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(ET) 月曜日 2017/05/01 火曜日 2017/05/02 水曜日 2017/05/03 木曜日 2017/05/04 金曜日 2017/05/05 土曜日 2017/05/06 日曜日 2017/05/07 (ET)
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27:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い（HD）」(字)

27:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)

4

5

6

7

8

24:00  【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の

里親さがします～「ジェットパワー
（HD）」(字)

24:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#3 南アフリカの不気味５大動物

(HD)」
(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
群れで狩る動物「ライオン(HD)」

(二)[初]

27:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)[初]

27:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「ワイルドな愛の形（HD）」(字)[初]

27:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「残酷な子育て（HD）」(字)[初]

27:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「覚醒するティーン（HD）」(字)

27:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」

(二)

27

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」
(二)

26

25:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり（HD）」(字)

25:00 青い血を持つカブトガニの謎
（HD）(字)[初]

26:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」
(二)[初]

26:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」
(二)[初]

24:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

24:00 最強の捕食者たち「ホホジロザ
メ(HD)」
(二)[初]

26:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)

24

25

26:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)

23:00 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]

23:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)[初]

23:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#2 タスマニアの珍獣王(HD)」

(二)[初]

23

25:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」

(二)

25:00 最強の捕食者たち「ホッキョクグ
マ(HD)」
(二)[初]

25:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

24:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」
(二)

24:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「捕食者の成長（HD）」

(二)

24:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」

(二)[初]

22:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#1 不思議な鼻を持つサル(HD)」

(二)[初]

23:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#10 暴風雨上陸(HD)」

(二)[初]

23:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

23:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」

(二)

23:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

22:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」
(二)[初]

22:00  【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「命が

けの逃走（HD）」
(二)

22:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
最強の捕食者たち「チーター(HD)」

(二)

22:00 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]

21:00 【新】 Dr.K エキゾチック動物
専門医 3「#1(HD)」(字)[初]

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」

(二)

21:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

20:00 巨獣の涙（HD）
(二)[初]

20:00 【新】スマトラサイの住む森へ
（HD）

(二)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「クズリの手術

（HD）」(字)[初]

21:00 都会ジャングル「辺境地編
（HD）」(字)[初]

21:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)[初]

21:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」

(二)[初]

20:00 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)[初]

20:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

19:00  【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「捕

食者の成長（HD）」
(二)[初]

19:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」
(二)[初]

19:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
最強の捕食者たち「チーター(HD)」

(二)

19:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)[初]

17:00 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)

19:00  【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「命が

けの逃走（HD）」
(二)

19:00 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)

18:00 【ワイルド ファミリー】
モンスター・フィッシュを探せ！３「幻の

グリーンモンスター(HD)」
(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「川に潜むオオメジロザメ(HD)」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大ナマズを探して(HD)」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大！キングサーモン(HD)」

(二)[初]

18:00 生命の歴史：勝利への進化
「生存者」(字)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#1(HD)」(字)

19:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#3(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#4(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#5(字)[初]

18:00  【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「隣り

あわせの危険（HD）」
(二)[初]

17:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の

里親さがします～「ジェットパワー
（HD）」(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり（HD）」(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い（HD）」(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「アミーゴの

仲間作り（HD）」(字)[初]

17:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」

(二)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)

16:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」

(二)
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#1(字)[初]
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#2(字)[初]

15:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」

(二)[初]

15:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

15:00 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)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

15:00 最強の捕食者たち「ホッキョクグ
マ(HD)」

(二)

15:00 都会ジャングル「辺境地編
（HD）」(字)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)[初]

14:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」
(二)

14:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」

(二)

14:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「命がけの逃走（HD）」

(二)

14:00 最強の捕食者たち「ホホジロザ
メ(HD)」

(二)

14:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「クズリの手術

（HD）」(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00  【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「捕

食者の成長（HD）」
(二)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

12:30 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「痩せすぎ注意！ フェレットを救え

（HD）」(字)
13:00 オーストラリアの危険生物「#1

思いがけない攻撃(HD)」
(二)[初]

13:00 オーストラリアの危険生物「#2
致命的な猛毒(HD)」

(二)[初]

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)[初]

12:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い（HD）」(字)

13:30 インフォメーション
(日)

