“海”をテーマに特別編成で番組を放送。様々なドラマを作り出す生命の宝庫。“海” そこには、いまだに知られ
ざる驚異の世界が存在する。色んな生きものに目を向けながら海の魅力を存分に味わう夏休みをお届けします。
・番組例 ※一部

【日本初！】ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー 7月16日（月）18:00～19:00
【ナショジオ初！】赤ちゃんベルーガの呼び声 7月24日（火）18:00～19:00
ワイルドな一日 2「南太平洋：楽園の生存競争」 7月30日（月）18:00～19:00

海の魅力を存分に味わおう！

July 2018

【二ヶ国語版】 7月29日（日）スタート
毎週日曜日 22:00～23:00

【字幕版】 7月31日（火）スタート
毎週火曜日 21:00～22:00

7月16日（月）～8月2日（木）まで 月～木 18:00～19:00



7月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

W杯をより楽しめるサッカー＆ロシア特集！

【日本初！】魅惑のフットボール in ロシア

世界で一番大きい国、ロシア。広大な土地には多種多様な人々が住んでいて、それぞれの文化が根付いて
いる。中でもユニークな一面は、実は民間で広く親しまれているサッカーを通すと見えてくる。シベリア
の“トナカイの皮”サッカー。サンクト・ペテルブルグで活躍するユースの巧みな技。そしてモーターバイ
クを使用するサッカーなど、見たことも無いサッカー、そしてロシアの一面を紹介する。

サッカーを通してロシアが見える。

【特集】ロシア 知られざる自然と動物たち

この広大な国土は大小様々な生物にあふれている。

11もの時間帯にまたがり1大陸半にも及ぶ広大な土地を有するロシア連邦。この国の至る所で野生が繁栄して
いる。ホッキョクグマを始め、シベリアトラ等の巨大な捕食動物はもちろん、何年もの間氷漬けになっても、
何事もなかったように目を覚ますキタサンショウウオまで、ロシアの国土特融の温度の変化に適応した不思議
な生物にもあふれている。ロシアの様々な土地を巡り、そこに棲む野生動物の生態を明かす。

【日本初！】ディエゴ・マラドーナ:伝説の素顔

「神の子」の素顔とは。

20世紀のサッカー史に名を残すスター選手であるディエゴ・マラドーナ。そのプレーは多くの人々を魅了し
1997年に引退してからも彼の信望者は多く、母国アルゼンチンでは彼を「神の子」と崇拝する宗教が生まれ
たくらいだ。一方で、破天荒な暮らしぶりやドラッグなどプライベートでの行動などが一挙手一投足注目をさ
れ、「異端者」としても知られる。貴重な資料と、独占インタビューによって明かされる伝説の男、マラドー
ナの素顔に迫る。

7月1日（日）17:00～18:00

7月8日（日）17:00～18:00

【第1話～第4話】7月2日（月）～7月5
日（木）18:00～19:00
【第5話～第6話】7月9日（月）～7月
10日（火）18:00～19:00
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●編成表:7月第2週

July 2018
(ET) 月曜日 2018/07/02 火曜日 2018/07/03 水曜日 2018/07/04 木曜日 2018/07/05 金曜日 2018/07/06 土曜日 2018/07/07 日曜日 2018/07/08

26:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#2 コカインと宿る命（HD）」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2

ロケット発射基地（HD）」(二)

20:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア号、

最後の飛行(HD)」(字)

21:00 ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌

跡（HD）(二)

22:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#1 大地への激突（ＨＤ）」

(二)

15:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデ

ルS（HD)」(二)

16:00 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（HD）」(二)

17:00 【新】魅惑のフットボールinロシア

（HD）(字)

18:00 ロシア：氷に隠された自然の神

秘（HD）(二)

19:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

(HD)(字)

20:00 【新】白州 ～森とウイスキーの物

語～（HD）(日)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「飼い主の影響（HD）」(字)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#1 竜

巻警報発令！(HD)」(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子力

潜水艦の悪夢(HD)」(字)

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

（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場２「ランボル

ギーニ（HD）」(二)

