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3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！】プロアングラーの世界釣り巡業！

プロアングラーのマイク・アイコネリがさまざまな都市を訪れ、釣りに挑戦。釣りを通じて、それぞれの都市
とそこに生息する魚の意外な関係性を明らかにしていく。都市での釣りに対するあなたの常識は覆されるだろ
う。舞台は都市部の池、川、運河と多岐に渡る。お目当ての魚を釣れるのは、マイクだけ、収穫は毎回予想以
上だ。地元の住民や各地の旧友の力を借り、都市ならではの場所に潜む魚を追う。すべてはそれぞれの都市で
伝説の魚を釣り上げるために。

大自然の美しさを実感する番組が続々登場！

都市で釣り？！伝説の魚を狙うプロアングラーが常識を覆す！

March 2019

3月21日(木)スタート
毎週木曜日 22:00～23:00

【日本初！】オカバンゴ・デルタ 恵みの洪水

アフリカ南部のカラハリ砂漠に位置するオカバンゴ・デルタ。毎年の大洪水による水の満ち引きが命の源
をもたらしている、世界有数の野生生物の楽園だ。水中カメラマンのブラッドと、ナショジオのエミー賞
ノミネート作品「サベージ・キングダム」製作チームがタッグを組み、ダイナミックに変容し続けるオカ
バンゴ・デルタに密着。多種多様な生き物たちが織り成す壮大なドラマを、息をのむような美しい映像と
ともに紹介する。

毎年の大洪水がもたらすダイナミックな自然の変容の美しさ。

【日本初！】アメリカの絶景：野生への旅

アメリカには、まだ知られていない場所がある。

自然の激しい力によるスリルや型にはまらない感動を求め、野生に満ちあふれた地域を巡る。有名かつ研究対
象でもあるグランドキャニオン、デスバレー、グレーシャー国立公園などは、これまでさまざまな場所を探索
されてきたが、知られていない場所がある。誰も見たこともなければ足を踏み入れたこともない、秘密の泉が
乾きを癒やす砂漠、細い川が岩を切り開いてできた峡谷、古代の島々など、ガイドブックには載らない土地を
旅する。

3月7日(木)スタート
毎週木曜日 22:00～23:00

3月21日(木)スタート
毎週木曜日 23:00 ～24:00



3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。

ナショジオが誘う夜空の向こう。宇宙特集始まる！

サンデー ストーリー：国際女性デー

世界経済フォーラム(WEF)が発表した世界各国の男女平等の度合いを示す2018年版「ジェンダー・ギャッ
プ指数」で日本は、調査対象149カ国のうち110位とされた。この結果日本は主要7カ国（G7）で最下位
で、あることも示された。ナショジオでは2019年の国際女性デー直前の日曜日に独自の生きる道を選び、
切り開いた女性たちを紹介する。番組内で彼女たちが赤裸々に語る自らの体験談にも注目して欲しい。
・アンダーカバー・エンジェル 17:00～19:00 *2話厳選連続放送
・ジェーン 19:00～21:00 ・ダイアナ妃の告白 21:00～23:00

毎年3月8日は国連が定めた国際女性デー。

【日本初】麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃走

麻薬王エル・チャポの再逮捕劇

2016年1月、メキシコの麻薬組織シナロア･カルテルの首領ホアキン･グスマン、通称エル･チャポが再び身柄
を拘束された。1993年の逮捕後、2001年に刑務所から脱走して2014年に拘束されたが、2015年にまたもや
脱獄をしたのだ。闇の世界を牛耳るエル･チャポは、フォーブス誌の世界長者番付に入るほどの財産を築いた。
アメリカとメキシコ両国によるグスマン再逮捕までの道のりをたどった。

3月4日(月)22:00～23:00

3月3日(日)17:00～23:00
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【特集】スターストラック 夜空の向こうへ

2019年、ナショジオが指差す夜空を見上げよう

2019年7月、人類がアポロ計画で月面に降り立ってから50年を迎えます。ナショジオではこの記念すべき年
に、“スターストラック夜空の向こうへ”と題した宇宙特集を展開。これから夏に向けて、「マーズ 火星移住
計画」など宇宙への興味を掻き立てる番組を毎週火曜午後10時～続々放送します。2019年、ナショジオは夜
空の向こうに広がる無限の宇宙に迫ります。
・マーズ 火星移住計画 2 22:00～23:00 ・宇宙の奇石 23:00～24:00 ほか

毎週(火)22:00～24:00



●編成表:3月第2週

March 2019
(ET) 月曜日 2019/03/04 火曜日 2019/03/05 水曜日 2019/03/06 木曜日 2019/03/07 金曜日 2019/03/08 土曜日 2019/03/09 日曜日 2019/03/10

