
Nat Geo Wild 番組表 3月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26
ミステリー アワー ドッグ アワー

430 430

530 530

ワイルド ファミリー

630 630

700

730 730

830 830

930 930

1000 1000

1030 1030

1130 1130

1300 1300

1330 1330

1430 1430

1530 1530

湿地サファリ舞台裏の男たち、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

400

ミステリーツアー：ダイオウイカ、
怪奇現象Ｘファイル

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化～

世界大自然紀行：イエロース
トーン、

世界大自然紀行: ボルネオ

休止(15日～7:00)

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

世界の大自然 スペシャル

Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5、

獣医ミシェルの日常、
アフリカの獣達～壮絶な人生

沈黙のハンター：アナコンダ、
野生の秘密、

アフガニスタンのユキヒョウ、
アニマル・ファイト・クラブ

サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側、

ベンガルトラ:王者が巡る旅、
アニマル・ファイト・クラブ２

アマゾンを行く、
アフリカの獣達～壮絶な人生

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編、

アフリカの獣達～壮絶な人生

400 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化
～、

チーター：生存をかけた闘い

世界大自然紀行：イエロース
トーン、

世界大自然紀行: ボルネオ、
潜入！野生トラの違法取引

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化～

600

700
世界大自然紀行: ボルネオ、

シベリアトラを救え
バイク野郎の動物レスキュー隊

500

600
アフリカ～驚くべき種の進化～、

大型ネコ科動物の本当の敵
野生の楽園

500

カメラマン vs 凶悪モンスター、
カメラマン vs 凶悪モンスター２

800

900
世界大自然紀行：ヴェネツィア、
砂漠のダチョウ:不思議な命、

知られざるカエルの世界、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライオ

ン

バイク野郎の動物レスキュー
隊、

カメラマン vs 凶悪モンスター、
カメラマン vs 凶悪モンスター２

世界大自然紀行：イエロース
トーン、

世界大自然紀行: ボルネオ
野生の楽園

800 世界大自然紀行：スペイン、
巨大イカ VS マッコウクジラ、

小さな庭の大きな世界、
ロッキー山脈に生きるピューマの

生態

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

生命の歴史：勝利への進化

1100

世界大自然紀行：イエローストー
ン、

世界大自然紀行: ボルネオ

世界大自然紀行：スペイン、
砂漠のダチョウ:不思議な命、

小さな庭の大きな世界、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～

1100

1200

900

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化～

バイク野郎の動物レスキュー
隊

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

生命の歴史：勝利への進化

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち、

生命の歴史：勝利への進化

1230
ムーディー・ビースト 獣のDNA、
沈黙のハンター：アナコンダ、

野生の秘密、
アフガニスタンのユキヒョウ

サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側、

アフリカの獣達～壮絶な人生

アフリカ：天性の殺し屋、
アマゾンを行く、

アフリカの獣達～壮絶な人生

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編、

アフリカの獣達～壮絶な人生

Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5、

獣医ミシェルの日常、
アフリカの獣達～壮絶な人生

1400
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
アフリカゾウ:生存を懸けた進化、
ロッキー山脈に生きるピューマの

生態

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

人と犬の歴史

野生の楽園

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

動物界の意外なお友達 2

動物界の意外なお友達 2、
ジャイアントパンダ～自然にか

える～、
真相解明！恐怖の人食い動物

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

人間とイヌ： 親愛なる友のルー
ツを追う

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化
～、

ベティ・ホワイトのビッグ・キャッ
ト・ツアー

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

ワーキング・ドッグ

生きもの地球大紀行（字幕版)、
究極の動物カウントダウン

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

ワーキング・ドッグ

1400

1500
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、

巨大タコを探せ！、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライオ

ン

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

うちのワンコ何食べた？！

バイク野郎の動物レスキュー隊

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

うちのワンコ何食べた？！

湿地サファリ舞台裏の男たち 2

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

うちのワンコ何食べた？！

世界大自然紀行：イエロース
トーン、

世界大自然紀行: ボルネオ、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

うちのワンコ何食べた？！

生きもの地球大紀行（字幕版)、
世界の子グマ成長記録、
究極の動物カウントダウン

わんちゃんだって目立ちたい！
特集

うちのワンコ何食べた？！

1500

バイク野郎の動物レスキュー隊、
バー教授の最も危険な調査隊、
バー教授の最も危険な調査隊 ２

世界の奇妙な生き物たち 3、
世界の奇妙な生き物たち 2、

ミステリーツアー：ダイオウイカ、
怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間４、
驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間 総集編、

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：イエロース

トーン、
世界大自然紀行: ボルネオ

わんちゃんだって目立ちた
い！特集

天才？ワンちゃん性格診断

ワイルド プレミア
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

わんちゃんだって目立ちたい！特
集

うちのワンコ何食べた？！

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間４、
驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間 総集編、