27:00 世界の巨大工場２「ロールス・ロ

イス　ファントム（HD）」(二)

04:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」

(字)

05:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類人

猿の王国（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「大砲

マニア（HD）」(字)

07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

08:00 世界の巨大工場４「アストンマー

ティン(HD)」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#9

（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場２「スーパー地

下鉄（HD）」(二)

21:00 スーパーカー大改造 2「マクラー

レン・P1（HD）」(二)

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#2 コカインと宿る命（HD）」(二)

23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ

国際空港「コートに隠されたコカイン

(HD)」(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（HD）」(二)

25:00 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

（HD）」(二)

14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物

「ジェット戦闘機地下工場（HD）」(二)

15:00 第二次世界大戦の潜水艦

「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊

（HD）」(二)

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#1 絶対に見破れない密輸（HD）」

(二)

18:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦

闘（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】

イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲

南省 リス族」(字)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ

ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 UFO地球襲来の真実「日本航

空機が遭遇した巨大UFO（HD）」(二)

12:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」

(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解析

「戦慄のパワーボート（HD）」(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「エア・フロリダ90便（HD）」

(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「雨と

時間との戦い（HD）」(二)

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊

（HD）」(二)

04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏ん

だ兵士（HD）」(二)

05:00 アジア 恐怖伝説「台湾編

（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#12 飛

び出せ人間ロケット(HD)」(二)

07:00 スーパーカー大改造 2「デロリアン

リブート（HD）」(二)

08:00 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（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

20:00 世界の巨大工場２「ロールス・ロ

イス　ファントム（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

22:00 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（HD）」(二)

23:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「ロシア航空機 テロの悲劇

（HD）」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「アー

ノルド・シュワルツェネッガー（HD）」(字)

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「消えた黄金列車（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「回転遊具の法則

（HD）」(字)

18:00 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(HD)」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「バング

ラデシュ：伝統のカワウソ漁（HD）」(二)

10:30 ナチス政権 最後の日々（HD）

(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「奇跡の治療法（ＨＤ）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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

（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ

アリーなキャリアカー（HD）」(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

（HD）」(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（HD）」

(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「生か

死か（HD）」(二)

27:00 今語られる 大統領暗殺未遂の

真実（HD）(字)

04:00 レーガン大統領 銃弾の真相

（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#11 飛

べない飛行機(HD)」(二)

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「カフカース山脈のバイソン（Ｈ

Ｄ）」(二)

08:00  【中国を知る】

中国と海洋文化「#3（HD）」(字)

17:30 バ科学「ターザンの法則（HD）」

(字)

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「カフカース山脈のバイソン（Ｈ

Ｄ）」(二)

19:00 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（HD）」(二)

20:00 生き抜け！原始生活「未開の

ジャングル（HD）」(二)

21:00 世界の巨大工場４「ジャガー

XJ(HD)」(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（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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（HD）」(二)

14:00 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

（HD）」(二)

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ウラ

ジーミル・プーチン（HD）」(字)

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「美しき絵画の数奇な運命（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

27:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー

特別版（HD）(日)

04:00 21世紀の最新鋭艦(HD)(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#10 芝

刈りホバークラフト(HD)」(二)

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「カムチャツカ半島のヒグマたち

（ＨＤ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「小さ

なエイリアン（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「ネ

パール：ヒマラヤで蜂蜜狩り（HD）」(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「アトランティス（HD）」(二)

21:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「美しき絵画の数奇な運命（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類人

猿の王国（HD）」(二)

23:00 野生動物ビックリ映像集「奇襲

攻撃（HD）」(字)

24:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(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

（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「クリス

マス直前のエンジントラブル（HD）」(二)

16:00 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

（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ゴルフカートの法則

（HD）」(字)

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「カムチャツカ半島のヒグマたち

（ＨＤ）」(二)

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 アフガニスタンの英雄 最後の勇

士（HD）(字)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの秘密兵器（HD）」(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「悪霊（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「タンス航空204便（HD）」

(二)

14:00 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

（HD）」(二)

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「サッ

ダーム・フセイン（HD）」(字)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「71

人の怒れる乗客（HD）」(二)

