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5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！】甦る！エジプトに眠る財宝

考古学的に極めて重要な価値を持つ「王家の谷」にスポットを当て、発掘調査に力を注ぐ様々な国籍のエジプ
ト学者たちに密着する。砂漠の猛暑や砂嵐にも負けず、最新技術と直感を頼りに発掘を続ける各チーム。その
バイタリティあふれる活動をカメラに収め、研究の最前線である発掘現場から、臨場感あふれる映像でエジプ
ト考古学の研究内容を紹介する。果たして彼らの発見は、古代エジプト史に新たな解釈をもたらすだろうか。

ストーリー・オブ・ゴッド の第3弾が登場！

ナレーターに有名声優【櫻井 孝宏】を起用

May 2019

5月11日(土)スタート
毎週土曜日 20:00～21:00

【日本初！】ストーリー・オブ・ゴッド WITH モーガン・フリーマン 3

待望のストーリー･オブ･ゴッドWITHモーガン･フリーマンのシーズン3。古代から現代までさまざまな信
仰の場を訪ねながら、輝かしい時代の文化や感動のストーリーに触れる旅に出る。それは信仰によって命
の解釈が異なることや、根底に流れる共通点などを知る旅でもある。

番組をナビゲートするのはアカデミー賞受賞俳優のモーガン･フリーマン。

【日本初】ナチス・ドイツの巨大建造物 アメリカの戦い

第2次世界大戦。現代の技術を屈指し、真実を明らかに。

第2次世界大戦におけるナチス・ドイツおよび日本に対する、アメリカの最も重要な戦いを描いていく。アメ
リカ大陸の両側で展開した軍事精神と先端的な戦術、軍事技術を検証する。太平洋諸島の海岸から北ヨーロッ
パの戦場まで、軍事の専門家が戦争遺跡や巨大防御建造物、忘れられた戦時遺構などを探訪。そして再現ドラ
マと精巧なCG、貴重な資料映像を通じ真の姿を明らかにしていく。

【二ヶ国語】5月30日(木)スタート毎週木曜日 22:00～23:00 
【字幕】5月31日(金)スタート 毎週金曜日 19:00～20:00 

5月1日(水) 毎週水曜日
22:00～23:00



5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。

自然界、人間界、それぞれ明るいだけではないその
裏側まで追求！

【日本初】野生の楽園南アジア

南アジアに住む生きものたちは、地球温暖化の影響により変化する環境に適応しなければならない。変わ
りゆく地球の環境を生き抜く、珍しく、美しい野生動物たちの生きる姿を捉えた。

美しいだけではない。環境変化を生き抜く南アジアの動物たち。

【ナショジオ初！】ビッグ・キャット：華麗なる一族

ネコ科の驚くべき成功物語を語る。

動物学者パトリック・アリーが世界の秘境を訪ね、地球上で捕食動物として最も成功したであろうネコ科。そ
の繁栄の秘密と歴史を解き明かしていく。1100万年前、アジアの草原にパンサーに似た動物がいた。その動
物がアジアを出て、今では世界中のさまざまな環境に適応し、37種にも進化した。それらの中で特に8種は完
璧な適応の結果、強力な王朝を築いている。

5月23日(木)スタート
毎週(木)21:00～22:00

5月21日(火) 21:00～22:00

【日本初】史上最悪の地球の歩き方９

異国で起こった世にも恐ろしい体験の数々。

密輸や拉致、投獄など異国で思わぬ事態に陥った人々の実話をドキュメンタリードラマの形式でお届けする。
世界の中でも極めて過酷な場所に投獄された人々の、世にも恐ろしい体験談。想像を絶する状況に陥りながら
も、そこから脱することができた人々の悪夢のような実話をたどる。

5月13日(月)スタート
毎週月曜日 22:00～23:00

May 2019



●編成表:5月第2週

May 2019
(ET) 月曜日 2019/05/06 火曜日 2019/05/07 水曜日 2019/05/08 木曜日 2019/05/09 金曜日 2019/05/10 土曜日 2019/05/11 日曜日 2019/05/12

22:00 麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃走

（HD）(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバンナ

の決闘（HD）」(字)[初]

24:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリカ

闘争劇（HD）」(字)[初]

25:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸最

前線（HD）」(字)[初]

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新大

陸の猛者（HD）」(字)[初]

27:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極限

の地の一騎打ち（HD）」(字)[初]

16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー　ア

メリカ編「大雪のドナー峠（HD）」

(二)[初]

17:00 厳重警備：刑務所内の闇取引

（HD）(二)[初]

18:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテク

巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

19:00 潜入！インド最大の刑務所

(HD)(字)[初]

20:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

(HD)(字)[初]

21:00 プリズン・ブレイク 真実の物語

（HD）(二)[初]

11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「クリスマ

スの奇跡（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「酪農

家だより（HD）」(二)[初]

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

「カーブは運命の分かれ道（HD）」

(二)[初]14:00 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]

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」

(二)[初]

26:00 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]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ

ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

04:00 潜入！グアンタナモ基地（ＨＤ）

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「バック駐車の法則

（HD）」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南

北対決 2「#4 漁師の意地（HD）」(字)

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南

北対決 2「#5 バトルロイヤル戦（HD）」

(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界大自然紀行：コンゴ 「類人

猿の王国（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

20:00 【新】甦る！エジプトに眠る財宝

「#1 ツタンカーメンの秘宝（HD）」

(二)[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 仰天！海の底まる見え検証「太

平洋に潜む脅威（HD）」(二)[初]

23:00 仰天！海の底まる見え検証「地

中海に眠る古代世界（HD）」(二)[初]

24:00 仰天！海の底まる見え検証「マ

レーシア航空370便（HD）」(二)[初]

25:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ

ボート：大西洋の死闘（HD）」(二)[初]

14:00 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)

15:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「コンチネンタル・エクスプレ

ス2286便（HD）」(二)

16:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「ジャーマンウイングス9525

便（HD）」(二)[初]

17:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)[初]

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「型破りな車対決（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】

中国と海洋文化「#2（HD）」(字)[初]

09:30 因縁の対決：カバ vs ライオン

（HD）(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物の赤ちゃん物語「森に生ま

れて（HD）」(二)

12:00 動物の赤ちゃん物語「海に生ま

れて（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

「氷河観光にはご用心（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の

真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空港

への不時着」(二)[初]

27:00 アメリカ空軍 救難員日記～最

後の戦い～（HD）(字)[初]

04:00 <引き続き> アメリカ空軍 救難

員日記～最後の戦い～（HD）(字)

05:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍

巨大輸送機（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「手作りイカダの法則

（HD）」(二)[初]

07:00 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（HD）」

(字)[初]

08:00 シーザー・ミラン横断記：犬との

絆「#8 旅の終わり（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 総

集編「ヒトラーの防衛線（HD）」

(字)[初]

20:00 世界の巨大工場４「BMW

X3(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造

物「古代都市ペトラ（HD）」(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「ポルシェ911、奇跡のレストア

（HD）」(二)[初]

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（HD）」

(二)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄の記憶（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント

リー沈没（HD)」(二)[初]

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5

基礎訓練 最終関門へ（HD）」(字)[初]

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 ザ・潜入！「夢の船上遊園地

（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「ウェイト・オーバー（HD）」

(二)[初]

10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ

国際空港「捜査と押収(HD)」(二)[初]

11:30 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

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄からの生還（HD）」(字)

04:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー

（HD）(二)[初]

05:00 仰天！海の底まる見え検証「メ

キシコ湾に眠る遺物（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「頭上のリンゴの法則

（HD）」(二)[初]

07:00 昆虫の驚くべき世界（HD）(字)

08:00  【中国を知る】

中国と海洋文化「#1（HD）」(字)

22:00 世界大自然紀行：アルゼンチン

「アンデス山脈の懐に抱かれて（HD）」

(二)[初]

23:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南

北対決 2「#5 バトルロイヤル戦（HD）」

(字)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「スパンエア5022便（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ山

の猛威」(二)[初]

27:00 空母ロナルド・レーガンの最新構

造(HD)(二)[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 ザ・潜入！「臓器売買市場

(HD)」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 総

集編「ヒトラーの隠れ家（HD）」

(字)[初]

