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※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！】ジェーン

野生チンパンジー研究の第一人者、ジェーン･グドール。まだ20代の彼女は素人同然の状態で、チンパンジー
研究のためタンザニアのゴンベへ向かう。忍耐強いフィールド調査の結果、野生のチンパンジーが道具を使う
ことなど、次々に画期的な発見をした。2014年に見つかった未公開映像を使い、若き日のジェーン･グドール
の研究の様子や暮らしぶりを伝える。撮影したのは、野生動物カメラマンであり夫でもあったヒューゴ。
第70回エミー賞では、演出監督賞ノンフィクション部門&撮影賞ノンフィクション部門の2部門を受賞！

霊長類学者ジェーン。若き日の美しく活気に満ちた彼女の姿が蘇る。

【ナショジオ初！】世界大自然紀行：スコットランド 第二章

厳しさを生き抜くいのちの美しさ。

スコットランドの北部に広がる山地、ハイランド地方。4つの季節はいずれも厳しく、生命が容易に生きてい
けるような環境ではない。しかしその厳しさを逆手に取り自らの武器とすることで、荒野に住み着いた動物や
人間たちがいるという。季節が移り変わる中、過酷な大自然を強くたくましく生き抜く生命の姿が、魅惑的な
地形や絵画のように幻想的な海の景色と共に美しく描かれる。

12月27日(木)スタート 毎週木曜日 22:00～23:00

【日本初！】ジェーン・グドールと救う楽園の島

楽園を維持し、保護していくことは大変な仕事である。タンザニア沖に存在するある3つの島において、注目
に値する素晴らしい人々が多大な努力を行っており、島はその恩恵を受けている。3つのそれぞれ異なるプロ
ジェクトがあり、カメの孵化、珊瑚の保護、次世代への教育に焦点を当てている。一流の霊長類学者であり、
自然保護の活動を行うジェーン・グドール氏と共に、実践的な海洋保護をテーマに取り組み、楽園の島を救お
う。

今のジェーンは、自然環境に愛を注ぐ。
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＜二ヶ国語版＞12月3日(月)22:00～24:00
＜字幕版＞12月9日(日)17:00～19:00

12月番組ハイライト 自然の愛し方を、ジェーンが教えてくれる。

＜二ヶ国語版＞12月2日(日)22:00～23:00
＜字幕版＞ 12月15日(土)9:30～10:30



12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！】ナスカの地上絵：古代の秘密

ナスカの地上絵は誰が何のために作ったのか？その謎を解くため、探検家ルイ･ジェイミー･カスティーヨ･
バターズ博士はドローン撮影、考古学者クリスティーナ･コンリー博士と生物考古学者ミシェル･ブゾン博
士は首のない遺体の発掘、考古学者エルサ･トマスト･カヒガオは頭蓋骨の分析、地形学者ベアンハード･ア
イテル博士は土壌調査、考古学者ジュゼッピ・オレフィーチ博士と考古学者ジョニー・イスラは宗教考察
をする。

ナスカの地上絵に、あらゆる手段で学者が挑む。

【日本初！】潜入！北朝鮮：約束の行方

あの会談の後、いまの北朝鮮の実際とは。

2018年6月12日(火)にシンガポールで行われた米朝首脳会談。北朝鮮の最高指導者（金正恩氏）とアメリカ
の大統領（ドナルド・トランプ氏）が初めて握手を交わした歴史的に重要な瞬間であった。この歴史的会談後
の世界情勢などについて、実際に北朝鮮を訪れた有識者達のインタビューと彼らの語る逸話と共に振り返りる。

【日本初！】ヘロデ王：隠された王墓の謎

これは悪王の墓か、否か？

2006年、考古学者エフド・ネツェルが、紀元前にユダヤを治めたヘロデ王のものと思われる墓を発見した。
聖書の残虐な悪役として知られるヘロデ王の墓の発見は、イスラエルにおける極めて重要な考古学的発見とし
て世界の注目を集めた。そしてその後、ネツェル教授の志を継ぐ研究チームが主張を守るなか、発掘品の新た
な解釈などから「見つかったのはヘロデ王の墓ではない」とする声も上がっており、発掘調査が続いている。

12月22日(土)20:00～21:00

12月29日(土)20:00～21:00

12月26日(水)22:00～23:00
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好奇心を刺激する、世界の秘密に挑む番組多数！