27:00 厳重警備：刑務所内の闇取引

（HD）(二)

04:00 プリズン・ブレイク 真実の物語

（HD）(二)

05:00 UFO地球襲来の真実「海に墜

落した光（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#9 世

界一おかしな自転車(HD)」(二)

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「ジャ

ングルに暮らす宇宙人（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「エチオ

ピア：砂漠で冷たいデザート（HD）」(二)

20:00 地球滅亡～脱出のシナリオ

(HD)(二)

21:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」

(字)

22:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏ん

だ兵士（HD）」(二)

23:00 ロング・ロード・ホーム:真実のヒー

ロー （HD）(字)

24:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#3 機内炎上（HD）」(二)

25:00 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（HD）」(二)

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「シュ

グ・ナイト（HD）」(字)

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「超人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ランニングマシンの法則

（HD）」(字)

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」(二)

19:00 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（HD）」(二)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「中国:

レンコンとコイ（HD）」(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの防衛線（HD）」(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「吸血鬼（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#5 大韓航空007便 (HD)」

(二)

14:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#5 コンチネンタル・エクスプレ

ス2574便(HD)」(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

（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「ド

ローン侵入（HD）」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択

（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国と

呼ばれた場所（HD）」(二)

05:00 UFO地球襲来の真実「戦場に

現れたUFO（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#8 全

長７メートルの疾走マシン(HD)」(二)

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「ケネ

ディ宇宙センターとUFO（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 解明！バミューダ・トライアングル

の謎（HD）(二)

21:00 生き抜け！原始生活２「ジャン

グルのいけにえ（HD）」(二)

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#9

（HD）」(字)

23:00 野生に生きる「#8 新たな挑戦

（HD）」(二)

24:00 メーデー！１６：航空機事故の

真実と真相「デルタ航空1141便

（HD）」(二)

14:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#5 ウェイト・オーバー（HD）」

(二)

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「パブ

ロ・エスコバル（HD）」(字)

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ジャンプの法則（HD）」

(字)

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「ボリビ

ア:コカの葉を求めて（HD）」(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの隠れ家（HD）」(字)

11:30 世界の巨大工場５「新型ヘリコ

プターAW139(HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#5 ７３７型機に潜む危機

（HD）」(二)

04:00 潜入！暗黒産業「コピー商品の

世界（HD）」(二)

05:00 UFO地球襲来の真実「UFO乱

舞事件（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#7 飛

行機ボート、オートジャイロ(HD)」(二)

07:00 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

(HD)」(字)

08:00 検証：UFO事件の新事実「アリ

ゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)
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特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ フロントライン

【宇宙アワー】

特集：ロシア 知られざる自然と動物たち

特集：ロシア 知られざる自然と動物たち

サンデー ストーリーナショジオ サンデー ストーリー

大国 ロシア



6月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

【日本初！】ロイヤル・ウェディングの知られざる世界

2018年5月19日（現地時間）、ロンドン近郊にあるウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で英国のヘンリー王子と
米女優メーガン・マークルの結婚式が執り行われる。おとぎ話から飛び出てきたようなロイヤル・ウェディン
グを英国王室は一体どのように準備し、完成させるのか？その疑問を解き明かすため、当日の実際の映像を紹
介すると共に、エリザベス女王の即位60周年を記念した祝典ダイヤモンド・ジュビリーや、女王90歳の誕生日
の祝賀会を指揮した人物を取材。ロイヤル・ウェディングという、王室の祭典をプランニングするにあたって
の裏事情や、成功に導く秘訣を紹介する。（内容が一部変更となる場合があります。ご了承ください）

飛行機好き必見！空飛ぶ怪物の解体ショー

世界が注目するウェディングのつくり方。

【特集】ナショジオ サンデー ストーリー:UFOの噂と真相

人を惹きつけてやまない、数々のUFO事件とその謎。

1947年、アメリカで初めてUFOが目撃された6月24日は国際的に「UFOの日」として知られている。ワシント
ン州カスケード山脈付近で目撃された、驚異的なスピードで飛行している見慣れない9機の飛行物体は、当初
その形状から「空飛ぶ円盤」と呼ばれ全米で報道されたそれらは、その後、調査に乗り出したアメリカ空軍に
「UFO(未確認飛行物体)」と名づけられたが、正体はつかめなかった。この事件の約2週間後の1947年7月8日
に、あのUFOが墜落したという「ロズウェル事件」が発生。いまだにUFO目撃事件は後を絶たない。ナショナ
ルジオグラフィックでは、様々な角度でUFOと宇宙人を検証する番組を特集してお届けする。