20:00 ナチスのドラムビート作戦

(HD)(二)[初]

21:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ

ア：雨季の終わり（HD）」(二)[初]

11:30 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（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆

「たった一人の帰還兵（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テ

ロ事件（HD)」(二)[初]

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4

地獄の1週間（HD）」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄からの生還（HD）」(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「地

獄の記憶（HD）」(字)[初]

05:00 仰天！海の底まる見え検証「古

代エジプトの謎（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「水と自転車の法則

（HD）」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝

撃！ ハマったスカンク（HD）」(字)

08:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:番外

編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 アメ

リカの戦い「サムライ魂（HD）」(二)

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 アメ

リカの戦い「日本軍の死の要塞（HD）」

(二)[初]

23:00 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（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「コンチネンタル・エクスプレ

ス2286便（HD）」(二)[初]

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（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「高速道路への

墜落」(二)[初]

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3

嵐の前の静けさ（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 ザ・潜入！「キリスト生誕の地」

(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4

「死の鉄道（HD）」(二)[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]

10:30 密着！国境警備の戦い:番外

編「禁輸品の隠し場所（HD）」(字)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 囚われし者たち～戦火の絆「ブ

ラックホーク･ダウン（HD）」(字)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ

ロンビア･バイス（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線

事故（HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪

崩」(二)[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 仰天！海の底まる見え検証「沈

んだ財宝（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「滝を下る法則（HD）」

(二)[初]

07:00 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)

08:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所

(HD)(字)[初]

21:00 危険な時代に生きる 2「未来へ

の布石（HD）」(字)[初]

22:00 土星探査機カッシーニ：最後の

ミッション（HD）(字)[初]

23:00 マーズ 火星移住計画「第三話

苦闘（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真

実と真相「謎の白い光（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１７：航空機事故の

真実と真相「ファイン航空101便

（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123

便墜落事故（HD)」(二)[初]

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2

試される団結力（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 ザ・潜入！「陸・空　消火大作

戦（ＨＤ）」(二)[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]

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「不運の先に待つ奇跡（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:番外

編「最新の密輸トリック（HD）」(字)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「前

編（HD）」(二)

14:00 アメリカ軍を率いた将軍たち「後

編（HD）」(二)

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、最

後の飛行（HD）」(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆「ブ

ラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ

ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

05:00 仰天！海の底まる見え検証「ナ

チスの秘密兵器（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「相撲の法則（HD）」

(二)[初]

07:00 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)

08:00 宇宙の奇石「#4 創始（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 4

「北極圏の守り（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 アメ

リカの戦い「サムライ魂（HD）」(二)

21:00 独裁者の製造マニュアル「#2 絶

対的権力（HD）」(二)[初]

22:00 独裁者の製造マニュアル「#3 崩

壊（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「伝説のモーガン・スリーホイラー

（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)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ

戦うのか？（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量

遭難事故（HD)」(二)[初]

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1

訓練の始まり（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 ザ・潜入！「世界最大の航空

ショー（ＨＤ）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「大地への激突（ＨＤ）」

(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:番外

編「恐れを知らぬ越境者たち（HD）」

(字)[初]

11:30 世界の巨大工場７「パガーニ

（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境

なき戦い（HD）」(二)

04:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍

巨大輸送機（HD）(字)[初]

05:00 五大湖～地質文化と人類史の

謎(HD)(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「テーブルを跳び越える

法則（HD）」(二)[初]

07:00 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)

08:00 宇宙の奇石「#3 防護（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

スターストラック 夜空の向こうへ

プリズン・ストーリー



4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！】偉大な冒険家 ナイルに帰す

存命の冒険家の中で「世界で最も偉大」と言われるラノフ・ファインズ卿が、再びエジプトの地を探検する。
エジプトは彼が初期の頃に成し遂げた偉業、1968年のナイル川探検の舞台である。その偉業から50年が経っ
たことを記念し、従兄弟で俳優のジョセフ・ファインズと共に、新たな驚きと挑戦に満ちた冒険へと旅立つ。
50年前の探検を再現していく中で、ラノフはジョセフに探検の極意を教えることができるだろうか？