驚愕！戦慄！野生動物の決定的瞬間５

バー教授の最も危険な調査
隊、

バー教授の最も危険な調査隊
２

世界の大自然 スペシャル
デッドリー・ゲーム: 生存の

ルール、
アフリカ～驚くべき種の進化～

わんちゃんだって目立ちた
い！特集

天才？ワンちゃん性格診断

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

世界で一番贅沢な仕事、
クリッターカム：野生動物のカメラアングル

ワイルド プレミア
ムーディー・ビースト 獣のDNA、
沈黙のハンター：アナコンダ、

野生の秘密

わんちゃんだって目立ちたい！特
集

ワーキング・ドッグ

世界大自然紀行：ヴェネツィ
ア、

アフリカの巨大動物：キリン、
知られざるカエルの世界、

母ライオン マニャーリの決断

1200

1230

インフォメーション

シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー、
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

インフォメーション

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3



Nat Geo Wild 番組表 3月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26

1630 1630

1730 1730

1830 1830

1930 1930

2030 2030

2130 2130

2230 2230

2330 2330

世界の大自然 スペシャル ドッグ アワー

2430 2430

世界の大自然 スペシャル

2530 2530

ミステリー アワー

2630 2630

2730 2730

1600 動物界の意外なお友達 2、
ジャイアントパンダ～自然にか

える～、
真相解明！恐怖の人食い動

物、
天才？ワンちゃん性格診断

1800
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
生命の歴史：勝利への進化

獣医ミシェルの日常2放送直
前！獣医特集

獣医ミシェルの日常

1800

1600

1700 湿地サファリ舞台裏の男たち

獣医ミシェルの日常2放送直
前！獣医特集

アニマルER　緊急治療の現場

1700

2200

1900
ジャイアントパンダ～自然にか

える～、
真相解明！恐怖の人食い動物

ビッグ・キャット・ウィーク
ベティ・ホワイトのビッグ・キャッ

ト・ツアー、
ハンター・ハンテッド ３

モンスター・フィッシュを探せ！
２、

世界大自然紀行：ヴェネツィア、
砂漠のダチョウ:不思議な命

ビッグ・キャット・ウィーク
潜入！野生トラの違法取引、

ハンター・ハンテッド ２

野生の楽園

ビッグ・キャット・ウィーク
チーター：生存をかけた闘い、

ハンター・ハンテッド ４

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：イエロース

トーン、
世界大自然紀行: ボルネオ

ビッグ・キャット・ウィーク
ライオン対カバ 水辺の攻防戦、

ベンガルトラ：宿命の姉妹

2200
動物界の意外なお友達 2、

ジャイアントパンダ～自然にかえ
る～、

真相解明！恐怖の人食い動物

2000 湿地サファリ舞台裏の男たち 2

ビッグ・キャット・ウィーク
母ライオン マニャーリの決断、
ジャングル潜入：ネコ科動物を

追え

アマゾン～電気魚の謎、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
アフリカゾウ:生存を懸けた進化

ビッグ・キャット・ウィーク
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
スペインオオヤマネコを救え

バイク野郎の動物レスキュー隊

ビッグ・キャット・ウィーク
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン、
ベンガルトラの生き残りをかけ

た戦い

ヨーロッパ紀行:大自然の誘
い、

アフリカゾウ:生存を懸けた進
化、

リトルキラーズ:狩りの達人

ビッグ・キャット・ウィーク
ライオネス～飢えとの戦い

2000

世界の大自然 スペシャル
デッドリー・ゲーム: 生存のルー

ル、
アフリカ～驚くべき種の進化～

ビッグ・キャット・ウィーク
大型ネコ科動物の本当の敵、
アフガニスタンのユキヒョウ

1900

アマゾンの巨大モンスター、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、

巨大タコを探せ！、
カワウソ家族: 2つの運命、

ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態

世界の大自然 スペシャル
アフリカ～驚くべき種の進化～

獣医ミシェルの日常2放送直
前！獣医特集

獣医ミシェルの日常

生きもの地球大紀行（字幕
版)、

世界の子グマ成長記録、
究極の動物カウントダウン

ワイルド プレミア
Dr.K エキゾチック動物専門医

2.5、
獣医ミシェルの日常

ビッグ・キャット・ウィーク
アフリカの獣達～壮絶な人生、
アニマルER　緊急治療の現場

ドッグ アワー
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、ワンちゃん沢登りに挑戦

獣医ミシェルの日常2放送直前！獣医特集
アニマルER　緊急治療の現場

６℃が世界を変える(20日 ～19：00)

ナミブ砂漠の野生馬、キツネザルの島

ワイルド ファミリー
野生動物ビックリ映像集 2、野生動物ビックリ映像集 3、

最果ての光2

獣医ミシェルの日常2放送直前！獣医特集
獣医ミシェルの日常

世界の大自然 スペシャル
デッドリー・ゲーム: 生存のルー

ル、
アフリカ～驚くべき種の進化～

ビッグ・キャット・ウィーク
ロッキー山脈に生きるピューマの

生態、
ラスト・ライオン(27日 ～20：30)

