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(ET) 月曜日 2017/09/25 火曜日 2017/09/26 水曜日 2017/09/27 木曜日 2017/09/28 金曜日 2017/09/29 土曜日 2017/09/30 日曜日 2017/10/01 (ET)

19

20

21

22

23

18

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 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#7 シュモクザメを救え(HD)」

(二)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#8 ミッション遂行の危機

(HD)」
(二)[初]

Nat Geo Wild 番組表 10月

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

10

11

12

13

14

15

16

17

24:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#9 崩壊寸前のチーム(HD)」

(二)[初]

25:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#10 新たな出発(HD)」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：インド（HD）
(二)[初]

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)[初]

17:00 捕食者の最終兵器「大人にな
るための本能（HD）」

(字)[初]

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)[初]

20:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）

(二)[初]

10:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」

(字)[初]

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 2「#5 最愛

のベストフレンド（HD)」
(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 3「動
物病院の人気者（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート４」

(字)[初]
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】
ワイルドな一日 2「インド亜大陸の夏

（HD）」
(二)[初]

04:00 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]

05:00 野生動物ビックリ映像集 2「危
険な局面（HD）」

(字)[初]

06:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#15
獣医の心構え(HD)」

(二)[初]

07:00 獣医ミシェルの日常 2「真夜中
の診療（HD）」

(字)[初]

08:00 獣医ミシェルの日常 2「特製ヘ
ラジカ・ジュース（HD）」

(字)[初]

09:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」

(字)[初]
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シャーク・サンデー
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(ET) 月曜日 2017/10/02 火曜日 2017/10/03 水曜日 2017/10/04 木曜日 2017/10/05 金曜日 2017/10/06 土曜日 2017/10/07 日曜日 2017/10/08 (ET)

7

8

9

4

5

6

13

14

15
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12

19

20

21

16

17

18
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27

22
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24

04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「大人にな
るための本能（HD）」

(字)

06:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・ウエポン(HD)」

(二)[初]

07:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・スーパーパワー(HD)」

(二)[初]

08:00 動物界の意外なお友達 2「#5
最愛のベストフレンド（HD)」

(二)

09:00 動物界の意外なお友達 3「動
物病院の人気者（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」

(二)[初]
11:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ヒツジと
格闘(HD)」
(二)[初]

13:00 スリル満点！究極の地「ノル
ウェー（HD）」

(二)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）

(二)

15:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ヘビの番人「ミーアキャット対マ
ンバ」

(字)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】

ワイルドな一日 2「ブラジル:熱帯雨林
の楽園（HD）」

(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：トルコ（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 【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～「バラにとげあり
（HD）」
(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが大

食いな理由（HD）」
(二)[初]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「犬と坊や

のお昼寝日記（HD）」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 3
「ヒーローキャット（HD）」

(二)[初]

24:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」

(二)[初]

25:00 サーモン・ウォー（HD）
(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
ハンター・ハンテッド ４「クマ研究者の

死」
(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ３「クーガー
の島（ＨＤ）」

(二)[初]

04:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

06:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）

(二)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

08:00 ハンター・ハンテッド ４「クマ研
究者の死」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ３「クーガー
の島（ＨＤ）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#1(字)[初]

11:00 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)

12:00 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]

13:00 スリル満点！究極の地「ニュー
ジーランド（HD）」

(二)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」

(字)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ヘビの番人「泳ぐコブラと共に」
(字)[初]

17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)[初]

18:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」

(字)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 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]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
百獣の王ライオン～トップの座を巡る

闘い～（HD）
(二)

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」

(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「森の侵
入者（HD）」

(二)[初]

04:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」

(字)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：トルコ（HD）
(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「森の侵
入者（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#2(字)[初]

11:00 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)

12:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」

(二)[初]

13:00 スリル満点！究極の地「アラス
カ（HD）」
(二)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）

(二)[初]

15:00 カンガルーの裏の顔（HD）
(二)[初]

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ラ
イオン」
(二)[初]

17:00 アンデスのライオン：ピューマ
（HD）

(字)[初]

18:00 アフリカの失われた楽園（HD）
(二)[初]

19:00 野生動物の楽園：イエロース
トーンの冬(HD)

(二)[初]

20:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)[初]

21:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)[初]

22:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「ブラジル:熱帯雨林

の楽園（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：トルコ（HD）
(二)

26:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」

(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「チンパン
ジーの脱走」

(二)[初]

04:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）

(二)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

06:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」

(二)

07:00 サーモン・ウォー（HD）
(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「チンパン
ジーの脱走」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#3(字)[初]

11:00 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]

12:00 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]

13:00 スリル満点！究極の地「中央
アメリカ（HD）」

(二)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ヘビの番人「ハブの名誉」
(字)[初]

17:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)

19:00 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]

20:00 【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)[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)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
百獣の王ライオン～トップの座を巡る

闘い～（HD）
(二)

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

24:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・ウエポン(HD)」

(二)

25:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・スーパーパワー(HD)」

(二)

26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 車を襲うゾウ（HD）」

(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！漂流する犬（HD）」

(字)[初]

04:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#7 シュモクザメを救え(HD)」

(二)

05:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#8 ミッション遂行の危機

(HD)」
(二)

06:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#9 崩壊寸前のチーム(HD)」

(二)

07:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3「#10 新たな出発(HD)」

(二)

08:00 百獣の王ライオン～トップの座
を巡る闘い～（HD）

(二)

09:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#4(字)[初]

11:00 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)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「留守番で大パニック？キツネザルを

救え（HD）」
(字)[初]

13:00 スリル満点！究極の地「南アメ
リカ（HD）」
(二)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」

(二)

15:00 サーモン・ウォー（HD）
(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ヘビの番人「突然変異！？タ
イガー・スネーク」

(字)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

19:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 【新】変てこ顔面動物辞典
「あっぱれなデザイン性（HD）」

(字)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#16
晴れ舞台(HD)」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常 2「大切な
存在（HD）」

(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常 2「毛がな
い猫の怪我（HD）」

(字)[初]

25:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)

04:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」

(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 車を襲うゾウ（HD）」

(字)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 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]

09:00 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)

10:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

12:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ブラジル・パート１」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが大

食いな理由（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)

16:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)

17:00 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)

18:00 変てこ顔面動物辞典「あっぱ
れなデザイン性（HD）」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#16
晴れ舞台(HD)」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常 2「大切な
存在（HD）」

(字)

21:00 獣医ミシェルの日常 2「毛がな
い猫の怪我（HD）」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」
(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)[初]

24:00 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 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)

26:00 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 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)

04:00 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)

05:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！漂流する犬（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#16
晴れ舞台(HD)」

(二)

07:00 獣医ミシェルの日常 2「大切な
存在（HD）」

(字)

08:00 獣医ミシェルの日常 2「毛がな
い猫の怪我（HD）」

(字)

09:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「犬と坊や

のお昼寝日記（HD）」
(二)

12:00 動物界の意外なお友達 3
「ヒーローキャット（HD）」

(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ギアナ」
(字)[初]

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】
ワイルドな一日 2「ブラジル:熱帯雨林

の楽園（HD）」
(二)

15:00 世界大自然紀行：トルコ（HD）
(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)

17:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」

(字)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「オーストラリア：雨

季の終わり（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（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)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

22:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」
(二)[初]

23:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」

(二)[初]

24:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」
(二)[初]

25:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)

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)

15

16

11

12

13

10

9

Nat Geo Wild 番組表 10月

20

21

22

17

18

19

14

23

24

25

26

27

4

5

6

7

8

動物密着！24時

世界動物の⽇

ファニー・フライデー
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(ET) 月曜日 2017/10/09 火曜日 2017/10/10 水曜日 2017/10/11 木曜日 2017/10/12 金曜日 2017/10/13 土曜日 2017/10/14 日曜日 2017/10/15 (ET)

7

8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

27

16

17

18

22

23

24 24

25

26

25

26

27

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」
(二)

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」

(二)

07:00 サーモン・ウォー（HD）
(二)

19

20

11

12

7

8

9

15

10

4

5

6

04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」

(字)

06:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」

(二)

08:00 動物界の意外なお友達 3「犬
と坊やのお昼寝日記（HD）」

(二)

09:00 動物界の意外なお友達 3
「ヒーローキャット（HD）」

(二)

12:00 解剖でわかる動物たちの謎「ゾ
ウが大食いな理由（HD）」

(二)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「シンガポール戦

（HD）」
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#5(字)[初]

11:00 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)

15:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 ヘビの番人「共食いするマム
シ」

(字)[初]
17:00 発見！道具を使って狩りをす

るチンパンジー（HD）」
(二)[初]

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：北アメリカ「オオカ

ミ王国（HD）」
(二)

19:00 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]

20:00 【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～「凶暴マンボ（HD）」

(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
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]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ニワトリは

ボクの友達（HD）」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 3「ひ
と目惚れ（HD）」

(二)[初]

24:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)
(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
ハンター・ハンテッド ４「北極での襲撃

（HD）」
(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「クマ研
究者の死」

(二)

04:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

06:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

08:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「クマ研
究者の死」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#6(字)[初]

11:00 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)

12:00 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)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「バンコク戦（HD）」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#1 グリーン
に現れたゴースト(HD)」

(二)[初]
17:00 猿の王国「王の衝突（HD）」

(字)[初]

18:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 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]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「オーストラリア：雨

季の終わり（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

04:00 原住民の生ける知恵「ソロモン
諸島の海洋民族（HD）」

(字)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道
直下（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#7(字)[初]

11:00 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)

12:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「香港戦（HD）」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)[初]

15:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#2 屋敷の
怪物(HD)」
(二)[初]

17:00 猿の王国「骨肉の争い（HD）」
(字)[初]

18:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ハイエ

ナ: 生き残りを懸けて（HD）」
(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#1
いざ大海原へ(HD)」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)[初]

22:00 原住民の生ける知恵「ケニアの
サンブル族（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

26:00 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]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」

(二)

04:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

06:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#8(字)[初]

11:00 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)

12:00 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)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「台湾戦（HD）」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#3 呪われ
た森(HD)」
(二)[初]

17:00 密着！ゴリラのファミリー (HD)
(二)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#2
巧妙な報復(HD)」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」
(二)

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

24:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」

(二)

25:00 サーモン・ウォー（HD）
(二)

26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ダイバーを狙うサメ（HD）」

(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ラマの逃走劇（HD）」

(字)[初]

04:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」

(二)

05:00 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)

07:00 ワイルドな一日「番外編：南極
大陸（HD）」

(二)

08:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」

(二)

09:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#9(字)[初]

11:00 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)

12:00 変てこ顔面動物辞典「あっぱ
れなデザイン性（HD）」

(字)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「準決勝 １戦目

（HD）」
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)

(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#4 ヤギの
血を吸う悪霊(HD)」(二)[初]

17:00 トゥブ:女王猿として生まれて
（HD）

(二)[初]

18:00   【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：北アメリカ「吸血コ

ウモリの襲来（HD）」
(二)

19:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」

(二)

20:00 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]

21:00 変てこ顔面動物辞典「海の中
でもユニークに（HD）」

(字)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「初め
てづくしの１週間（HD）」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常 3「子ヒツ
ジを追いかけて（HD）」

(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常 3「クマさん
のお引越し（HD）」

(字)[初]

25:00 原住民の生ける知恵「ケニアの
サンブル族（HD）」

(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)

04:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ダイバーを狙うサメ（HD）」

(字)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#1
いざ大海原へ(HD)」

(二)

09:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#2
巧妙な報復(HD)」

(二)

10:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「ラクダのお
世話（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ブラジル・パート２」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
解剖でわかる動物たちの謎「キリンの

首が長い理由（HD）」
(二)

25:00 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)

24:00 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)

26:00 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)

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)

16:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)

17:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(二)[初]

18:00  変てこ顔面動物辞典「海の
中でもユニークに（HD）」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「初め
てづくしの１週間（HD）」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常 3「子ヒツ
ジを追いかけて（HD）」

(字)

21:00 獣医ミシェルの日常 3「クマさん
のお引越し（HD）」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)[初]

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)[初]

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)

17:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)

27:00 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)

04:00 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)

05:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ラマの逃走劇（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「初め
てづくしの１週間（HD）」

(二)

07:00 獣医ミシェルの日常 3「子ヒツ
ジを追いかけて（HD）」

(字)

08:00 獣医ミシェルの日常 3「クマさん
のお引越し（HD）」

(字)

09:00 原住民の生ける知恵「ケニアの
サンブル族（HD）」

(字)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)

25:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間５「巨大カジキの逆襲

（HD）」
(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 3「大型ネコ科
の戦闘地（HD）」

(二)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
【新】ワイルドな一日 3「大型ネコ科の

戦闘地（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)[初]

20:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

22:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」

(二)[初]

23:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」

(字)[初]

24:00 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]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「コスタリカ・パート３」

(字)[初]
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】
ワイルドな一日 2「神秘の赤道直下

（HD）」
(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」

(二)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ニワトリは

ボクの友達（HD）」
(二)

12:00 動物界の意外なお友達 3「ひ
と目惚れ（HD）」

(二)

21

18

Nat Geo Wild 番組表 10月

22

23

16

17

13

14

進撃の獲物

ファニー・フライデー
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(ET) 月曜日 2017/10/16 火曜日 2017/10/17 水曜日 2017/10/18 木曜日 2017/10/19 金曜日 2017/10/20 土曜日 2017/10/21 日曜日 2017/10/22 (ET)

7

8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」

(字)

06:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)

(二)

08:00 動物界の意外なお友達 3「ニ
ワトリはボクの友達（HD）」

(二)

09:00 動物界の意外なお友達 3「ひ
と目惚れ（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#10(字)[初]

11:00 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)

12:00 解剖でわかる動物たちの謎「キ
リンの首が長い理由（HD）」

(二)

13:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「準決勝 ２戦目

（HD）」
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#5 奇妙な
泥棒(HD)」
(二)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「オーストラリア：雨

季の終わり（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#3
違法漁船の妨害(HD)」

(二)[初]

20:00 【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]

21:00  【ワイルド プレミア】
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]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「サファリ

パークの可愛い友情（HD）」
(二)[初]

23:00 カワウソ家族: 2つの運命（HD）
(字)[初]

24:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発するヒキ

ガエル(HD)」
(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」

(二)

04:00 ワイルドな一日 3「大型ネコ科
の戦闘地（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

06:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#11(字)[初]

11:00 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)

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 原住民の生ける知恵「ケニアの
サンブル族（HD）」

(字)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

12:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「カ
メ」  (二)

12:30 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」

(字)

16:30 野生動物捜査班「#6 天井か
らの謎の音(HD)」

(二)[初]
17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#4 ピューマの死(HD)」
(二)[初]

18:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)[初]

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#4
サイズが運命を決める(HD)」

(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」

(字)[初]

21:00 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 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「大型ネコ科の戦闘

地（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

04:00 原住民の生ける知恵「ケニアの
サンブル族（HD）」

(字)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」

(字)

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)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#12(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」

(字)

12:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「生態学
の勇士」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

15:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#7 消える
猫たち(HD)」

(二)[初]
17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】

知られざるプライド「絶体絶命（HD）」
(二)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#5
漁師の意地をかけて(HD)」

(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」

(字)[初]

21:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)[初]

22:00 原住民の生ける知恵「モンゴル
のカザフ族（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「オーストラリア：雨

季の終わり（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」

(二)

04:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

06:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#13(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」

(字)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「クモの
巣と牙」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ワイルドな一日 3「大型ネコ科
の戦闘地（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 野生動物捜査班「#8 犬泥棒
(HD)」

(二)[初]
17:00 原住民の生ける知恵「モンゴル

のカザフ族（HD）」
(字)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#6
大荒れの海(HD)」

(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「凶暴犬は手に負えない？

（HD）」
(字)[初]

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第四章：食うか食われるか(HD)」

(字)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

24:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)

(二)

26:00 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]

27:00 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]

04:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」

(二)

05:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」

(字)

06:00 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)

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間５「巨大カジキの逆襲

（HD）」
(二)

08:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#14(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「凶暴犬は手に負えない？

（HD）」
(字)

12:00 変てこ顔面動物辞典「海の中
でもユニークに（HD）」

(字)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「糸と爪」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 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]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】

ワイルドな一日 3「大型ネコ科の戦闘
地（HD）」

(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「ラクダのお
世話（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（HD）」

(字)[初]

21:00 変てこ顔面動物辞典「個性豊
かに堂々と（HD）」

(字)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「ドク
ター・ブレンダ大活躍（HD）」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常 3「守るべ
きバイソン（HD）」

(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常 3「ミシェル
の出張（HD）」

(字)[初]

25:00 原住民の生ける知恵「モンゴル
のカザフ族（HD）」

(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

04:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

05:00 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)

06:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#3
違法漁船の妨害(HD)」

(二)

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#4
サイズが運命を決める(HD)」

(二)