珠玉のミステリー番組が続々登場！

世界で最も偉大な冒険家が、エジプト・ナイル川探検を再現する新たな冒険に出る。

April 2019

4月5日(金)スタート
毎週金曜日 23:00～24:00

【日本初！】ツタンカーメン ～財宝に隠された真の素顔

ツタンカーメンの財宝の分析が進む中、王と共に埋葬されていた胎児のミイラたちの正体が明らかになる。
そこには、ツタンカーメンとその一族が王家の血を守るために代々受け継いできた伝統が隠されていた。
さらに、最先端技術により、ツタンカーメンについて新たな事実が明らかになる。続々と紐解かれていく
第18王朝の秘密。果たして、ノーントン博士たちはツタンカーメンの死因を解明できるのだろうか。

真のツタンカーメンの姿にエジプト学者のクリス･ノーントン博士らが迫る。

【【日本初】密着！シークレットサービスの極秘戦略

初めて明かされる、シークレットサービスの仕事とは。

ナショナル ジオグラフィックが前例のない取材をしたのはシークレットサービス。警護官、情報部員、カウ
ンタースナイパー、そして爆発物探知犬ユニットらが、移動するトランプ大統領を全方位からどう守るのかを
見る。さらにクリントン大統領がオサマ・ビンラディンによって暗殺されかけた事件を通じて、警護の戦略が
どのように根底から改革されたのか。これまで決して明らかにされなかった物語に初めて光が当てられる。

4月6日(土)スタート
毎週土曜日 20:00～21:00

4月15日(月) 22:00～24:00



4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】一攫千金！巨大マグロ漁 南北対決 2

アメリカ北部のマサチューセッツ州グロスターでクロマグロ漁対決を繰り広げてきた漁師たちが、獲物を
追い求めて南部のノースカロライナ州アウターバンクスの漁場に参戦する。しかし今シーズンの漁獲枠は
かつてないほど厳しく制限されている上に、南の漁師たちの態度は驚くほど冷たい。アウターバンクスの
売上トップを目指して、南北の船がしのぎを削る。

売上トップを目指し南北の船がしのぎを削る。優勝を勝ち取るのは、どの船か。

【【日本初】生き抜け！原始生活 中国編

サバイバル･インストラクターのヘイゼン･オーデルが帰ってきた。

中国の黒龍江省と雲南省に暮らす少数民族の元を訪れる。第1話ではトールン族と秘境の渓谷を舞台に薬草と
ハチミツを採取する旅に出て、第2話では芭沙村で過酷な魚釣りに挑み、第3話では内モンゴル自治区の森で
暮らすエベンキ族からトナカイの世話を学ぶ。ヘイゼンは民族独自のサバイバル術を生かしながら、さまざま
な試練を乗り越えていく。

4月6日(土)スタート
毎週土曜日 19:00～20:00

4月11日(木)スタート
毎週木曜日 23:00～24:00

【【日本初！】独裁者の製造マニュアル

歴史に名を残す独裁者たちに共通点はあるのだろうか？

ドイツのヒトラー、イラクのフセイン、チリのピノチェト、ザイールのモブツ・セセ・セコ、キューバのカス
トロといった歴史上、独裁者として名を残した者たちに共通点はあるのだろうか？彼らの生い立ちから権力を
握るに至る過程を、時代背景も織り交ぜ比較する。また、独裁者たちが実行した残忍な手法や策略の共通点、
発展させるはずの国家を自ら崩壊させた実態を元CIA諜報員やノンフィクション作家の解説を交え、紐解いて
いく。

4月22日(月)スタート
毎週月曜日 22:00～23:00 

April 2019

日本発放送が目白押し！政治物から原始生活まで！



●編成表:4月第2週

April 2019
(ET) 月曜日 2019/04/08 火曜日 2019/04/09 水曜日 2019/04/10 木曜日 2019/04/11 金曜日 2019/04/12 土曜日 2019/04/13 日曜日 2019/04/14

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 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)[初]

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造

物「古代エジプトのピラミッド（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ホームランの法則

（HD）」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「野生

界の無秩序（HD）」(字)[初]