12:30 獣医ミシェルの日常 2「暴れる
アルパカ（HD）」(字)[初]

12:30 都会ジャングル「都市郊外編
（HD）」(字)[初]

12:30 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)[初]

12:30 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」

(二)[初]

11:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

11:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
群れで狩る動物「ライオン(HD)」

(二)
11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー：アジア編「ドッグカフェで大騒ぎ
（HD）」(字)[初]

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ジェットパ

ワー（HD）」(字)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり（HD）」(字)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)

10:30 インドネシアの密漁戦争（HD）
(二)[初]

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10

09:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」

(二)

09:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大！キングサーモン(HD)」

(二)

09:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

10:00  【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「命が

けの逃走（HD）」
(二)

10:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)
10:30 生命の歴史：勝利への進化

「生存者」(字)[初]
10:30 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]

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！２
「ナイルの巨人(HD)」

(二)[初]

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！２
「古代の怪物(HD)」

(二)[初]

99

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大ナマズを探して(HD)」

(二)

08:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」

(二)

09:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」
(二)[初]

09:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「巨大ニシキヘビと2000万匹のコ

ウモリ（ＨＤ）」
(二)[初]

09:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「キラー動物　猛毒対決（HD）」

(二)[初]

09:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#6 ブラジルのビッグフット(HD)」

(二)[初]

08:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」

(二)[初]

08:00 生命の歴史：勝利への進化
「生存者」(字)

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)

08:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「捕食者の成長（HD）」

(二)

8

07:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「覚醒するティーン（HD）」(字)

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「川に潜むオオメジロザメ(HD)」

(二)

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)

7

06:00 【ワイルド ファミリー】
モンスター・フィッシュを探せ！３「幻の

グリーンモンスター(HD)」
(二)

06:00 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)

07:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)[初]

07:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」

(二)

07:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「ワイルドな愛の形（HD）」(字)

07:00 ムーディー・ビースト 獣のDNA
「残酷な子育て（HD）」(字)

06:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「命がけの逃走（HD）」

(二)[初]

06:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)

06:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」

(二)

06:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)

06:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」
(二)

6

05:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」

(二)

05:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)

05:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)

5

04:00 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)

04:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の
里親さがします～「アミーゴの仲間作

り（HD）」(字)

05:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「痩せすぎ注意！ フェレットを救え

（HD）」(字)[初]

05:00 獣医ミシェルの日常 2「クズリの
手術（HD）」(字)

05:00 都会ジャングル「辺境地編
（HD）」(字)

05:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)

Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 【ミステリー アワー】
ムーディー・ビースト 獣のDNA「覚醒

するティーン（HD）」(字)[初]

04:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「捕食者の成長（HD）」

(二)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」

(二)

04:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「命がけの逃走（HD）」

(二)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

4

ワイルド・テイル

特集：ヘンテコ動物⼤集合
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(ET) 月曜日 2017/05/08 火曜日 2017/05/09 水曜日 2017/05/10 木曜日 2017/05/11 金曜日 2017/05/12 土曜日 2017/05/13 日曜日 2017/05/14 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)

04:00 休止 04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

04:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

4

5

06:00 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」

(二)

04:00 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)

04:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の
里親さがします～「臆病犬ブリガディ

ア（HD）」
(字)

05:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#1(HD)」

(字)

05:00 海辺で生きるハイエナ（HD）
(字)[初]

05:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

05:00 アフリカの巨大動物：キリン
（HD）
(二)

7

06:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」

(二)

06:00 【ワイルド ファミリー】
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)

06:00 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)

6

05:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「アリゲーターの襲撃（HD）」

(字)

05:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ゾウの襲撃（HD）」

(字)

06:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

06:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」

(字)

06:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ゾウの襲撃（HD）」

(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)

07:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」

(二)

07:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)

07:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」
(二)

9

08:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「命がけの逃走（HD）」

(二)

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「川の巨大サメ（HD）」

(二)

08:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」

(二)

8

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」

(二)

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」

(二)

08:00 群れで狩る動物「ライオン
(HD)」
(二)

08:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)

08:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「アリゲーターの襲撃（HD）」

(字)[初]

09:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

09:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

09:00 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)

09:00 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)

09:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」

(二)

09:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

10:30 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！３
「幻のグリーンモンスター(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！３
「川に潜むオオメジロザメ(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大ナマズを探して(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！３
「巨大！キングサーモン(HD)」