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#5
漁師の意地をかけて(HD)」

(二)

09:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#6
大荒れの海(HD)」

(二)

10:00 ワイルドな一日 3「大型ネコ科
の戦闘地（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「サファリパー
クで動物身体検査（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「スリランカ・パート１」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
解剖でわかる動物たちの謎「ワニが進

化しない理由（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)

16:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)

17:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第四章：食うか食われるか(HD)」

(字)

18:00 変てこ顔面動物辞典「個性豊
かに堂々と（HD）」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「ドク
ター・ブレンダ大活躍（HD）」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常 3「守るべ
きバイソン（HD）」

(字)

21:00 獣医ミシェルの日常 3「ミシェル
の出張（HD）」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#1 トラの求愛(HD)」

(二)[初]

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)[初]

24:00 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 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」

(字)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」

(字)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「凶暴犬は手に負えない？

（HD）」
(字)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（HD）」

(字)

05:00 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)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「ドク
ター・ブレンダ大活躍（HD）」

(二)

07:00 獣医ミシェルの日常 3「守るべ
きバイソン（HD）」

(字)

08:00 獣医ミシェルの日常 3「ミシェル
の出張（HD）」

(字)

09:00 原住民の生ける知恵「モンゴル
のカザフ族（HD）」

(字)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「サファリ

パークの可愛い友情（HD）」
(二)

12:00 カワウソ家族: 2つの運命（HD）
(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「スリランカ・パート２」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

24:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」
(字)[初]

25:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)[初]

14:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 2「オーストラリア：雨

季の終わり（HD）」
(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」

(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

17:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「とある砂漠での日

常（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)[初]

11

12

13

10

26:00 ワイルドな一日 3「とある砂漠
での日常（HD）」

(二)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

20:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」
(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

22:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」

(二)[初]

23:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」

(字)[初]
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04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」

(字)

06:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)

08:00 動物界の意外なお友達 3「サ
ファリパークの可愛い友情（HD）」

(二)

09:00 カワウソ家族: 2つの運命（HD）
(字)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#15(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（HD）」

(字)

12:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」

(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「侵略
者」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 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]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】

ワイルドな一日 3「大型ネコ科の戦闘
地（HD）」

(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#7
海上での対立(HD)」

(二)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー「飼

い主の影響（HD）」
(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
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]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ミニチュア

ホースの意外なお友達（HD）」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 4「子
犬はインコのお友達（HD）」

(二)[初]

24:00 ６℃が世界を変える（HD）
(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食べるナ

マズ(HD)」
(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」

(二)

04:00 ワイルドな一日 3「とある砂漠
での日常（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

06:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食
べるナマズ(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#16(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」

(字)

12:00 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)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「殺すか
治すか」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 原住民の生ける知恵「モンゴル
のカザフ族（HD）」

(字)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

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 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#5 蜂の巣爆弾(HD)」
(二)[初]

18:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」
(字)[初]

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#8
因縁の泥試合(HD)」

(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」

(字)[初]

21:00 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]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「とある砂漠での日

常（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#1 トラの求愛(HD)」

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命が
けの散歩(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」

(二)

04:00 原住民の生ける知恵「モンゴル
のカザフ族（HD）」

(字)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 3「大型ネコ科
の戦闘地（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命が
けの散歩(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#17(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」

(字)

12:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「コウモリ
のフン」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」

(二)

15:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 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]
17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#1 トラの求愛(HD)」

(二)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#9
船上の仲間割れ(HD)」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 人食いザメがやってきた「フロリ
ダを襲った恐怖（HD）」

(字)[初]

22:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「大型ネコ科の戦闘

地（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」

(二)

04:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

06:00 ６℃が世界を変える（HD）
(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#18(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（HD）」

(字)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第四章：食うか食われるか(HD)」

(字)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「戦
場」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ワイルドな一日 3「とある砂漠
での日常（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 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]
17:00 原住民の生ける知恵「カナダの

イヌイット族（HD）」
(字)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)

19:00 一攫千金！巨大マグロ漁
「#10　シーズン最大の獲物(HD)」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「サイエンス(HD)」

(字)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#1 トラの求愛(HD)」

(二)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

24:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)

26:00 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]

27:00 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]

04:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」

(二)

05:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」

(字)

06:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」

(字)

07:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)

08:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#19(字)[初]

11:00 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)

12:00 変てこ顔面動物辞典「個性豊
かに堂々と（HD）」

(字)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「ルー
ル」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 ６℃が世界を変える（HD）
(二)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ゴンドウクジラ」

(字)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「とある砂漠での日

常（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「サファリパー
クで動物身体検査（HD）」

(二)

20:00 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]

21:00 【新】愉快なアニマル・セル
フィー（HD）
(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「さまざ
まな愛の形（HD）」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常 3「ウシたち
の逆襲（HD）」

(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常 3「ヒグマに
ご注意（HD）」

(字)[初]

25:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」

(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」

(二)

04:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

05:00 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)

06:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#7
海上での対立(HD)」

(二)

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#8
因縁の泥試合(HD)」

(二)

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁「#9
船上の仲間割れ(HD)」

(二)

09:00 一攫千金！巨大マグロ漁
「#10　シーズン最大の獲物(HD)」

(二)

10:00 ワイルドな一日 3「とある砂漠
での日常（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「ダチョウ牧
場で大奮闘（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート５」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
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)

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)

16:00 人食いザメがやってきた「フロリ
ダを襲った恐怖（HD）」

(字)

17:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「サイエンス(HD)」

(字)

18:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）
(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「さまざ
まな愛の形（HD）」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常 3「ウシたち
の逆襲（HD）」

(字)

21:00 獣医ミシェルの日常 3「ヒグマに
ご注意（HD）」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#2 初めの一歩(HD)」

(二)[初]

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」

(字)

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」

(字)

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)

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)

04:00 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)

05:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ハマったスカンク（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「さまざ
まな愛の形（HD）」

(二)

07:00 獣医ミシェルの日常 3「ウシたち
の逆襲（HD）」

(字)

08:00 獣医ミシェルの日常 3「ヒグマに
ご注意（HD）」

(字)

09:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」

(字)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ミニチュア

ホースの意外なお友達（HD）」
(二)

12:00 動物界の意外なお友達 4「子
犬はインコのお友達（HD）」

(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート３」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

24:00 世界のアブナイ動物たち３「砂
漠と草原に潜む恐怖（ＨＤ）」

(二)[初]

25:00 世界のアブナイ動物たち３「海
に潜む12の恐怖（ＨＤ）」

(二)[初]

14:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「大型ネコ科の戦闘

地（HD）」
(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」

(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」

(二)

17:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ロッキー山脈での

格闘（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)[初]

11

12

13

10

26:00 ワイルドな一日 3「ロッキー山
脈での格闘（HD）」

(二)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

20:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」
(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

22:00 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」

(字)[初]

23:00 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」
(字)[初]
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ハロウィーン擬態スペシャル！

ファニー・フライデー
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04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」

(二)

05:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
能(HD)」

(字)

06:00 ６℃が世界を変える（HD）
(二)

08:00 動物界の意外なお友達 4「ミ
ニチュアホースの意外なお友達

（HD）」
(二)

09:00 動物界の意外なお友達 4「子
犬はインコのお友達（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#20(字)[初]

11:00 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)

12:00 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)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「CSI」
(字)[初]

13:30 インフォメーション  (日)

14:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「シロナガスクジラ」

(字)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「とある砂漠での日

常（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「究極の水槽改修

（HD）」
(二)[初]

20:00 【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]

21:00  【ワイルド プレミア】
世界の奇妙なペットたち「極小ペット

（HD）」
(二)[初]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「動物界

のモダン・ファミリー（HD）」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 4「カ
モとネコのおもしろトリオ（HD）」

(二)[初]

24:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）

(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空から降る

魚(HD)」
(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食
べるナマズ(HD)」

(二)

04:00 ワイルドな一日 3「ロッキー山
脈での格闘（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

06:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空か
ら降る魚(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食
べるナマズ(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション  (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#21(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」

(字)

12:00 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)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「食用
昆虫」

(字)[初]
13:30 インフォメーション  (日)

14:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」

(字)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション  (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)[初]
17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#6 巨大ワニ池(HD)」
(二)[初]

18:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「最も危険なヘビ（HD）」

(二)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「魚に願いを（HD）」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」

(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ロッキー山脈での

格闘（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#2 初めの一歩(HD)」

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニ
の大量死(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命が
けの散歩(HD)」

(二)
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