●編成表:12月第2週

December 2018
(ET) 月曜日 2018/12/03 火曜日 2018/12/04 水曜日 2018/12/05 木曜日 2018/12/06 金曜日 2018/12/07 土曜日 2018/12/08 日曜日 2018/12/09

27:00 モンスター・フィッシュを探せ！「危

険な巨大淡水エイ（ＨＤ）」(二)[初]

22:00 オランウータン 最後の楽園（HD）

(二)[初]

23:00 古代魚シーラカンスの再来

(HD)(二)[初]

24:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ

（HD）(二)[初]

25:00 モンスター・フィッシュを探せ！「モ

ンゴルの巨大マス！（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 モンスター・フィッシュを探せ！「絶

滅寸前！ノコギリエイ（ＨＤ）」(二)[初]

21:00 密着！ゴリラのファミリー

(HD)(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車事

故(HD)」(字)[初]

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（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「テスラ・モデ

ルS（HD)」(二)[初]

16:00 スーパーカー大改造「ベントレー・

ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

17:00 【ナショジオ サンデー ストーリー】

ジェーン（HD）(字)[初]

19:00 人間とチンパンジー：DNA２％の

相違（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅 総

集編「山々を抱く国立公園（HD）」

(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#1 竜

巻警報発令！(HD)」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#2 見

習い獣医の奮闘記(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

04:00 レスキュー！海難救助隊２「海

岸線の危機(HD)」(二)[初]

05:00 レスキュー！海難救助隊２「座

礁船救出プロジェクト(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 永遠の地球「#2 願いの海

（HD）」(字)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5「冒

険と安全のはざま（HD）」(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5「大

きな賭け（HD）」(二)[初]

22:00 マヤ文明　密林に隠された真実

（HD）(字)[初]

23:00 アジア 恐怖伝説「台湾編

（HD）」(字)[初]

24:00 仰天！海の底まる見え検証「地

中海に眠る古代世界（HD）」(二)

25:00 レスキュー！海難救助隊２「台

風の恐怖(HD)」(二)[初]

26:00 レスキュー！海難救助隊２「惨

劇ゾーン(HD)」(二)[初]

27:00 レスキュー！海難救助隊２「有

毒物質の脅威(HD)」(二)[初]

17:30 客家ロマンチック街道の旅「#1

（HD）」(字)

18:00 客家ロマンチック街道の旅「#2

（HD）」(字)

18:30 客家ロマンチック街道の旅「#3

（HD）」(字)

19:00  【中国を知る】

カンフー・モーション「京劇 孫悟空

（HD）」(字)[初]

20:00  【新】検証！古代建造物の謎

（HD）(二)[初]

21:00 謎の古代文明　猿神王国を求

めて（HD）(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「神戸を襲った

大震災(HD)」(字)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#2 不運の先に待つ奇跡（Ｈ

Ｄ）」(二)

15:00 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)[初]

16:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」(二)[初]

17:00 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空機

事故(HD)」(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー２「禁じられた厄介者（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜を

再現せよ(HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物界の意外なお友達 3「サ

ファリパークの可愛い友情（HD）」

(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 4「ミニ

チュアホースの意外なお友達（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#8 チョークス･オーシャン･エア

ウェイズ101便 (HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発

事故」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「ギャ

ングが愛したウィンチェスター（HD）」

(字)[初]27:30 歴史に残る武器・軍用品「貴族

の銃（HD）」(字)[初]

04:00 歴史に残る武器・軍用品「特殊

任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)[初]04:30 歴史に残る武器・軍用品「ナイ

トホーク（HD）」(字)[初]

05:00 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 永遠の地球「#1 エコ・メキシコ

（HD）」(字)[初]

07:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー２「問題犬コンビ（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「ドイツ軍の撤退（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「ポルシェ

911（HD)」(二)[初]

21:00 レンジローバー ヴェラール：ザ・メ

イキング（HD）(字)[初]

22:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「ステライル・コックピット・ルール（HD）」

(二)[初]

23:00 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)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

14:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「禁輸品の隠し場所（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発

(HD)」(字)[初]

16:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍

巨大輸送機（HD）(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコの

ガス爆発(HD)」(字)[初]

18:00 終わらない社会問題：ヘロイン

（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「#3 未知

の領域（HD）」(二)[初]

11:30 豪華絢爛！ドバイの巨大競馬

場(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「最新の密輸トリック（HD）」(字)