6月24日 日曜日 17:00～22:00

【日本初！】ヘンリー王子 輝かしき人生の光と影

チャールズ皇太子とダイアナ元妃の間に次男として誕生したヘンリー王子。彼の歩んできた人生を語る上で重
要な、英国社会や文化の移り変わりと、英国王室の転機となった出来事を紹介。出来事ひとつひとつが、ヘン
リー王子の人生に大きな影響を及ぼし、彼は少しずつ成長していった。幼い頃に経験した、両親の不仲。悲し
みに暮れた思春期。そして軍人になり、除隊した後は慈善活動に取り組み人道主義者になった。そして彼は、
夫となり、新たなスタートを切る。新しい視点から、ヘンリー王子の人生の物語を読み解いていく。

喜びと悲しみの幾年月を経て、今年彼は夫になる。

June 2018

6月9日（土）22:00～23:00

6月9日（土）23:00～24:00



6月番組ハイライト

※各番組の詳細な放送日時は、編成表にてご確認ください。

偉大な動物学者の愛と謎に迫る話題作登場！

【ナショジオ初！】世界大自然紀行：ボツワナのライオン兄弟

タウとバンダはカカナカに生きるライオンの兄弟だ。大人になった彼らは、他の若いオスのように群れか
ら追い出されてしまう。ろくに狩りの仕方も分からないまま大自然に放り込まれた彼らは、毎日飢えに脅
かされ、他の群れのオスとの戦いで厳しい現実を知ることになる。しかし、そうした試練の中で兄弟は絆
を強めていく。果たして彼らは逆境に耐え、自分たちの王国を築くことができるのだろうか。群れを賭け
た戦いが今始まる。

強い絆で戦いに挑む兄弟ライオンは必見！

【日本初！】メーデー！１６：航空機事故の真実と真相

近年起きたあの航空機事故の真相とは･･･

悲劇的な事故が起こるたびに世界の注目が集まる航空機事故。いったい何が起きたのか？そしてなぜ起きたの
か？「メーデー！：航空機事故の真実と真相」では、二度と同じ過ちを犯さないために、実際に起きた悲劇的
な航空機事故の真相を解明してきた。その第1６シーズンとなる今作も、目撃者の証言に基づく忠実な再現ド
ラマ、最先端のCG、そして事故原因を突き止めた事故調査官のインタビューを交え歴史の真実に迫っていく。
2014年に起きたマレーシア航空機事故など計10話をお届けする。

【ナショジオ初！】Dr.K エキゾチック動物専門医 3

誰もがファンになってしまうDr.Kが帰って来た！

犬と猫以外のいわゆる"エキゾチック動物"の治療を専門とする「ブロワード エキゾチック動物病院」。獣医
師・ドクターＫはその確かな腕前と豊富な知識で、多種多様な動物たちのあらゆるケガや病気に対処する。今
シーズンも鳥、爬虫類、ウサギ、サル、そしてカンガルーなど珍しい動物たちが目白押しだ。お馴染みのティ
アレン先生はじめ、個性豊かなスタッフたちも大活躍。動物たちとスタッフの心温まるエピソードをお見逃し
なく。

6月1日(金)スタート
毎週金曜日
18:00～19:00

6月20日（水）22:00～23:00

6月15日（金） 毎週金曜日 22:00～23:00
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●編成表:6月第4週

June 2018
(ET) 月曜日 2018/06/18 火曜日 2018/06/19 水曜日 2018/06/20 木曜日 2018/06/21 金曜日 2018/06/22 土曜日 2018/06/23 日曜日 2018/06/24

11:00 あなたの知らない世界史２「

ニュートンの秘密の研究(HD)」(二)[初]

