
Nat Geo Wild 番組表 5月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28
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 世界の大自然 スペシャル 1000

1030

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動物
～

1030

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

1130 1130

ビッグ・キャット スペシャル

1300 1300

1330 1330

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1430 1430

世界の大自然 スペシャル

1530 1530

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち

400

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
野生動物ビックリ映像集

500

モンスター・フィッシュを探せ！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４、
モンスター・フィッシュを探せ！５

野生の楽園

900

ムーディー・ビースト 獣のDNA、
ワイルドな一日、

ワイルドな一日 2、
解剖でわかる動物たちの謎

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

500
Dr.K エキゾチック動物専門医

2.5、
Dr.K エキゾチック動物専門医 3

獣医ミシェルの日常 2
都会ジャングル、

海辺で生きるハイエナ、
怪奇現象Ｘファイル

捕食者の最終兵器、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ

世界を行く！冒険ドライブ、
アフリカの巨大動物：キリン、
氷河崩壊！地球に迫る危機、

アニマル・ファイト・クラブ４

400 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

[9日]休止(～6:00)

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
野生動物ビックリ映像集

800 最強の捕食者たち、
群れで狩る動物、

初公開！ライオン大接近！、
究極の捕食者：トップ・キャット、

ネコ科最強決定戦

生命の歴史：勝利への進化、
湿地サファリ舞台裏の男たち

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

アフリカ：天性の殺し屋、
生きもの地球大紀行（字幕版)

800

900
最強の捕食者たち、

湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

カメラマン vs 凶悪モンスター
２、

アフリカ：天性の殺し屋
世界大自然紀行：ブラジル

600 デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

野生の楽園

600

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン

生命の歴史：勝利への進化、
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

1200

湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

700
世界大自然紀行：ブラジル、

世界大自然紀行：コンゴ

激写！野生の驚くべき生態、
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン

バー教授の最も危険な調査隊 ４、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、

スゴ腕どうぶつドクター、
生きもの地球大紀行（字幕版)

ワイルドな一日、
ムーディー・ビースト 獣のDNA、

ワイルドな一日 2、
解剖でわかる動物たちの謎

都会ジャングル、
クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル(16日 13：00～)、
怪奇現象Ｘファイル

捕食者の最終兵器、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ

世界を行く！冒険ドライブ、
クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル(11日 13：00～)、
アフリカの巨大動物：キリン、
氷河崩壊！地球に迫る危機

Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5、

Dr.K エキゾチック動物専門医 3

1100 1100

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

群れで狩る動物、
初公開！ライオン大接近！、
究極の捕食者：トップ・キャッ

ト、
ネコ科最強決定戦

1200

1230

1400

野生の楽園

最強の捕食者たち、
群れで狩る動物、

初公開！ライオン大接近！、
究極の捕食者：トップ・キャット、

ネコ科最強決定戦

究極の動物カウントダウン

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

最強の捕食者たち、
伝説の黒オオカミ、

オオカミの谷

オーストラリアの危険生物

1230

獣医ミシェルの日常 2

モンスター・フィッシュを探せ！２、
インドネシアの密漁戦争、

モンスター・フィッシュを探せ！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４、
モンスター・フィッシュを探せ！５

1400

獣医ミシェルの日常 2

デッドリー・ゲーム: 生存の
ルール、

アメリカ大陸～大自然と野生
動物～

1500
激写！野生の驚くべき生態、

壮絶！命知らずの冒険家シェー
ン

最強の捕食者たち、
湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ 世界大自然紀行：ブラジル

1500

サファリ・ブラザーズ: アフリカ
ツアーの裏側、

スゴ腕どうぶつドクター、
生きもの地球大紀行（字幕版)

ワイルド プレミア
都会ジャングル、

怪奇現象Ｘファイル

ナショナルジオ グラフィック
Presents

ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン(13日 ～16：30)

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

ナショナルジオ グラフィック Presents
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン(11日・16日 ～13：00)

インフォメーション

インフォメーション



Nat Geo Wild 番組表 5月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28
ワイルド プレミア

1630 1630

ワイルド プレミア

1730 1730

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1830 1830

世界の大自然 スペシャル

1930 1930

2030 2030

ワイルド プレミア

2130 2130

ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

2230 2230

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

2330 2330

ドッグ アワー

2430 2430

2530 2530

ミステリー アワー

2630 2630

2730 2730

ムーディー・ビースト 獣のDNA、
ワイルドな一日、

ワイルドな一日 2、
解剖でわかる動物たちの謎

1700
ドッグ アワー

ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち、

クリッターカム：野生動物のカ
メラアングル(14日 17：30～)

1700

1600 究極の動物カウントダウン

ナショナルジオ グラフィック
Presents

ジーニアス：世紀の天才 アイ
ンシュタイン(14日 ～17：30)