08:00 密着！ドバイ国際空港 2「飛び

立て新米パイロット（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#7 持ち込まれた小型爆弾

（HD）」(二)

10:30 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)[初]

11:30 世界の巨大工場６「メルセデス・

ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス

ター爆撃機隊（HD）」(二)

14:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ

ド・テイルズ（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線

事故（HD)」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏ん

だ兵士（HD）」(二)[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 潜入！暗黒産業 2「臓器売買

（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U

ボート基地（HD）」(二)[初]

20:00 終戦への階段「ナチス　最後の

あがき（HD）」(字)[初]

21:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち

「復讐と改革のハイジャック（HD）」

(二)[初]

22:00 マダム・セクレタリー シーズン1 #1

（HD）(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車２「愛する祖父のVWキャンピングカー

（HD）」(二)[初]

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

（HD）」(二)[初]

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（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ号

の火災」(二)[初]

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「ナチスの要塞（HD）」(字)[初]

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「死の森（HD）」(字)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密「悪

女の素顔（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ぐるぐるバットの法則

（HD）」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「衝撃

の危機一髪（HD）」(字)

08:00 プリズン・ブレイク 真実の物語

（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)

10:30 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局２「最前線の国境警備(HD)」

(字)[初]

11:30 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)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 空の英雄たち「ベトナムの大空

中戦（HD）」(二)

14:00 空の英雄たち「ナチス狩り

（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テ

ロ事件（HD)」(二)[初]

16:00 独裁者のルール「永遠の指導者

金日成（HD）」(字)

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 潜入！暗黒産業 2「麻薬売買

とマネーロンダリング（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2

ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

20:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの

終焉（HD）」(字)[初]

21:00 危険な時代に生きる 2「地球が

乾くとき（HD）」(字)[初]

22:00 ライブ・フロム・スペース:ISSより地

球へ(HD)(字)[初]

23:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！１７：航空機事故の

真実と真相「キャセイパシフィック航空

780便（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落

事故」(二)[初]

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「若きナチスの猛攻（HD）」(字)[初]

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「イッター城の戦い（HD）」(字)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密「床

下の幼児（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「高く積み上げる法則

（HD）」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「奇襲

攻撃（HD）」(字)

08:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す

「#1（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)[初]

10:30 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局２「霧の中の侵入者(HD)」

(字)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「ナチスの要塞（HD）」(字)

14:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「死の森（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント

リー沈没（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)

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 潜入！暗黒産業 2「石油開発

に沸いた街（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超

重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子

供たち「#1 総統に命を捧げて（HD）」

(字)[初]

21:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）

(二)[初]

22:00 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]

23:00 メーデー！１７：航空機事故の

真実と真相「KLMシティホッパー433便

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トンネ

ル火災」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「立ち込める暗雲（HD）」

(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「戦火の拡大（HD）」(二)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密「戦

士の遺品（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ハンマーの法則

（HD）」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「目を

疑う光景（HD）」(字)

08:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者たち

(HD)(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)[初]

10:30 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局２「密輸と戦う新人警備官(HD)」

(字)[初]

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「憧れのコルベット・スティングレイ

（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「若きナチスの猛攻（HD）」(字)

14:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍

「イッター城の戦い（HD）」(字)

15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘリ

墜落事故（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)

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 潜入！暗黒産業 2「ラスベガス

の闇（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子

供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)

21:00 ワイルドな一日「番外編：南極

大陸（HD）」(二)[初]

22:00 プロアングラーの世界釣り巡業！

「マイアミ早釣り6本勝負（HD）」

(二)[初]

23:00 【新】一攫千金！巨大マグロ漁

南北対決 2「#1 クロマグロ漁、再び

（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！５：航空機事故の真

実と真相「#9 注意散漫（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)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ

連邦ビル爆破」(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 考古学が語る聖書の秘密「ガリ

ラヤの男（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「回し車の法則（HD）」

(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集「人間

そっくりな行動（HD）」(字)

08:00 【中国を知る】

生き抜け！原始生活 中国編「激流の

川（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「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)[初]