09:30  ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#1（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「レクサス

LFA（HD)」(二)[初]

16:00 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

（HD）」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「大

西洋の壁（HD）」(二)

21:00 解析！超自然現象２「ミステ

リーサークル（HD）」(二)

22:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「スターリング･モス現る（HD）」(二)

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」

(二)

25:00 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（HD）」(二)[初]

26:00 潜入！ボストン 爆弾テロ事件

捜査（HD）(字)

17:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）

(二)

18:00 UFO地球襲来の真実「日本航

空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

19:00 知られざるUFOの謎（HD)(二)

20:00 検証：UFO事件の新事実「小さ

なエイリアン（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「凶暴犬は手に負えない？

（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ヒツジと

格闘(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地帯

墜落事故(HD)」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「#9（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場「エイブラムス

戦車（HD)」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超

重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

04:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」

(字)

05:00 世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「トリノの聖骸布（HD）」

(字)[初]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（HD）」(二)

08:00 世界の巨大工場４「ポルシェ パ

ナメーラ(HD)」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#7

（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場２「イケア

（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「ジャ

ガー・ドラッグスター（HD）」(二)

22:00 【新】エアフォースワン:大統領専

用機の秘密（HD）(二)[初]

23:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍

巨大輸送機（HD）(字)

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（HD）」

(二)

25:00 世界の飛行機大図鑑（HD）

(二)

14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2

ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦「ワ

フー：日本軍の補給路を断て（HD）」

(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦（HD）」

(二)

17:00 密着! エル・ドラド空港警察「悲

しい運び屋（HD）」(二)

18:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わせ

の渓谷（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】

 中国と海洋文化「#2（HD）」(字)[初]

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「狩りの達人（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを襲

う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

12:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」

(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「幻の

護身用ピストル（HD）」(字)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト706

便（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「１時

間で修理せよ（HD）」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦（HD）」

(二)[初]

04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆

（HD）」(二)

05:00 アジア 恐怖伝説「日本編

（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「キング・アーサー（HD）」

(字)[初]07:00 スーパーカー大改造 2「マクラー

レン・P1（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場４「ハイネケン

(HD)」(二)[初]

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

（HD）」(二)

22:00 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

（HD）」(二)[初]

23:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「トランスアジア航空235便

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#2 タン航空3054便(HD)」

(二)

14:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択

（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世

代の為に（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物園

での大冒険(HD)」(二)[初]

18:00 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(HD)」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#5（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「プロパガンダ・マシーン（HD）」(二)[初]

11:30 密着! エル・ドラド空港警察「悲

しい運び屋（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「真珠湾攻撃（HD）」(二)[初]

05:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）

(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「野生児（ＨＤ）」(字)[初]

07:00 試験放送

08:00 【中国を知る】

 中国と海洋文化「#1（HD）」(字)

22:00 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（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン

マセラティ（HD）」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の

真実と真相「バリュージェット航空592

便（HD）」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「乗り

継ぎパニック（HD）」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「大量虐殺（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#2 セレンゲ

ティのサバイバー術(HD)」(二)[初]

18:00 因縁の対決：カバ vs ライオン

（HD）(字)[初]

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボル

ネオ：首狩り族とバーベキュー（HD）」

(二)[初]

21:00 世界の巨大工場４「BMW

X3(HD)」(二)[初]

11:30 密着! エル・ドラド空港警察「出

入国審査官たちの奮闘（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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２５

４便 （HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「エル・アル航空1862便

（HD）」(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の

谷（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地

に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「終わりなき地獄（HD）」

(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

05:00 知られざるUFOの謎

（HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「火星人（ＨＤ）」(字)[初]

07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦

（HD）(二)

08:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ

イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#4（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]

21:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(二)

22:00 【新】世界大自然紀行：ボツワ

ナのライオン兄弟（HD）(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「野生

界の無秩序（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアーズ

28便 (HD)」(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（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「大量

のヘロイン押収（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激化

する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#1 大人へ

の第一歩(HD)」(二)[初]

18:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦

（HD）(二)[初]

