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(ET) 月曜日 2017/10/30 火曜日 2017/10/31 水曜日 2017/11/01 木曜日 2017/11/02 金曜日 2017/11/03 土曜日 2017/11/04 日曜日 2017/11/05 (ET)
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Nat Geo Wild 番組表 11月

20:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」
(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

09:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」

(字)

26:00 ワイルドな一日 3「ナイル川の
厳しい自然（HD）」

(二)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)
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22:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」

(二)[初]

23:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」

(二)[初]

24:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」

(二)[初]

25:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」

(二)[初]

14:00 【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)

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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」

(二)

17:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「最も危険なヘビ（HD）」

(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)[初]

11:00  【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]

12:00 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]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「南アフリカ」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」

(字)[初]

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズのオランダ語奮闘記（HD）」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常 3「空飛ぶ
馬（HD）」

(字)

21:00 獣医ミシェルの日常 3「危険な
兄弟喧嘩（HD）」

(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#3 育児の悩み(HD)」

(二)[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)

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)

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)

04:00 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 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズのオランダ語奮闘記（HD）」

(二)

07:00 獣医ミシェルの日常 3「空飛ぶ
馬（HD）」

(字)

08:00 獣医ミシェルの日常 3「危険な
兄弟喧嘩（HD）」

(字)

17:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「メイキング(HD)」

(字)

18:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」

(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「危険なサメ
の水槽掃除（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート４」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 【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]

15:00 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]

16:00 人食いザメがやってきた「カリ
フォルニアを襲った恐怖（HD）」

(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」

(二)

04:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「最も危険なヘビ（HD）」

(二)

05:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」

(字)

06:00 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]

07:00 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]

08:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「水族館を大改造！

（HD）」
(二)

09:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「時間との勝負（HD）」

(二)

10:00 ワイルドな一日 3「ロッキー山
脈での格闘（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」

(字)[初]

21:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」

(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズのオランダ語奮闘記（HD）」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常 3「空飛ぶ
馬（HD）」
(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常 3「危険な
兄弟喧嘩（HD）」

(字)[初]

25:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)

14:00 世界初！恐竜大解剖（HD）
(二)[初]

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「ジュゴン」

(字)[初]
17:00 【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)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「ダチョウ牧
場で大奮闘（HD）」

(二)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#24(字)[初]

11:00 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)

12:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）

(二)[初]

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「ジャン
グル」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

04:00 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」

(字)[初]

05:00 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」
(字)[初]

06:00 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]

07:00 世界のアブナイ動物たち３「海
に潜む12の恐怖（ＨＤ）」(二)[初]

08:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「メイキング(HD)」

(字)[初]

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)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

24:00 ６℃が世界を変える（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]

27:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」

(字)[初]

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「ヒョウアザラシ」

(字)[初]
17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「縄張り争いの掟（HD）」
(二)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「時間との勝負（HD）」

(二)[初]

20:00 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]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」

(字)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「サイエンス(HD)」

(字)[初]

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「実
験」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日 3「ロッキー山
脈での格闘（HD）」

(二)[初]

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)[初]

25:00 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)

26:00  【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶滅した猛

獣の復活(HD)」
(二)[初]

27:00 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]

04:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)

06:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）(二)[初]

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」

(二)

09:00 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)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#23(字)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「水族館を大改造！

（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

「里子の運命（HD）」
(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
人食いザメがやってきた「カリフォルニア

を襲った恐怖（HD）」
(字)[初]

22:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」

(字)[初]

24:00 【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)

14:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」

(二)[初]

15:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「最も危険なヘビ（HD）」

(二)[初]

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「大ザメ」

(字)[初]
17:00 【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]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」

(字)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#22(字)[初]

11:00 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]

12:00 人食いザメがやってきた「フロリ
ダを襲った恐怖（HD）」

(字)[初]

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「毒
液」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

04:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」

(字)[初]