10:30 ザ・ボーダーライン　税関国境警

備局２「危険な国境地帯(HD)」

(字)[初]

11:30 偉大な冒険家 ナイルに帰す

「#1（HD）」(字)

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「立ち込める暗雲（HD）」(二)

14:00 黙示録：カラーで見る第一次世

界大戦「戦火の拡大（HD）」(二)

15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目の

原子爆弾（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)

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 潜入！暗黒産業 2「広がる闇

市場（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ベ

ルリン防衛網（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場３「ベントレー

(HD)」(二)[初]

21:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「ファーストカー対決（HD）」(二)[初]

22:00 密着！真冬のカーレスキュー「大

惨事を防げ！（HD）」(字)[初]

23:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す

「#2（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！１７：航空機事故の

真実と真相「ギャロッピング・ゴースト

（HD）」(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌

「見えない手がかり（HD）」(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 世界の巨大工場５「戦闘機

ユーロファイター(HD)」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ドローンの法則（HD）」

(二)[初]

07:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「飼い主の影響（HD）」(字)[初]

08:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー「攻撃性の理由（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカの絶景：野生への旅「秘

密のアパラチア（HD）」(二)

10:00 アメリカの絶景：野生への旅「グ

レーシャー国立公園の氷河（HD）」(二)

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「ニワ

トリはボクの友達（HD）」(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 3「ひと

目惚れ（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「テキサス石油

工場爆発事故(HD)」(字)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「アトランティック・サウスイー

スト航空2311便（HD）」(二)[初]

15:00 メーデー！１３：航空機事故の

真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)[初]

16:00 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)

17:00 メーデー！１４：航空機事故の

真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ

２「掘り出し物対決（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】

生き抜け！原始生活 中国編「中国

最後の銃族（HD）」(字)[初]

20:00 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

（HD）」(二)[初]

21:00 解析！超自然現象２「動物大

量死（HD）」(二)[初]

22:00 解析！超自然現象２「UMA

ビッグフット（HD）」(二)[初]

23:00 解析！超自然現象２「湖に住

む怪物（HD）」(二)[初]

24:00 解析！超自然現象２「ミステ

リーサークル（HD）」(二)[初]

25:00 独裁者のルール「残虐な独裁者

イディ･アミン（HD）」(字)[初]

26:00 戦場のレスキュー作戦（HD）

(二)[初]

27:00 リーサル・アクション 終わり無き戦

い（HD）(二)[初]

04:00 潜入！アフガンの米海兵隊基

地（HD）(字)[初]

05:00 潜入！巨大空母アイゼンハワー

（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「重い物を持ち上げる

法則（HD）」(二)[初]

07:00 巨大タコを探せ！（HD）(二)[初]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁　南

北対決 2「#1 クロマグロ漁、再び

（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 プロアングラーの世界釣り巡業！

「マイアミ早釣り6本勝負（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 【新】スゴ腕どうぶつドクター６「ド

クター・ポールの誕生日（HD）」(二)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「ポール

家のオランダ旅行（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャト

ル・チャレンジャー爆発事故(HD)」

(字)[初]14:00 偉大な冒険家 ナイルに帰す

「#2（HD）」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィア

（HD）」(二)

16:00 密着！真冬のカーレスキュー「大

惨事を防げ！（HD）」(字)

17:00 仮想現実で暴く！タイタニック号

沈没の謎（HD）(二)[初]

18:00 タイタニック号　隠された火災

（HD）(二)[初]

19:00 タイタニック号を救え！

(HD)(字)[初]

20:00 ジェームズ・キャメロンと探るタイタ

ニックの謎(HD)(字)[初]

22:00 タイタニック号:最後の謎に迫る

（HD）(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「予期

せぬ遭遇（HD）」(字)[初]

24:00 野生動物ビックリ映像集 2「死と

紙一重（HD）」(字)[初]

25:00 野生動物ビックリ映像集 2「大

胆にして凶暴（HD）」(字)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 2「デン

ジャーゾーン（HD）」(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 2「動

物大失態（HD）」(字)[初]

スターストラック 夜空の向こうへ

タイタニック号 沈没の日



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