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

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#7 エールアンテール148便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原

発事故」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]

04:00 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空飛

ぶトナカイ(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 客家ロマンチック街道の旅「#3

（HD）」(字)

07:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺の

暗殺者（HD）」(二)[初]

08:00  【中国を知る】

カンフー・モーション「人間ジャグリング

（HD）」(字)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)[初]

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「イッター城の戦い（HD）」(字)[初]

21:00 アメリカ：エヴァグレーズ国立公園

（HD）(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅 総

集編「色彩豊かな風景（HD）」

(二)[初]

23:00 生き抜け！原始生活 総集編

「クロコダイル・ハンター（HD）」(二)[初]

23:30 生き抜け！原始生活 総集編

「極寒の旅（HD）」(二)[初]

14:00 潜入！暗黒産業「闇社会の

銃」特別版(HD)(日)

15:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」

(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ

戦うのか？（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「TWA800便の

事故原因(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「119歳 奇跡の

ランナー（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌

（HD）」(二)[初]

11:30 恐怖！地上1200Mの展望台

（ＨＤ）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 潜入！メキシコの麻薬抗争

（HD）(二)

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「禁輸品の隠し場所（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶滅

した猛獣の復活(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 客家ロマンチック街道の旅「#2

（HD）」(字)

07:00 恐るべき野生の殺し屋「残虐生

物（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#2 コカインと宿る命（HD）」

(二)[初]

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初]

23:00 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)[初]

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)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#2 不運の先に待つ奇跡（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列車

事故」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「最新の密輸トリック（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 客家ロマンチック街道の旅「#3

（HD）」(字)

18:00 エクスプローラー「アフガニスタン

男装する少女たち（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)[初]

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「若きナチスの猛攻（HD）」(字)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「総統大本営（HD）」(二)[初]

11:30 巨大建造物：究極の鉄道

(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「悪夢からの解放（HD）」(二)

14:00 第一次世界大戦 アメリカ参戦

の真実（HD）(二)

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト

ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(二)[初]

27:00 潜入！メキシコの麻薬抗争

（HD）(二)[初]

04:00 潜入！暗黒産業「闇社会の

銃」特別版(HD)(日)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニの

大量死(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 客家ロマンチック街道の旅「#1

（HD）」(字)

07:00 恐るべき野生の殺し屋「動物界

の忍ぶ者（HD）」(二)[初]

08:00 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)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争

へ（HD）」(二)[初]

21:00 コスモス:時空と宇宙「太陽の姉

妹（HD）」(二)[初]

22:00 仰天！海の底まる見え検証「地

中海に眠る古代世界（HD）」(二)[初]

23:00 アルカトラズに秘められた謎

（HD）(二)[初]

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)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列

車事故」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差

する想い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 客家ロマンチック街道の旅「#2

（HD）」(字)

18:00 エクスプローラー「南極の古火山

に隠された謎（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「ヒトラーの巨大鉄道網（HD）」

(二)[初]

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「死の森（HD）」(字)[初]

10:30 戦場の記録「#6 爆発物を踏ん

だ兵士（HD）」(二)[初]

11:30 エアバスＡ３８０：世界最大の旅

客機（ＨＤ）(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン

の戦い「世紀の激戦（HD）」(二)[初]

14:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン

の戦い「必死の守り（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工

場爆発事故」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・

フェリー火災」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「悪夢からの解放（HD）」

(二)[初]

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参戦

の真実（HD）(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空から

降る魚(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#10

もうひとつのタージ・マハル(HD)」

(二)[初]07:00 恐るべき野生の殺し屋「楽園の

危険生物（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「運命

の日（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「北極圏の守り（HD）」(二)[初]

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「ナチスの要塞（HD）」(字)[初]

21:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の舞

台裏（HD）(二)[初]

22:00  【新】ジェーン（HD）(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

14:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「最終章（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の

大噴火」(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 客家ロマンチック街道の旅「#1

（HD）」(字)

18:00 エクスプローラー「元ＣＩＡ捜査官

が語る"秘密の武器"（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「事故か陰謀か（HD）」(二)[初]

10:30 戦場の記録「#5 ルールなき戦

闘（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「マック・トラッ

クス(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「森の厄介者（HD）」(字)[初]