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」

(字)[初]

06:00 ワイルドな一日 3「とある砂漠
での日常（HD）」(二)[初]

07:00 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]

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニ
の大量死(HD)」

(二)[初]

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命が
けの散歩(HD)」

(二)[初]
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(ET) 月曜日 2017/11/06 火曜日 2017/11/07 水曜日 2017/11/08 木曜日 2017/11/09 金曜日 2017/11/10 土曜日 2017/11/11 日曜日 2017/11/12 (ET)
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04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」

(二)

05:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「最も危険なヘビ（HD）」

(二)

06:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）
(二)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ピープル・アウト・ゼア
#25(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」

(字)

12:00 世界の奇妙なペットたち「極小
ペット（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「デスアダー・デュエッ
ト」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（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「ハイイロアザラシ」

(字)[初]
17:00 【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)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「タコを救え！（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
「社交的な犬を目指して（HD）」

(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
世界の奇妙なペットたち「特大サイズ

（HD）」
(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ライオンと

トラの共同生活（HD）」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」

(二)[初]

24:00 世界初！恐竜大解剖（HD）
(二)

26:00  【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空飛ぶトナ

カイ(HD)」
(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空か
ら降る魚(HD)」

(二)[初]

04:00 ワイルドな一日 3「ナイル川の
厳しい自然（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

06:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空か
ら降る魚(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
#26(字)[初]

11:00 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)

12:00 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)

13:00 ヘビの番人「幸運の牙」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（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「アカウミガメ／アオウミガメ」

(字)[初]
17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち

「#7 ワニの脱走(HD)」
(二)[初]

18:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「巨大ワニ」

(二)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「球場に巨大水槽?!

（HD）」
(二)[初]

20:00 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]

21:00 アフリカのザンベジ川「#1 命の
恵み(HD)」
(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#3 育児の悩み(HD)」

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニ
の大量死(HD)」

(二)

04:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 3「ロッキー山
脈での格闘（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニ
の大量死(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」

(字)

12:00 人食いザメがやってきた「カリ
フォルニアを襲った恐怖（HD）」

(字)

13:00 ヘビの番人「オズへの冒険旅
行」

(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
「#7 ワニの脱走(HD)」

(二)

15:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「巨大ワニ」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ワイルド・ベイビー！「#1 大人
への第一歩(HD)」

(二)[初]
17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#3 育児の悩み(HD)」

(二)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「ミニバスを水槽に

（HD）」
(二)[初]

20:00 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]

21:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」

(字)[初]

22:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)[初]

24:00 【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)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」

(二)

04:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

06:00 世界初！恐竜大解剖（HD）
(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 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)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「メイキング(HD)」

(字)

13:00 ヘビの番人「ヘビを救う者」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日 3「ナイル川の
厳しい自然（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ワイルド・ベイビー！「#2 セレン
ゲティのサバイバー術(HD)」

(二)[初]
17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争「自然界の伝達手段（HD）」
(二)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「苦肉の水槽設置作

戦（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ（HD）」

(字)[初]

21:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「生命のリズム(HD)」

(字)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
タイガーマン「#3 育児の悩み(HD)」

(二)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

24:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）
(二)

26:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」

(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」

(字)[初]

04:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」

(二)

06:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」

(二)

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」

(二)

08:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー２「悪夢のナーニ（HD）」
(字)

12:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「ヒシモンガラガラヘ
ビ」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」

(二)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「危険なサメ
の水槽掃除（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「赤ん坊か、愛犬か

（HD）」
(字)[初]

21:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」

(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「動物
病院はモー大変（HD）」

(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え

（HD）」
(字)[初]

24:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え

（HD）」
(字)[初]

25:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」

(二)

04:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「巨大ワニ」

(二)

05:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」

(字)

06:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「タコを救え！（HD）」

(二)

07:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります「球場に巨大水槽?!