26:00 モンスター・フィッシュを探せ！２

「タイの楽園(HD)」(二)[初]

27:00 モンスター・フィッシュを探せ！２

「ナマズ・エイリアン(HD)」(二)[初]

20:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「真珠湾攻撃（HD）」(二)[初]

21:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「上陸作戦（HD）」(二)[初]

22:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「原爆投下（HD）」(二)[初]

23:00 モンスター・フィッシュを探せ！２

「川の侵略者(HD)」(二)[初]

24:00 モンスター・フィッシュを探せ！２

「鋭い歯を持つアリゲーターガー(HD)」

(二)[初]

25:00 モンスター・フィッシュを探せ！２

「アマゾンの恐怖(HD)」(二)[初]

14:00 スーパーカー大改造「アウディ・

A8（HD）」(二)[初]

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「スターリング･モス現る（HD）」

(二)[初]

16:00 密着！真冬のカーレスキュー「船

上の故障トラック（HD）」(字)

17:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻

（HD）」(二)[初]

18:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」

(二)[初]

19:00 黙示録：カラーで見る第二次世

界大戦「大量虐殺（HD）」(二)[初]

09:30 世界大自然紀行：オーストラリア

「ウォンバットの王国（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５「犬の歯

医者さん（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター５「倒れた

アルパカ（HD）」(二)[初]

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)

25:00 囚われし者たち～戦火の絆「ブ

ラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]

26:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ

ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「撃

墜されたステルス戦闘機（HD）」

(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆

「たった一人の帰還兵（HD）」(字)[初]

05:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄からの生還（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「アメリカ:エヴァグレーズ

国立公園（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#7

王者の弱点（HD）」(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7「#8

ピンチをチャンスに（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00　【中国を知る】

文化遺産を訪ねて「見知らぬ場所

（HD）」(字)[初]

20:00 生贄になったミイラの謎（HD）

(二)[初]

21:00 アンガ族：燻製ミイラの謎（HD）

(二)[初]

22:00 黒人ファラオ：異端の王の謎

（HD）(二)[初]

23:00 検証：UFO事件の新事実「三

角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

24:00 検証：UFO事件の新事実「家

畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「高速道路への

墜落(HD)」(字)

14:00 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（HD）」(二)[初]

15:00 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)[初]

16:00 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]

17:00 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

18:00 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)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界最強のプレデター「プレデ

ター・ウエポン(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 4「ライ

オンとトラの共同生活（HD）」(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 4「犬と

アライグマの友情（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「特殊山岳部隊ブラックデビル

（HD）」(二)[初]

05:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱走

計画（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「日本:富士山（HD）」

(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「チワワたちの大騒動（HD）」(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「無駄吠えの原因（HD）」(字)[初]

22:00 密着！真冬のカーレスキュー「船

上の故障トラック（HD）」(字)[初]

23:00 Ｘプライズ：超低燃費車コンテス

ト(HD)(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「人的要因（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン

ピック事件（HD）」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作

戦「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー

部隊（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜

落事故(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「ピエロは人気者

か嫌われ者か（HD）」(字)[初]

19:00 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（HD）」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場２「ロールス・ロ

イス　ファントム（HD）」(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画 2「第五

話 パワープレイ（HD）」(字)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「苦悩と決断（HD）」(字)

14:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「パリ解放（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ号

の火災」(二)[初]

16:00 完璧な武器はどれだ！「殺しの

ドレス」(二)[初]

27:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前

編（HD）」(二)[初]

04:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後

編（HD）」(二)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「空飛ぶト

ナカイ(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ベンチプレスの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツアー

の裏側「ワニ捕獲大作戦（HD）」

(二)[初]

08:00 【中国を知る】文化遺産を訪ね

て「未知への探求（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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

（HD）」(二)[初]

10:30 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)[初]

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生「ラ

イオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

22:00 【新】 オカバンゴ・デルタ 恵みの

洪水「奇跡のオアシス（HD）」(二)[初]

23:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大河

の命（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「火炎地獄（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)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没

事故（HD）」(二)[初]

16:00 完璧な武器はどれだ！「バトル・

ブレイド」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子力

潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「インド 同性愛

が禁じられた国（HD）」(字)[初]

19:00 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（HD）」

(二)[初]

20:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）

(字)[初]

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)[初]

11:30 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 海底に沈む第二次世界大戦の

真実（HD）(字)[初]

14:00 仰天！海の底まる見え検証「ナ

チスの秘密兵器（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガ

ス爆発（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落

事故（HD）」(二)[初]

27:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]

04:00 カラーで見るノルマンディー上陸

作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「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 バ科学2「スケートボードの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツアー

の裏側「バックパッカーの要望（HD）」

(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港「遅れを

回避せよ（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」

(二)[初]

20:00 ヒトラーの教皇　闇の真実（HD）

(二)[初]

22:00 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]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「大

西洋の壁（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 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)[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)

16:00 完璧な武器はどれだ！「投石と

矢」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「高速道路への

墜落(HD)」(字)[初]

18:00 エクスプローラー「社会から消える

日本人（HD）」(字)[初]

15:00 インフォメーション (日)

15:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア号、

最後の飛行(HD)」(字)[初]

26:00  休止

04:00 休止

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツアー

の裏側「リバー・サファリに挑戦！

（HD）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港「第一

関門：運用テスト（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)[初]

10:30 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]

11:30 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)[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)

20:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密

（HD）(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画 2「第四

話 感染（HD）」(二)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画 2「第五

話 パワープレイ（HD）」(二)[初]

23:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」

(二)[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)[初]

25:00 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)[初]

15:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テ

ロ」(二)[初]

16:00 完璧な武器はどれだ！「包囲攻

撃」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地帯

墜落事故(HD)」(字)

18:00 エクスプローラー「オクラホマの家

畜泥棒（HD）」(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2

「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

09:30 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]

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)[初]

11:30 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）

(二)

14:00 日本軍への残虐な戦犯

(HD)(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地

の爆発炎上(HD)」(二)[初]

27:00 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]

04:00 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]

05:00 怪奇現象Ｘファイル 2「空から降

る魚(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「コーナリングの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 肉食動物の惑星「キングベアー

（ＨＤ）」(二)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港「世界ナ

ンバーワン空港を目指せ！（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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]

20:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の復

活計画～（HD）(字)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「東

シナ海に眠る巨大戦艦（HD）」

(二)[初]

22:00 【新】麻薬王エル･チャポ：脱獄と

逃走（HD）(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「母の形見のランドローバー（HD）」

(二)[初]

24:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#5 計器異常」(二)[初]

14:00 解体！F-4ファントム戦闘機

(HD)(二)

15:00 衝撃の瞬間３「シンガポールのホ

テル倒壊事故」(二)[初]

16:00 完璧な武器はどれだ！「銃撃

戦」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「アムステルダム

航空機事故(HD)」(字)

18:00 マーズ 火星移住計画 2「第四

話 感染（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場５「LEGOブロッ

ク(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 リーサル・アクション 終わり無き戦

い（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 怪奇現象Ｘファイル 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 バ科学2「ロックスターの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

08:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警

察「#8 麻薬取締官の苦悩（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

振り返る第二次世界大戦

スターストラック 夜空の向こうへ



※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！】マーズ 火星移住計画 2

火星ー西暦2042年。第1の火星移住クルーはコロニーでの生活に順応し、さらなる研究を進めるべく模索して
いた。しかし民間企業の新たなる人員が到着すると資源をめぐる対立など、違う目的を持った相手との共存の
難しさが浮き彫りとなる。現代の宇宙開発を語るドキュメンタリーパートでは火星移住に向けた課題、宇宙開
発と地球環境汚染の対比などを紐解いていく。
波瀾の展開と映画仕様の視覚効果の近未来ドラマ部分。今の地球や宇宙開発の問題点を有識者や研究社のイン
タビューなどで浮き彫りにした現在ドキュメンタリー部分。二つが融合した画期的な構成でお届けする。

移住から10年、遥かなる新天地は幻か―

サンデー ストーリー 今週のテーマ ：宇宙と人類

昔から宇宙へ行くことを夢見てきた人類。

現代の宇宙開発は急速に進歩しており、人間を宇宙に送り出すことに成功している。有人宇宙飛行や宇宙探査
を紹介。宇宙と人類との関わりを様々な観点から見る珠玉の特集。
・17:00～19:00 スペースシャトルの秘密 ※2話連続放送
・19･00～20:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也とJAXA、新しい時代へ
・20:00～21:00 エクソマーズ：火星での生命探査
・21:00～23:00 宇宙から見る人類の歩み

2月10日(日)17:00～23:00

【日本初！】失われた文明！アトランティスの謎

失われた都、アトランティスがもし実在したのだとすれば、文明の足跡は今日もどこかに残っているのだろう
か。そんな疑問に突き動かされた冒険家たちが、古代ギリシャの哲学者プラトンの記述を宝の地図に、エーゲ
海はサントリーニ島から始まる探求の旅に出る。果たしてアトランティスの痕跡は見つかるのか。シムカ・ヤ
コボビッチ監督がドローンを駆使し4K画質で撮る。ジェームズ・キャメロン製作総指揮。