(二)

09:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「世界最大の淡水魚（HD）」

(二)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「一度噛ん

だらやめられない（HD）」
(字)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「凶暴マンボ

（HD）」
(字)

ナショジオpresents
第１話特別放送

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン（HD）(二)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00  【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「隣り

あわせの危険（HD）」
(二)

10:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

13:00 オーストラリアの危険生物「#4
海辺の殺し屋たち(HD)」

(二)[初]

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望（HD）」
(字)

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)[初]

12:00 ライオンの世界（HD）
(二)

12:30 獣医ミシェルの日常 2「クズリの
手術（HD）」

(字)

12:30 都会ジャングル「辺境地編
（HD）」
(字)

12:30 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)

11:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

11:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
初公開！ライオン大接近！（HD）

(二)
11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「アミーゴの
仲間作り（HD）」

(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

12:30 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#1(HD)」

(字)
13:00 クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル「コモリザメ」
(字)[初]

13:00 オーストラリアの危険生物「#3
意外な殺人生物(HD)」

(二)[初]
13:30 インフォメーション

(日)
13:30 インフォメーション

(日)

14:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」

(字)

14:00 群れで狩る動物「ライオン
(HD)」
(二)

14:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」

(二)

14:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

14:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」
(二)

14:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「真夜中の診

療（HD）」
(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

14:00  【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「命が

けの逃走（HD）」
(二)

15:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)

15:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

15:00 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)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#6(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#7(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#8(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#9(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#10(字)[初]

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「モンクアザラシ」

(字)[初]
17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「凶暴マンボ
（HD）」
(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「元気いっぱ

いモジョ（HD）」
(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望（HD）」
(字)[初]

17:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「臆病犬ブリ

ガディア（HD）」
(字)[初]

17:00 アフリカの巨大動物：キリン
（HD）
(二)

16:00 インフォメーション
(日)

ナショジオpresents
第１話特別放送

15:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン（HD）(二)

15:00 最強の捕食者たち「ナイルワニ
(HD)」
(二)

19:00 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)

17:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コウテイペンギン」

(字)[初]
18:00 【ワイルド ファミリー】

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]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「川の巨大サメ（HD）」

(二)[初]

18:00 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]

18:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#2(HD)」

(字)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「雄大な山脈（HD)」
(字)[初]

17:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の
里親さがします～「一度噛んだらやめ

られない（HD）」
(字)[初]

20:00 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)[初]

20:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

19:00  【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「命が

けの逃走（HD）」
(二)

19:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」
(二)[初]

19:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
群れで狩る動物「ライオン(HD)」

(二)

19:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)[初]

19:00  【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「隣り

あわせの危険（HD）」
(二)

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#2(HD)」
(字)[初]

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」

(二)

21:00 ライオンの世界（HD）
(二)

20:00 ジャイアント・パンダ（HD）
(二)[初]

20:00 【新】 ジャイアントパンダ：繁
殖への挑戦（HD）

(二)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「真夜中の診

療（HD）」
(字)[初]

ナショジオ 新番組
6チャンネル合同 第１話特別放送
21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイ

ンシュタイン（HD）
(二)[初]

21:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)[初]

21:00 アフリカの巨大動物：キリン
（HD）

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

22:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」

(二)

22:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
群れで狩る動物「ライオン(HD)」

(二)

22:00 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]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
初公開！ライオン大接近！（HD）

(二)[初]

22

23:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」

(二)[初]

23:00 ライオンの世界（HD）
(二)[初]

23:00 世界の子グマ成長記録（HD）
(二)[初]

23

22:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）

(字)[初]
22:30 クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル「ザトウクジラ」
(字)[初]

23:00 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)

23:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ブラジル「命あふ

れる海岸線（HD）」
(二)

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)

23:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

24:00 最強の捕食者たち「ホホジロザ
メ(HD)」

(二)

24:00 群れで狩る動物「ライオン
(HD)」
(二)

24:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「命がけの逃走（HD）」

(二)

24:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」
(二)

24:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」

(二)[初]

24

25:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)

25:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「凶暴マンボ

（HD）」
(字)

25:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「捕食者の成長（HD）」

(二)