（HD）」
(二)

08:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「ミニバスを水槽に

（HD）」
(二)

09:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「苦肉の水槽設置作

戦（HD）」
(二)

10:00 ワイルドな一日 3「ナイル川の
厳しい自然（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「豚の大手
術（HD）」
(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ボツワナ」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
世界の奇妙なペットたち「特大サイズ

（HD）」
(二)

15:00 アフリカのザンベジ川「#1 命の
恵み(HD)」

(二)

16:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」

(字)

17:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「生命のリズム(HD)」

(字)

18:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「動物
病院はモー大変（HD）」

(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え

（HD）」
(字)

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え

（HD）」
(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)[初]

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)[初]

24:00 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)

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」

(字)

26:00 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)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ（HD）」

(字)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「赤ん坊か、愛犬か

（HD）」
(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「動物
病院はモー大変（HD）」

(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え

（HD）」
(字)

08:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え

（HD）」
(字)

09:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)

11:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ライオンと

トラの共同生活（HD）」
(二)

12:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」

(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「アリゾナ」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

24:00 増えるワニの脅威（HD）
(字)[初]

25:00 恐竜を食した怪物ワニ（ＨＤ）
(二)[初]

14:00 【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)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」

(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」

(二)

17:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「巨大ワニ」

(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)[初]

19:00 【新】 世界大自然紀行：アマ
ゾン（HD）
(二)[初]

11

12

13

10

26:00 ワイルドな一日 3「アラスカの短
い夏（HD）」

(二)

27:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

20:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

22:00 殺し屋クロコダイル (HD)
(二)[初]

23:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）

(字)[初]
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04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」

(二)

05:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「巨大ワニ」

(二)

06:00 世界初！恐竜大解剖（HD）
(二)

08:00 動物界の意外なお友達 4「ラ
イオンとトラの共同生活（HD）」

(二)

09:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー：アジア編「赤ん坊か、愛犬か
（HD）」
(字)

12:00 世界の奇妙なペットたち「特大
サイズ（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「ベリーズのボア」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#1(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「困難な水中作業

（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：ア

ジア編「閉じ込められた犬（HD）」
(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
世界の奇妙なペットたち「動物密輸

の実態（HD）」
(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
天才？ワンちゃん性格診断　スペシャ

ル・エディション （HD）
(二)[初]

23:00 ワンちゃん沢登りに挑戦(HD)
(二)[初]

24:00 ラスト・ライオン(HD)
(二)[初]

25:30 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]
26:00  【ミステリー アワー】

怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路上のエイ
リアン(HD)」
(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」

(二)

04:00 ワイルドな一日 3「アラスカの短
い夏（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

06:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「閉じ込められた犬

（HD）」
(字)

12:00 アフリカのザンベジ川「#1 命の
恵み(HD)」

(二)

13:00 ヘビの番人「毒蛇バッド・ラップ」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#2(字)[初]

17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」

(二)[初]

18:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「至近距離での遭遇（HD）」

(二)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「仕事か彼女か

（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「恐怖の連鎖反応

（HD）」
(字)[初]

21:00 アフリカのザンベジ川「#2 安息
の地(HD)」
(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
初公開！ライオン大接近！（HD）

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」

(二)

04:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 3「ナイル川の
厳しい自然（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#7 鳥の
墜落死(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「恐怖の連鎖反応

（HD）」
(字)

12:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」

(字)

13:00 ヘビの番人「森林の牙」
(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
「#8 火災の危険(HD)」

(二)

15:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「至近距離での遭遇（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#3(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
初公開！ライオン大接近！（HD）

(二)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「難解な注文（HD）」

(二)[初]

20:00 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]

21:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）
(二)[初]

22:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

26:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」

(字)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)

04:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

06:00 ラスト・ライオン(HD)
(二)

07:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)
08:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ

アの恐怖（HD）」
(字)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#8 ネッ
シー出没の謎(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]
11:00 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)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「生命のリズム(HD)」