古代の賢者に導かれ、冒険者達は旅に出る。

February 2019

<二ヶ国語> 2月5日(火)スタート
毎週火曜22:00～23:00

<字幕> 2月8日(金)スタート
毎週金曜21:00～22:00

2月番組ハイライト あのドラマのパート2が満を持して登場！！！

2月2日(土)20:00～21:00



2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。

【ナショジオ初！】 鳥の惑星

地球上のあらゆる場所で繁栄を続ける鳥類。その秘密は、多様に進化する能力にある。優れた聴力や視力
を生かして狩りをするものもいれば、特殊な飛行テクニックを身につけたものもいる。また求愛のために
贈り物をしたり、ユニークなダンスを見せたりと、その行動もさまざまだ。しかしいずれも環境への高度
な適応に他ならない。イヌワシからハチドリ、マイコドリ、フクロウオウムまで、見た目も行動も異なる
鳥たちの魅力を紹介する。

個性も能力も、色とりどり。

【日本初！】絶海！謎と神秘のイースター島

神秘の孤島の衰退。歴史や現状から私たちが学ぶべきこと。

絶海の孤島であるイースター島。モアイ像で有名なこの島は、かつて素晴らしい独自の文化で繁栄した楽園
だった。しかし、いつしか豊かな資源が失われて人口が減り、モアイ像は倒され、島からは活気が失われて
いった。学者たちがその原因を解説し、島の繁栄から衰退までの道のりをたどる。島の歴史から学べる教訓や、
温暖化の影響で、今後、島が直面する危機についても触れながら、未だ解明されない謎に迫る。

【日本初！】密着！真冬のカーレスキュー

俺たちが守るのは「道」だ！凛々しく逞しい、ノルウェーのレスキュー隊の男たち。

美しい山並みが広がるノルウェーは、冬のになると辺り一面が深い雪に覆われる。カチカチに凍結した道路で
は車が横転したり、立ち往生したり、スリップしたトレーラーが道を塞いだりと、とにかくトラブルが絶えな
い。そんな時に出動するのがレスキュー隊だ。格段に厳しい冬の大自然と闘いながら、危険をいとわず救助に
挑む、たくましいヒーローたちの活躍を追う。

2月22日(金)22:00スタート
毎週金曜日22:00～23:00

2月7日(木)22:00～23:00

2月9日(土)20:00～21:00

February 2018

宇宙に負けない！地球の多様なコンテンツ群！



●編成表:2月第2週

February 2019
(ET) 月曜日 2019/02/04 火曜日 2019/02/05 水曜日 2019/02/06 木曜日 2019/02/07 金曜日 2019/02/08 土曜日 2019/02/09 日曜日 2019/02/10

21:00 宇宙から見る人類の歩み（HD）

(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ザトウクジラの体当たり（HD）」

(字)[初]

24:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ 水中で狩りをするジャガー（HD）」

(字)[初]

25:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ 飛行機にしがみつくネコ（HD）」

(字)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ ハマったスカンク（HD）」(字)[初]

27:00 驚愕！戦慄！野生動物の決

定的瞬間 総集編[#1 獲物の反撃

(HD)](二)[初]

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「悩めるエスコートRS（HD）」

(二)[初]

16:00 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)[初]

17:00 スペースシャトルの秘密「パート1

（HD）」(二)[初]

18:00 スペースシャトルの秘密「パート2

（HD）」(二)[初]

19:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也と

JAXA、新しい時代へ(HD)(二)[初]

20:00 エクソマーズ：火星での生命探

査（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５「わん

ちゃん祭り（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター５「牛の

ローリング（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレンズ

山の猛威(HD)」(字)[初]

14:00 スーパーカー大改造「メルセデ

ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」(二)[初]

26:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[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 密着！国境警備の戦い:番外

編「陸海空の連携プレー（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「アメリカ:自由の女神

（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6

「#11 真夜中の戦い（HD）」(字)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6

「#12 争いの決着（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行: ボルネオ「水

辺の牽制（HD）」(字)[初]

20:00  【新】絶海！謎と神秘のイース

ター島（HD）(二)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「メ

キシコ湾に眠る遺物（HD）」(二)[初]

22:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（HD）」(二)

23:00 仰天！海の底まる見え検証「太

平洋に潜む脅威（HD）」(二)[初]

24:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食

べるナマズ(HD)」(二)[初]

25:00 密着！国境警備の戦い:番外

編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

15:00 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（HD）」(二)[初]