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 終戦への階段「ナチス　最後の

あがき（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]

11:30 密着! エル・ドラド空港警察「コ

カイン密輸の手口（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「クロスエア498便（HD）」

(二)[初]

15:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知

の領域（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「サッ

カーの神 来訪（HD）」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「美しき絵画の数奇な運命（HD）」(二)

04:00 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

（HD）」(二)

05:00 解析！超自然現象２「ミステ

リーサークル（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「悪霊（HD）」(字)[初]

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間５「巨大カジキの逆襲

（HD）」(二)

08:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ

イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#3（HD）」(二)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「小さ

なエイリアン（HD）」(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」

(字)[初]

22:00 戦場の記録「#4 戦友の絆

（HD）」(二)[初]

23:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前

編（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)

25:00 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

（HD）」(二)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌

（HD）」(二)

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過激

主義との戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#13 20世紀

初頭のレース工場(HD)」(二)[初]

18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間５「巨大カジキの逆襲

（HD）」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン

シュタイン「#2（HD）」(二)[初]

10:30 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

（HD）」(字)

11:30 密着! エル・ドラド空港警察「厳

重なセキュリティ（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)

14:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航空

708便(HD)」(二)[初]

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（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「緊急

着陸に備えよ（HD）」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争

へ（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌

（HD）」(二)[初]

05:00 消えたハイジャック犯の謎（HD）

(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「切り裂きジャック（ＨＤ）」

(字)[初]

07:00 最強のライオン軍団(HD)(二)

08:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「番外編:日本軍731部隊の謎（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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

（HD）」(二)[初]

20:00 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

（HD）」(二)[初]

21:00 生き抜け！原始生活２「断崖

絶壁の長距離走（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#7

（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#6 娘の来訪

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の

真実と真相「エメリー・ワールドワイド17

便（HD）」(二)

14:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」(二)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争

へ（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米軍

の指揮系統（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#12 バーモン

ト州の大理石工場(HD)」(二)[初]

18:00 最強のライオン軍団

(HD)(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

11:30 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

04:00 潜入！暗黒産業「闇社会の銃

（HD）」(二)[初]

05:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血寄

生昆虫(HD)」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を解

明せよ！～「最後の猿人（ＨＤ）」

(字)[初]07:00 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(HD)」

(字)

08:00 ナチスに残る都市伝説の真相

「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]
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ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー

UFOの噂と真相



性別年齢 職業

視聴者データ

・生活に余裕のある富裕層で、

・仕事での海外経験があり、

・ITへの情報感度も高く、

・自然環境にも関心が高い！

視聴者特性

20％以上が世帯年収1000万円以上あり

18％以上が仕事で海外に行った経験

約7割が地球の自然環境に強い関心あり

2人に1人がタブレット端末を所有

個人全体では約15％が1000万円以上あり。

個人全体では15％が経験あり。

個人全体では43％が関心あり。

個人全体では3人1人が所有

●NGC視聴者とは？：
視聴可能世帯数：6,639,024世帯（2018年3月現在）

Who’s watching?

50.3 49.7

77.5 22.5

男性 女性

5.2

1.4

男12-19才

12.2

8.2

男20-34才

16.1

21.9

男35-49才

16.8

46.0

男50-69才

5.2

*

女12-19才

11.6

2.1

女20-34才

15.5

13.2

女35-49才

17.4

7.1

女50-69才

0 50 100

個人全体

ジオグラ

男性 女性

(％)

ナショナル
ジオグラ
フィック

個人全体

男性が77％を占める！

経営者・自営業・専門職が22％

・大学を卒業している

・世帯年収

・経営者・管理職

・日常会話くらいは英語を話せる

・輸入自動車に関心がある

・外国ブランドが好き

・テレビの海外報道に関心がある

・テレビ視聴時間（日曜平均）

ナショジオ

36.6%

721万円

10.6%

27.1％

19.8％

13.8％

68.0％

231.8分

個人全体

29.7%

662万円

5.0％

18.5%

8.2％

9.4％

51.2%

166.3分

出典：MVP（Multichannel Viewers Profile report）2017ビデオリサーチ