25

24:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の
里親さがします～「一度噛んだらやめ

られない（HD）」
(字)

24:00 ワイルドドッグ～自然界に生き
る～ (HD)
(二)[初]

25:00 休止 25:00 湖畔の捕食者（HD）
(二)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」

(二)

25:00 最強の捕食者たち「ナイルワニ
(HD)」

(二)[初]

27:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」
(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」

(二)

27:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望（HD）」
(字)

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日「番外編：南極大陸

（HD）」
(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」

(二)[初]

26:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

26:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「元気いっぱ

いモジョ（HD）」
(字)

27:00 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」

(二)

4

5

6

7

8

9

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日「番外編：南極大陸

（HD）」
(二)

19:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)[初]

ナショジオpresents
第１話特別放送

16:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン（HD）(二)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

10

11

12

13

14

15

27

16

17

18

19

20

21

26

ワイルド・テイル

⺟の⽇特集：親⼦の絆
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(ET) 月曜日 2017/05/15 火曜日 2017/05/16 水曜日 2017/05/17 木曜日 2017/05/18 金曜日 2017/05/19 土曜日 2017/05/20 日曜日 2017/05/21 (ET)

05:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#2(HD)」

(字)

05:00 獣医ミシェルの日常 2「特製ヘ
ラジカ・ジュース（HD）」

(字)

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日 2「ブラジル:熱帯雨林

の楽園（HD）」
(二)

04:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

04:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

06:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」

(二)

05:00 氷河崩壊！地球に迫る危機
（ＨＤ）
(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」

(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」

(字)

04:00 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)

04:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

「所構わず大騒ぎ（HD）」
(字)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

06:00 【ワイルド ファミリー】
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)

06:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」
(二)

07:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

07:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)

07:00 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」

(二)

06:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

06:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)

06:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

06:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

08:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」

(字)

08:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」

(字)

08:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

07:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」

(二)

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（HD）」

(二)

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」

(二)

99

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「フランケンフィッシュを追え！（HD）」

(二)

08:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」

(二)

09:00 ライオンの世界（HD）
(二)

09:00 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)

09:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」

(二)

09:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」

(二)

08:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

08:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)

09:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

09:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「古代魚の王ターポン（HD）」

(二)

09:00 野生の楽園「バンダウガル：イン
ド、トラの聖地」

(字)

10:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「雄大な山脈（HD)」
(字)

10:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)
10:30 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#2 ワニ逃走中(HD)」
(二)

10:30 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)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10

11:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

11:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
究極の捕食者：トップ・キャット（HD）

(字)
11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「臆病犬ブリ
ガディア（HD）」

(字)

ナショジオpresents
第１話特別放送

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン（HD）(二)

11:30 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ソフィア救

済（HD）」
(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（HD）」

(字)

11:30 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)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「川の巨大サメ（HD）」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「世界最大の淡水魚（HD）」

(二)

13:00 オーストラリアの危険生物「#6
意外な敵(HD)」

(二)[初]

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)[初]

12:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

13:00 オーストラリアの危険生物「#5
極小の襲撃者(HD)」

(二)[初]

12:30 獣医ミシェルの日常 2「真夜中
の診療（HD）」

(字)

12:30 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

12:30 アフリカの巨大動物：キリン
（HD）
(二)

12:30 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#2(HD)」

(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:00 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「オサガメ」

(字)[初]

15:00 最強の捕食者たち「シャチ
(HD)」
(二)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)

14:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

14:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」

(二)[初]

14:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

14:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

14:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「特製ヘラジカ・

ジュース（HD）」
(字)

13:30 インフォメーション
(日)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

14:00  【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「隣り

あわせの危険（HD）」
(二)

15:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

15:00 ライオンの世界（HD）
(二)

15:00 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)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

16:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」

(二)
ナショジオpresents
第１話特別放送

16:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン（HD）(二)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#11(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#12(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#13(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#14(字)[初]

17:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の

里親さがします～「ソフィア救済
（HD）」(字)[初]

17:00 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]

17:00 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]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」

(字)[初]

17:00 氷河崩壊！地球に迫る危機
（ＨＤ）
(字)

17:00 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)

18:00 【ワイルド ファミリー】
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]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（HD）」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「フランケンフィッシュを追え！（HD）」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「古代魚の王ターポン（HD）」