04:00 密着！ニューヨーク市警 テロ対

策特殊部隊（HD）(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 クルー

ガー国立公園の殺人鬼(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#9

偉大な軍司令官サラディン(HD)」

(二)[初]07:00 恐るべき野生の殺し屋「変幻自

在のトランスフォーマー（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「テス

トを成功させろ（HD）」(二)[初]

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

【宇宙アワー】
世界遺産

類人猿の世界



11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！】ジャッキー･チェンのリサイクル大作戦

アクション映画界の重鎮、ジャッキー･チェン。100本以上の作品に出演してきたが、撮影現場で大量に出るゴ
ミの問題に、怒りと自責の念を感じていた。償いとして、環境技術の専門家アーサー･ホワンに協力を仰ぎ、リ
サイクル計画を立ち上げる。移動可能な工場を造り、あらゆる場所でゴミから価値あるものを製造しようとい
うのだ。電力のない辺地でも実現するのか？青海チベット高原の人々と触れ合いながら、過酷な環境での実験
が始まる。

必見！ジャッキーが奇想天外な実験に取り組む！

ジャッキー･チェンが、環境技術専門家アーサー･ホワンとゴミ問題の新たな解決策を提案！

November 2018

11月1日(木)22:00～23:00

【日本初！】密着！ある少女の顔面移植手術

2014年に自殺に失敗したケイティ・スターブルフィールドは、全米史上最も若い年齢(当時21歳)で顔面
移植手術を受けた。ナショナル ジオグラフィックはケイティ、彼女の家族、そして担当医たちに密着。
2017年に行われ、31時間にも及んだ顔面移植手術までの道のりを紹介。そこに見えてくる、希望、愛情、
そして現代医学の発展とは。

命の代わりに顔を失った少女が、新しい顔を贈られるまで。

【字幕版初放送！】特集：世界遺産

美しきものと、それを守るものたちがいる。

世界遺産は、世界中の人々の共有の財産であり、次世代へと残さなければならない宝でもある。そんな世界遺
産の、それぞれの歴史や特徴を紹介していく。遺跡などの歴史的建造物だけでなく、珊瑚礁など自然物まで、
それらの美と、抱える問題に迫る。今回は、日本の富士山も登場！
#9 インドネシア：ボロブドゥル #10 グレート・バリア・リーフ #11 ヴェルサイユ宮殿
#12 カンボジア：アンコールワット #13 日本:富士山

11月26日(月)22:00～22:30

毎週木曜日 21:00～22:00



11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。

人類が初めて太陽に触れた瞬間に、刮目せよ！

【日本初！】生き抜け！原始生活 総集編

サバイバル・インストラクターのヘイゼン・オーデルが、世界屈指の未開の地を訪れるシリーズ。先住民
族と寝食を共にし、部族に古くから伝わるサバイバル術を学んだヘイゼンが自らの知識、体力、能力の限
界に挑戦する。今シリーズはシーズン1の短縮版。パプアニューギニアの熱帯雨林、パナマのダリエン
ギャップ、北極圏、東南アジア、タンザニアの活火山、西太平洋、ヒマラヤ山脈のふもと、サハラ砂漠な
ど過酷な土地を訪れる。

自然とともに生きる人々と、真の人間らしい生活を！！

【日本初！】アメリカ～国立公園を巡る旅 総集編

春夏秋冬、山や水。アメリカの自然と生きものの姿。

ヨセミテ、グランド･キャニオン、イエローストーン、グレート･スモーキー山脈、北極圏の扉など、アメリカ
には世界に誇る国立公園が多数存在する。そこには、それぞれの環境に適応して、たくましく生きる動物たち
がいる。厳しさに満ちた大自然の中で暮らす動物たちは、時に美しく、時に残酷だ。総集編のこのシリーズで
は、アメリカの大自然の驚異を改めて感じることができるだろう。

【日本初！】ミッション・トゥ・ザ・サン

太陽まで手を伸ばしてタッチ！太陽の謎解明に取り組むNASAの舞台裏を紹介！

NASAは2018年8月12日(現地時間)、太陽の周りにある高温のコロナを調べる無人探査機「パーカー・ソー
ラー・プローブ」を打ち上げた。太陽の周りを楕円軌道で回りながら近づき、2018年11月に太陽に到達する
計画だ。その後は太陽上空に広がる大気層のコロナ(100万度の高温にも及ぶ)の中を飛行しながら7年間の観
測をする。人類が歴史上初めて“太陽に触れる”瞬間とNASAの舞台裏を紹介する。