ワイルド プレミア
アマゾンを行く

ビッグ・キャット・ウィーク
アフリカの獣達～壮絶な人生

2100 ヨーロッパ紀行:大自然の誘
い、

巨大タコを探せ！、
世界の奇妙なペットたち

ビッグ・キャット・ウィーク
アニマル・ファイト・クラブ２

湿地サファリ舞台裏の男たち バイク野郎の動物レスキュー隊

世界のアブナイ動物たち２、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
巨大イカ VS マッコウクジラ、
知られざるカエルの世界、

消えゆく王～ナミブ砂漠のライ
オン

ワイルド プレミア
Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5、

獣医ミシェルの日常

獣医ミシェルの日常2放送直前！
獣医特集

獣医ミシェルの日常

ワイルド プレミア
目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト

レーナー:アジア編

ビッグ・キャット・ウィーク
アフリカの獣達～壮絶な人生

2400 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
巨大タコを探せ！、

リトルキラーズ:狩りの達人、
ロッキー山脈に生きるピューマ

の生態

カメラマン vs 凶悪モンスター、
カメラマン vs 凶悪モンスター２

2400

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アフリカ～驚くべき種の進化～

バー教授の最も危険な調査
隊、

バー教授の最も危険な調査隊
２

特集: 夢のヨーロッパ
世界⼤⾃然紀⾏：スペイン、

世界⼤⾃然紀⾏：ヴェネツィア、
ヨーロッパ紀⾏:⼤⾃然の誘い

特集: 巨⼤⽣物の秘密
砂漠のダチョウ:不思議な命、
アフリカの巨⼤動物：キリン、

アフリカゾウ:⽣存を懸けた進化、
巨⼤タコを探せ！、

巨⼤イカ VS マッコウクジラ

特集: ⼩さくたって元気いっぱい
⼩さな庭の⼤きな世界、
知られざるカエルの世界、

リトルキラーズ:狩りの達⼈、
世界の奇妙なペットたち、
カワウソ家族: 2つの運命

ビッグ・キャット・ウィーク
シベリアトラを救え、

因縁の対決：カバ vs ライオン、
アニマル・ファイト・クラブ２

ロッキー⼭脈に⽣きるピューマの⽣
態、

消えゆく王〜ナミブ砂漠のライオン

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行: ボルネオ

ビッグ・キャット・ウィーク
ピューマ！アンデスの名ハン

ター

2300

ワイルド プレミア
アマゾンを行く

シーザー・ミランの 子犬トラブル

ワイルド プレミア
目指せ！ザ・カリスマ・ドッグトレー

ナー:アジア編

獣医ミシェルの日常2放送直前！
獣医特集

アニマルER　緊急治療の現場

2300

2100

2600
ミステリー アワー

生きもの地球大紀行（字幕版)、
世界の子グマ成長記録、
究極の動物カウントダウン

2500 世界大自然紀行：スペイン、
世界の奇妙なペットたち、

消えゆく王～ナミブ砂漠のライ
オン

休止(14日～翌7:00)

野生の楽園

2700 動物界の意外なお友達 2、
ジャイアントパンダ～自然にか

える～、
真相解明！恐怖の人食い動物

世界の奇妙な生き物たち 3、
ミステリーツアー：ダイオウイカ、

怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2

世界の奇妙な生き物たち 3、
ミステリーツアー：ダイオウイカ、

怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～
自叙伝～、

シーザー・ミランの ピットブル・ス
トーリー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー
２

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行: ボルネオ

世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟

世界の奇妙な生き物たち 3、
怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2

世界大自然紀行：イエロース
トーン、

世界大自然紀行: ボルネオ

2600
バイク野郎の動物レスキュー隊

2700

インフォメーション

バー教授のクロコダイル調査隊

驚愕！戦慄！野生動物の決定
的瞬間 総集編、

驚愕！戦慄！野生動物の決定
的瞬間５

世界の大自然 スペシャル
アフリカ～驚くべき種の進化～

ライオン対カバ 水辺の攻防戦

2500

野生の楽園

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：イエローストー

ン、
世界大自然紀行: ボルネオ

ビッグ・キャット・ウィーク
百獣の王ライオン～トップの座を

巡る闘い～、
ナショジオ　どうぶつ調査団(27

日 20：30～)

ワイルド プレミア
沈黙のハンター：アナコンダ、

野生の秘密

ビッグ・キャット・ウィーク
幻のコーカサスヒョウを探して、

アニマル・ファイト・クラブ

生きもの地球大紀行（字幕版)、
世界の子グマ成長記録、
究極の動物カウントダウン

ワイルド プレミア
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

ビッグ・キャット・ウィーク
ベンガルトラ:王者が巡る旅、
アニマル・ファイト・クラブ２

世界の大自然 スペシャル
アフリカ～驚くべき種の進化～

母ライオン マニャーリの決断

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行: ボルネオ

ライオネス～飢えとの戦い