1800

ワイルド ファミリー

生命の歴史：勝利への進化、
湿地サファリ舞台裏の男たち

1800

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：ブラジル、

世界大自然紀行：コンゴ

世界大自然紀行：ブラジル

ビッグ・キャット スペシャル
最強の捕食者たち、

湖畔の捕食者、
知られざるプライド

ライオンの世界、
知られざるプライド

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：ブラジル

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

1900 究極の動物カウントダウン

アニマル・ファイト・ナイト
アニマル・ファイト・クラブ、
アニマル・ファイト・クラブ３

野生の楽園

アニマル・ファイト・ナイト
アニマル・ファイト・クラブ２、
アニマル・ファイト・クラブ３

ビッグ・キャット スペシャル
最強の捕食者たち、
群れで狩る動物、
ネコ科最強決定戦

アニマル・ファイト・ナイト
アニマル・ファイト・クラブ２、
アニマル・ファイト・クラブ３、

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

アニマル・ファイト・ナイト
アニマル・ファイト・クラブ３

1900

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

スマトラサイの住む森へ、
ジャイアントパンダ：繁殖への

挑戦、
タスマニアデビル：愛くるしき

悪魔、
願いの海:水中に広がる美しき

宝

群れで狩る動物、
初公開！ライオン大接近！、

究極の捕食者：トップ・キャット、
ネコ科最強決定戦

2400

2300

湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

Dr.K エキゾチック動物専門医 3

デッドリー・ゲーム: 生存の
ルール、

アメリカ大陸～大自然と野生
動物～

世界を行く！冒険ドライブ、
アフリカの巨大動物：キリン、
氷河崩壊！地球に迫る危機、

アニマル・ファイト・クラブ４

1600
捕食者の最終兵器、

クリッターカム：野生動物のカメラア
ングル(13日 16：30～)、

捕食者の死闘：ピューマ vs オオカ
ミ

2100

サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側、

スゴ腕どうぶつドクター

ワイルド・テイル

2000

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン

2000

巨獣の涙、
ジャイアント・パンダ、

野生動物の違法取引、
マンタ：神秘なる世界

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、
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～

クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル(9日 22：30～)

2100

アフリカ：天性の殺し屋、
生きもの地球大紀行（字幕版)

湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

世界を行く！冒険ドライブ、
アフリカの巨大動物：キリン、
氷河崩壊！地球に迫る危機、

アニマル・ファイト・クラブ４

Dr.K エキゾチック動物専門医 3

ワイルド プレミア
都会ジャングル、

怪奇現象Ｘファイル

6チャンネル合同 第１話特別放
送

ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン(9日 ～22：30)

ワイルド プレミア

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

最強の捕食者たち、
湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

2200

究極の動物カウントダウン 野生の楽園

2200

最強の捕食者たち、
群れで狩る動物、

初公開！ライオン大接近！、
究極の捕食者：トップ・キャット

激写！野生の驚くべき生態、
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン

2300

獣医ミシェルの日常 2

捕食者の最終兵器、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
幻の深海魚 リュウグウノツカイ

2400
地球の巨大生物TOP10(1日 ～

26：00)、
最強の捕食者たち、
伝説の黒オオカミ

最強の捕食者たち、
群れで狩る動物、

初公開！ライオン大接近！、
究極の捕食者：トップ・キャット、

ネコ科最強決定戦

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

アフリカ：天性の殺し屋、
生きもの地球大紀行（字幕版)

特集：ヘンテコ動物大集合
世界をめぐる！珍獣ハン

ター、
青い血を持つカブトガニの謎

母の日特集：親子の絆
母ライオン マニャーリの決断、

世界の子グマ成長記録、
ワイルドドッグ～自然界に生き

る～、
デッドリー・ゲーム: 生存の

ルール

特集：必殺技
瞬殺の美学、

高性能ハンター：猛禽類の驚
異の力

特集：グッド・オールド・ウェス
ト

西部開拓時代の自然史、
カリフォルニア　～大地と海が

出会う場所～

湿地サファリ舞台裏の男たち、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち

2500

2600
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン

2600

最強の捕食者たち、
伝説の黒オオカミ、

オオカミの谷

2500
最強の捕食者たち、

オオカミの谷

[8日]休止(～翌6:00)

最強の捕食者たち、
湖畔の捕食者、
ライオンの世界、

知られざるプライド

世界大自然紀行：ブラジル、
世界大自然紀行：コンゴ

野生の楽園

ワイルドな一日、
ワイルドな一日 2、

解剖でわかる動物たちの謎2700
究極の動物カウントダウン

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
野生動物ビックリ映像集

ワイルドな一日、
ワイルドな一日 2、

解剖でわかる動物たちの謎、
動物たちの決定的瞬間

ミステリー 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～、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー
２

サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側、

スゴ腕どうぶつドクター、
生きもの地球大紀行（字幕版)

2700

インフォメーション

ピープル・アウト・ゼア

ナショナルジオ グラフィック Presents
ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン(15日 ～18：00)

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２

モンスター・フィッシュを探せ！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４、
モンスター・フィッシュを探せ！５、

世界のアブナイ動物たち

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、
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～

アニマル・ファイト・ナイト
元祖アニマル・ファイト・クラブ、

アニマル・ファイト・クラブ３