11月11日(日)17:00～18:00

11月29日(木)スタート毎週木曜日
23:00～24:00 *2話連続放送

11月8日(木)スタート 毎週木曜日
22:00～23:00 

November 2018



●編成表:11月第4週

November 2018
(ET) 月曜日 2018/11/19 火曜日 2018/11/20 水曜日 2018/11/21 木曜日 2018/11/22 金曜日 2018/11/23 土曜日 2018/11/24 日曜日 2018/11/25

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 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]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「ノ

アの大洪水(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史「#12 リ

ンカーン暗殺の黒幕（HD）」(二)[初]

07:00 究極の捕食者：トップ・キャット

（HD）(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「ド

ローン侵入（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「コックピットの殺人者（HD）」(二)

10:30 武器コレクター「#4 銃撃特訓

(HD)」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「アストンマー

ティン(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「受け継がれる知恵（HD）」

(字)[初]

14:00 アウトロー・アイランド～隔絶され

た町「長き道のり（HD）」(字)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落

事故（HD）」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「永遠の指導者

金日成（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック沈

没事故(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「遺伝子疾患研

究の光明（HD）」(字)[初]

19:00 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)[初]

20:00 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)[初]

21:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人（HD）

(二)

22:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘ル

ポ ３「#5 終わりなき挑戦 アメリカ(HD)」

(二)[初]

23:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ

ル・ウェアが見た世界「ファッションウィーク

戦争（HD）」(字)[初]

24:00 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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#2 サンダーストーム」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目の

原子爆弾（HD)」(二)[初]

27:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱走

計画（HD）(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

「ジャンヌ・ダルクの謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史「#13

美しすぎるクレオパトラ(HD)」(二)[初]

07:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）

(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「71

人の怒れる乗客（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

10:30 武器コレクター「#5 一撃必殺

(HD)」(二)[初]

11:30 素晴らしき空港都市：桃園市

（HD）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」(二)

14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没

事故（HD）」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「冷酷な指導者

サッダーム･フセイン（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「ミュンヘンオリン

ピック事件(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐキ

リストの墓（HD）」(字)[初]

19:00 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)[初]

20:00 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)[初]

21:00 コスモス:時空と宇宙「より深い世

界へ（HD）」(二)[初]

22:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（HD）」(二)[初]

23:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3 戸

惑いの選択（HD）」(字)[初]

24:00 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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#1 ハドソン川の奇跡(HD)」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカイ

ウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)[初]

04:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー

特別版（HD）(日)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２

「アーサー王と伝説の剣(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#1

シッティング・ブルは戦いのリーダー？

(HD)」(二)[初]07:00 イエネコ：野生の光（HD）

(二)[初]

08:00 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)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)[初]

10:30 武器コレクター「#6 飛び交う弾

丸(HD)」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場「アパッチ・ヘリ

コプター（HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)

14:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱走

計画（HD）(二)

15:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン

ピック事件（HD）」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「独裁の先駆者

ベニート・ムッソリーニ（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事

故(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「負の遺産 苦悩

するラオス（HD）」(字)[初]

19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「若きナチスの猛攻（HD）」(字)[初]

20:00 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)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超

重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

22:00 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)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベ

ルリン防衛網（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！１１：航空機事故の

真実と真相「カンタス航空32便（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「アムス

テルダム航空機事故（HD）」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「隠れ家 急襲作戦（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モントー

クの怪物(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#2

海賊キャプテン・キッドは無罪？(HD)」

(二)[初]07:00 ネコ：知られざる生態（HD）

(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「生か

死か（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

10:30 武器コレクター「#7 腕の見せ所

(HD)」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場「エイブラムス

戦車（HD)」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)

14:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー

特別版（HD）(日)

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故

（HD）」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「スペイン内戦の

覇者 フランコ将軍（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「ポトマック川墜

落事故(HD)」(字)[初]

18:00 ジーニアス：ピカソ「第十話

（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの秘密兵器（HD）」

(字)[初]

20:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」

(二)[初]

21:00 カンボジア：アンコールワット（HD）

(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅 総

集編「山々を抱く国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 世界大自然紀行：フロリダ「海

辺の生物（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42（HD）」(二)[初]

25:00 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)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロリ

ダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 独

ソ戦「ドイツ軍の撤退（HD）」(二)[初]

04:00 1917年 ロシアを変えた２つの革

命（HD）(二)

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサス

の巨大なクモの巣(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#3

アラビアのロレンスはペテン師？(HD)」

(二)[初]07:00 ネコ科最強決定戦（HD）

(二)[初]

08:00  【中国を知る】

カンフー・モーション「伝統劇の妙技

（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#6 太平洋上空でのパニック

（HD）」(二)[初]

10:30 武器コレクター「#8 南北戦争の

拳銃(HD)」(二)[初]

11:30 メガブリッジ「デンマーク→スウェー

デン（ＨＤ）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「カリブ海での水際作戦（HD）」(字)

14:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「隠れ家 急襲作戦（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー

マーケット崩壊」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「諜報の策士 マ

ヌエル･ノリエガ（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落の

謎(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「日本の人口減

少問題（HD）」(字)[初]

19:00 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)[初]

20:00 世界の巨大工場７「パガーニ

（HD)」(二)[初]

21:00 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)[初]

22:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「見えない手がかり（HD）」(二)[初]

23:00 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)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真

実と真相「#4 USエアー1493便 (HD)」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「キング

ス・クロス地下鉄火災（HD）」(二)[初]

27:00 歴史に残る武器・軍用品「海に

沈んだお宝（HD）」(字)[初]

27:30 歴史に残る武器・軍用品「海賊

の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

04:00 歴史に残る武器・軍用品「銃に

隠された意外な真相（HD）」(字)[初]

04:30 歴史に残る武器・軍用品「18

世紀の上下二連ピストル（HD）」

(字)[初]05:00 素晴らしき空港都市：桃園市

（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#17 人間ボウリングの

法則（HD）」(二)

07:00 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]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「襲いかかる犬たち（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 CSI：恐竜科学捜査班「ティラノ

サウルス 驚異の回復力(HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物界の意外なお友達 3「犬と

坊やのお昼寝日記（HD）」(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 3「ヒー

ローキャット（HD）」(二)[初]

23:00 アジア 恐怖伝説「日本編

（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 バ科学5「#19 タンデム自転車

の法則（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#3 機内炎上（HD）」(二)

15:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)

16:00 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)

17:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#6 太平洋上空でのパニック

（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

18:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】

カンフー・モーション「獅子舞（HD）」

(字)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「三

角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

21:00 検証：UFO事件の新事実「家

畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

22:00 検証：UFO事件の新事実「アリ

ゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

13:30 バ科学5「#20 ポールダンスの法

則（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「レクサス

LFA（HD)」(二)[初]

16:00 スーパーカー大改造「ロールス・ロ

イス・シルバーシャドー（HD）」(二)[初]

17:00 始皇帝陵の暴かれた真実

（HD）(字)[初]

24:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（HD）」(二)

25:00 21世紀の最新鋭艦

(HD)(二)[初]

27:00 潜入！グアンタナモ基地（ＨＤ）

(字)[初]

04:00 <引き続き>潜入！グアンタナモ

基地（ＨＤ）(字)

05:00 タイタニックと米海軍極秘任務

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学5「#18 アイスクロス・ダウ

ンヒルの法則（HD）」(二)

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5「失

墜した威信（HD）」(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5「乗

組員募集中（HD）」(二)[初]

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)[初]

19:00 マヤ文明　密林に隠された真実

（HD）(字)[初]

09:30 アメリカ～国立公園を巡る旅 総

集編「命の営み（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドクター・

ポールの１日(HD)」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ウシを

襲った一大事(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

22:00 巨獣の涙（HD）(二)[初]

23:00 モンスター・フィッシュを探せ！３

「東南アジアのジョーズ(HD)」(二)[初]

24:00 モンスター・フィッシュを探せ！３

「300キロ級のコイ(HD)」(二)[初]

25:00 モンスター・フィッシュを探せ！４

「川の巨大サメ（HD）」(二)[初]

26:00 モンスター・フィッシュを探せ！４

「世界最大の淡水魚（HD）」(二)[初]

20:00 地球の巨大生物TOP10（HD）

(二)[初]

27:00 モンスター・フィッシュを探せ！４

「アマゾンの電気ウナギ（HD）」(二)[初]

世界遺産
【宇宙アワー】



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：6,652,178世帯（2018年8月末現在）

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