16:00 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

（HD）」(二)[初]

17:00 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

（HD）」(二)[初]

18:00 スーパーカー大改造「アウディ・

A8（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】

中国の伝統と技術「アルコール（HD）」(字)[初]

19:30 中国の伝統と技術「ファッション

（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)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 地球の巨大生物TOP10（HD）

(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア号、

最後の飛行(HD)」(字)[初]

14:00 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)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#9 パシフィック・サウスウエス

ト航空182便(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123

便墜落事故（HD)」(二)[初]

27:00 海底に沈む第二次世界大戦の

真実（HD）(字)[初]

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と戦

いの記憶（HD）(字)[初]

05:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 世界遺産「日本:京都（HD）」

(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「戦地生まれの問題犬（HD）」

(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー

３「家畜荒らしの牧場犬（HD）」

(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場「ハーレーダビッ

ドソン」(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画 2「第一

話 新参（HD）」(字)[初]

22:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の舞

台裏（HD）(二)[初]

23:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「スーパーカー対決（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#8 大韓航空8509便(HD)」

(二)[初]

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・

フェリー火災」(二)[初]

16:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後

編（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜

落事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！北朝鮮：約束の行方

（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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（HD）」(二)[初]

10:30 潜入！アメリカ国境攻防戦

(二)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

04:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の

記憶（HD）(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「最後の猿人（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「回転遊具の法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「さらわれ

て…（HD）」(字)[初]

08:00  【中国を知る】

中国巨大建造物「上海スーパータ

ワー」(二)

22:00  【新】鳥の惑星（HD）(二)[初]

23:00 極楽鳥～魅惑の求愛ダンス

（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「コックピットの殺人者（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の

真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量

遭難事故（HD)」(二)[初]

27:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子力

潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「高級車強

盗（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]

20:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構

築された死のシステム（HD）」(字)[初]

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生

「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

11:30 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ

連邦ビル爆破」(二)[初]

16:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前

編（HD）」(二)[初]

27:00 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)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「奇跡の治療法（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ターザンの法則（HD）」

(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの

攻撃（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「雨と

時間との戦い（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「ケネディ家の悲劇（HD）」

(二)[初]

10:30 潜入！アメリカ連邦捜査局

（HD）(二)[初]

21:00 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]

22:00 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)[初]

23:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇(HD)」

(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#7 ノースウエスト航空85便

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダ

ウン（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「高速道路への

墜落(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業 2「酒の闇市

場（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「日本の巨大戦艦、大和と武蔵

（HD）」(字)[初]

20:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の復

活計画～（HD）(字)[初]

10:30 潜入！タリバニスタン

(HD)(二)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：ドラムビート作戦（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トンネ

ル火災」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコッ

クピット（HD)」(二)[初]

27:00 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]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「アトランティス（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ゴルフカートの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「静かなる

追跡者（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！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)

20:00 ナチスのドラムビート作戦

(HD)(二)[初]

21:00 潜入！スペースX（HD）(字)[初]

22:00 【新】 マーズ 火星移住計画 2

「第一話 新参（HD）」(二)[初]

23:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」

(二)[初]

24:00 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)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真

実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落

事故」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地帯

墜落事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「総集編

（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「沖縄の巨大地下要塞（HD）」

(字)[初]

09:30 メーデー！１２：航空機事故の

真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

10:30 潜入！アフガンの米海兵隊基

地（HD）(字)[初]

11:30 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)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 9.11:ペンタゴンの英雄たち（HD）

(字)

14:00 アフガニスタンの英雄 最後の勇

士（HD）(字)

25:00 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)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカル

ト教団（HD)」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「悪霊（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ランニングマシンの法則

（HD）」(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地での

襲撃（HD）」(字)[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)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3

「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」

(字)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所

(HD)(字)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証「失

われた軍艦（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]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「フォード・コルチナの抜け殻

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！：航空機事故の真実

と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

14:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局「真夜中のパトロール（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「#6 交差

する想い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　衝撃の瞬間「アムステルダム

航空機事故(HD)」(字)[初]

18:00 潜入！暗黒産業「危険な医薬

品（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！イラク危険地帯(二)[初]

11:30 世界の巨大工場５「MVアグスタ

(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局「秘密のトンネル作戦（HD）」

(二)[初]

04:00 タイタニックと米海軍極秘任務

(二)[初]

05:00 都市伝説～超常現象を解明せ

よ！３～「吸血鬼（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「ジャンプの法則（HD）」

(字)[初]

07:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニア

の恐怖（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 3「71

人の怒れる乗客（HD）」(二)[初]
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宇宙と人類



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：6,673,160世帯（2018年11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