(二)[初]

18:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#3(HD)」

(字)

19:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）

(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」

(字)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」

(二)[初]

19:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」
(二)

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

20:00 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)[初]

20:00 ライオンの世界（HD）
(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二) 20:00 野生動物の違法取引「#3 小
動物(HD)」
(二)[初]

22:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」

(二)

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「雄大な山脈（HD)」
(字)

22:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
初公開！ライオン大接近！（HD）

(二)

20:00 【新】 タスマニアデビル：愛くる
しき悪魔（HD）

(二)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「特製ヘラジカ・

ジュース（HD）」
(字)[初]

21:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)[初]

21:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」
(字)[初]

21:00 【新】氷河崩壊！地球に迫る
危機（ＨＤ）

(字)[初]

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#3(HD)」
(字)[初]

22:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」
(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
究極の捕食者：トップ・キャット（HD）

(字)[初]

22:00 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」

(字)[初]

22

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」

(二)

21:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

23:00 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)

23:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

23:00 ライオンの世界（HD）
(二)

23:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」

(二)[初]

23

24:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」

(二)[初]

24:00 【ドッグ アワー】
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の

里親さがします～「ターボ全開！
（HD）」
(字)[初]

24:00 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」
(字)[初]

24

23:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)[初]

23:00 瞬殺の美学「サバンナでの一
撃(HD)」
(字)[初]

24:00 最強の捕食者たち「チーター
(HD)」
(二)

24:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

24:00 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル「隣りあわせの危険（HD）」

(二)

24:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

25:00 最強の捕食者たち「ナイルワニ
(HD)」
(二)

25:00 ライオンの世界（HD）
(二)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」

(二)

25:00 最強の捕食者たち「シャチ
(HD)」

(二)[初]

25:00 野生の楽園「バンダウガル：イン
ド、トラの聖地」

(字)[初]

25

26:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（HD）」

(字)

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)

26

25:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ソフィア救

済（HD）」
(字)

25:00 高性能ハンター：猛禽類の驚
異の力（HD）

(二)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」

(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」

(二)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」

(字)[初]

27:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」

(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」

(二)

27 27:00 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)

27:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

4

5

6

7

8

19:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)[初]

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「氷海からカリブ海（HD)」
(字)[初]

15:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ワイルド・テイル

特集：必殺技

アニマル・ファイト・ナイト
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Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 【ミステリー アワー】
ワイルドな一日 2「南太平洋：楽園の

生存競争（HD）」
(二)

04:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

04:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

04:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)

04:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

4 04:00 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

（ＨＤ）」
(二)

04:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２「2

度の襲撃（HD）」
(字)

05:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#3(HD)」

(字)

05:00 獣医ミシェルの日常 2「大切な
存在（HD）」

(字)

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)

05:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）

(字)

06:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」

(二)

6

05:00 アニマル・ファイト・クラブ４「タイ
タンの戦い（HD）」

(二)

05:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」

(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」

(字)

5

06:00 【ワイルド ファミリー】
モンスター・フィッシュを探せ！５「大き
な牙のバンパイア・フィッシュ（HD）」

(二)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドク
ター・ポールの１日(HD)」

(二)

07:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

07:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

06:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)

06:00 野生の楽園「バンダウガル：イン
ド、トラの聖地」

(字)

06:00 解剖でわかる動物たちの謎「ゾ
ウが大食いな理由（HD）」

(二)

06:00 解剖でわかる動物たちの謎「キ
リンの首が長い理由（HD）」

(二)

08:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

8

07:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」

(二)

07:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「１８０キロの巨大淡水エイ（HD）」

(二)

07:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第一章：移動するために生まれて

(HD)」
(字)

7

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「伝説の超巨大ナマズ（HD）」

(二)

08:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第二章：命をつなげるために(HD)」

(字)

07:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)

09:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ヒョウを探して（HD）」

(二)

09:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」

(二)

08:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）
(字)

08:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)

08:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」

(字)

08:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」

(字)

10

09:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

09:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「沈没船に棲むイタヤラ（HD）」

(二)

09:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」

(字)

9

10:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「氷海からカリブ海（HD)」
(字)

10:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)
10:30 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#3 クマの不法侵入(HD)」
(二)

09:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

09:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」
(二)

10:30 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)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（HD）」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「フランケンフィッシュを追え！（HD）」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！４
「古代魚の王ターポン（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

12:30 獣医ミシェルの日常 2「特製ヘ
ラジカ・ジュース（HD）」

(字)

12:30 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

12:30 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

12:30 氷河崩壊！地球に迫る危機
（ＨＤ）
(字)

11:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

11:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ネコ科最強決定戦（HD）

(二)
11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」

(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」

(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」

(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

12:30 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#3(HD)」

(字)
13:00 オーストラリアの危険生物「#7

命懸けの戦い(HD)」
(二)[初]

13:00 オーストラリアの危険生物「#8
致命的な負傷(HD)」

(二)[初]

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)[初]

12:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「近隣住民の不安の種

（HD）」
(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00 野生の楽園「バンダウガル：イン
ド、トラの聖地」

(字)

14:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）
(字)

14:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」
(二)[初]

14:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)

14:00 伝説の黒オオカミ(HD)
(二)

14:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「大切な存在

（HD）」
(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「雄大な山脈（HD)」
(字)

15:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)

15:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

15:00 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

（ＨＤ）」
(二)

15:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

15:00 オオカミの谷（ＨＤ）
(二)

15:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」

(二)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）

(字)

16:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」

(二)
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#15(字)[初]
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#16(字)[初]
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#17(字)[初]
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#18(字)[初]
16:30 ピープル・アウト・ゼア

#19(字)[初]

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「砂漠に生きる（HD)」
(字)[初]

17:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」
(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」

(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「近隣住民の不安の種

（HD）」
(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」

(字)[初]

17:00 アニマル・ファイト・クラブ４「タイ
タンの戦い（HD）」

(二)

17:00 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

（ＨＤ）」
(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」

(二)[初]

19:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドク
ター・ポールの１日(HD)」

(二)

18:00 【ワイルド ファミリー】
モンスター・フィッシュを探せ！５「大き
な牙のバンパイア・フィッシュ（HD）」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「１８０キロの巨大淡水エイ（HD）」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「伝説の超巨大ナマズ（HD）」

(二)[初]

18:00 モンスター・フィッシュを探せ！５
「沈没船に棲むイタヤラ（HD）」

(二)[初]

18:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#4(HD)」

(字)

19:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」

(二)[初]

20:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「縄
張り争い（HD）」

(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「巨
大動物たちのバトル（HD）」

(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ルー
ルなき戦い（HD）」

(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」

(二)[初]

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第二章：命をつなげるために(HD)」

(字)

21:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

20:00 マンタ：神秘なる世界(HD)
(二)[初]

20:00 【新】 願いの海:水中に広がる
美しき宝（HD）

(二)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「大切な存在

（HD）」
(字)[初]

21:00 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]

21:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）
(字)[初]

21:00 【新】 アニマル・ファイト・クラブ
４「タイタンの戦い（HD）」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

20:00 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

（ＨＤ）」
(二)[初]

22:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」

(二)

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「氷海からカリブ海（HD)」
(字)

22:00 野生の楽園「バンダウガル：イン
ド、トラの聖地」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
究極の捕食者：トップ・キャット（HD）

(字)

22:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドク
ター・ポールの１日(HD)」

(二)[初]

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#4(HD)」
(字)[初]

23:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第一章：移動するために生まれて

(HD)」
(字)[初]

23:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)[初]

23:00 西部開拓時代の自然史「真
昼の決闘(HD)」

(字)[初]

23

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ネコ科最強決定戦（HD）

(二)[初]

22:00 西部開拓時代の自然史「ゴー
ルドラッシュ(HD)」

(字)[初]

23:00 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)

23:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)

23:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

24:00 最強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」

(二)

24:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）
(字)

24:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「雄大な山脈（HD)」

(字)

24:00 伝説の黒オオカミ(HD)
(二)[初]

24:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第二章：命をつなげるために(HD)」

(字)[初]

24

25:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」

(字)[初]

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)

25:00 カリフォルニア　～大地と海が
出会う場所～(HD)

(二)[初]

25

24:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」
(字)

24:00 西部開拓時代の自然史「勇
気ある追跡(HD)」

(字)[初]

25:00 最強の捕食者たち「シャチ
(HD)」
(二)

25:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」

(二)

25:00 オオカミの谷（ＨＤ）
(二)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」

(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが大

食いな理由（HD）」
(二)[初]

26:00 解剖でわかる動物たちの謎「キ
リンの首が長い理由（HD）」

(二)[初]

26:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」

(二)[初]

26:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)

26

27:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」

(二)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「近隣住民の不安の種

（HD）」
(字)

27:00 解剖でわかる動物たちの謎「キ
リンの首が長い理由（HD）」

(二)

27

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」

(字)

26:00 【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが大

食いな理由（HD）」
(二)

27:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」

(字)[初]

27:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

27:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」

(二)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ワイルド・テイル

特集：グッド・オールド・ウェスト

アニマル・ファイト・ナイト
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(ET) 月曜日 2017/05/29 火曜日 2017/05/30 水曜日 2017/05/31 木曜日 2017/06/01 金曜日 2017/06/02 土曜日 2017/06/03 日曜日 2017/06/04 (ET)

05:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「#4(HD)」

(字)

05:00 獣医ミシェルの日常 2「毛がな
い猫の怪我（HD）」

(字)

05:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」

(二)

Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「ワニが進

化しない理由（HD）」
(二)

04:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)

04:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

07:00 解剖でわかる動物たちの謎「ゾ
ウが大食いな理由（HD）」

(二)

06:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「砂漠に生きる（HD)」

(字)

06:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」

(字)

06:00 解剖でわかる動物たちの謎「ク
ジラとカバが親戚である理由（HD）」

(二)

08:00 ネコ科最強決定戦（HD）
(二)

08:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

08:00 野生動物ビックリ映像集「人
間そっくりな行動（HD）」

(字)

07:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」

(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)

09:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドク
ター・ポールの１日(HD)」

(二)

09:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第一章：移動するために生まれて

(HD)」
(字)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:00 インフォメーション
(日)

10:30 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！５
「大きな牙のバンパイア・フィッシュ

（HD）」
(二)

10:30 モンスター・フィッシュを探せ！５
「１８０キロの巨大淡水エイ（HD）」

(二)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」

(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「社交的な犬を目指して

（HD）」
(字)

11:30 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」

(字)

12:30 獣医ミシェルの日常 2「大切な
存在（HD）」

(字)

12:30 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」

(二)

12:30 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）

(字)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

13:30 インフォメーション
(日)

14:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」

(字)

14:00 ネコ科最強決定戦（HD）
(二)

14:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」

(二)

15:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)

15:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

15:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」
(二)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#20(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#21(字)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#22(字)[初]

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

16:00 インフォメーション
(日)

17:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２
「社交的な犬を目指して（HD）」

(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」

(字)[初]

17:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「飼い主の影響力（HD）」

(字)[初]

18:00 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」
(二)[初]
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18:00 【ワイルド ファミリー】
世界のアブナイ動物たち「北アメリカ

（ＨＤ）」
(二)[初]

18:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」

(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

20:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」
(二)[初]

20:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

19:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「氷海からカリブ海（HD)」
(字)

19:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」
(二)[初]

19:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ネコ科最強決定戦（HD）

(二)

21:00 【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常 2「毛がない猫の

怪我（HD）」
(字)[初]

21:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」

(二)[初]

21:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）

(二)[初]

22:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」

(二)

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
アメリカ大陸～大自然と野生動物～

「砂漠に生きる（HD)」
(字)

22:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」

(字)

24:00 伝説の黒オオカミ(HD)
(二)

24:00 ネコ科最強決定戦（HD）
(二)

24:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)

23:00 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

（ＨＤ）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」

(二)

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」

(二)

25:00 オオカミの谷（ＨＤ）
(二)

25:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」

(二)

27:00 野生動物ビックリ映像集「予
期せぬ遭遇（HD）」

(字)[初]

27:00 解剖でわかる動物たちの謎「ゾ
ウが大食いな理由（HD）」

(二)

27:00 解剖でわかる動物たちの謎「キ
リンの首が長い理由（HD）」

(二)

26:00 野生動物ビックリ映像集「人
間そっくりな行動（HD）」

(字)[初]

26:00  【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「クジラと

カバが親戚である理由（HD）」
(二)[初]

26:00 動物たちの決定的瞬間「ジャ
ングル（HD）」

(二)[初]
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