(字)

13:00 ヘビの番人「毒の摂取」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日 3「アラスカの短
い夏（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#4(字)[初]

17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「人魚の財布（HD）」

(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲（HD）」

(字)[初]

21:00 素晴らしき冬世界（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)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

24:00 世界初！恐竜大解剖（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]

27:00 野生動物ビックリ映像集「予
期せぬ遭遇（HD）」

(字)[初]

04:00 殺し屋クロコダイル (HD)
(二)

05:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）
(字)

06:00 増えるワニの脅威（HD）
(字)

07:00 恐竜を食した怪物ワニ（ＨＤ）
(二)

08:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス

キュー３「犬猿の仲（HD）」
(字)

12:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「海ヘビ」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ラスト・ライオン(HD)
(二)

15:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)
16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#5(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「豚の大手
術（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」

(字)[初]

21:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」

(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「クリ
ニック改造計画！（HD）」

(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救

え（HD）」
(字)[初]

24:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを

救え  （HD）」
(字)[初]

25:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」

(二)

04:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「至近距離での遭遇（HD）」

(二)

05:00 野生動物ビックリ映像集「人
間そっくりな行動（HD）」

(字)

06:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「困難な水中作業

（HD）」
(二)

07:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「仕事か彼女か

（HD）」
(二)

08:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「難解な注文（HD）」

(二)

09:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「人魚の財布（HD）」

(二)

10:00 ワイルドな一日 3「アラスカの短
い夏（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

12:00 ワイルドなオシゴト「クロクマ捕
獲で危機一髪（HD）」

(二)[初]

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]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
世界の奇妙なペットたち「動物密輸

の実態（HD）」
(二)

15:00 アフリカのザンベジ川「#2 安息
の地(HD)」

(二)

16:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）

(二)

17:00 素晴らしき冬世界（HD）
(二)

18:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「クリ
ニック改造計画！（HD）」

(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救

え（HD）」
(字)

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを

救え  （HD）」
(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオンの世界（HD）

(二)[初]

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「閉じ込められた犬

（HD）」
(字)

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編「恐怖の連鎖反応

（HD）」
(字)

26:00 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)

27:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲（HD）」

(字)

04:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」

(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「予
期せぬ遭遇（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「クリ
ニック改造計画！（HD）」

(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救

え（HD）」
(字)

08:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを

救え  （HD）」
(字)

09:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)

11:00  【キュート・アワー】
天才？ワンちゃん性格診断　スペシャ

ル・エディション （HD）
(二)

12:00 ワンちゃん沢登りに挑戦(HD)
(二)

13:00 オーストラリアの危険生物「#2
致命的な猛毒(HD)」

(二)[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 3「ナイル川の厳しい

自然（HD）」
(二)

25:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#4 増
殖するガラガラヘビ(HD)」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 3「東インド諸
島の熱帯雨林（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」

(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」

(二)

17:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「至近距離での遭遇（HD）」

(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「東インド諸島の熱

帯雨林（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)[初]

20:00 ライオンの世界（HD）
(二)

16

11

12

13

10

27:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

21:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

22:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#1 毒
ヘビの脅威(HD)」

(二)[初]

23:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#2 アマ
ゾンの住人アナコンダ(HD)」

(二)[初]

24:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#3 アナ
コンダを求めて(HD)」

(二)[初]
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04:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」

(二)

05:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「至近距離での遭遇（HD）」

(二)

06:00 ラスト・ライオン(HD)
(二)

07:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)
08:00 天才？ワンちゃん性格診断

スペシャル・エディション （HD）
(二)

09:00 ワンちゃん沢登りに挑戦(HD)
(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「大ザメ」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」

(字)

12:00 世界の奇妙なペットたち「動物
密輸の実態（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「海に生息する蛇た
ち」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ライオンの世界（HD）
(二)

15:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#6(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「アフリカの湖を再現

せよ！（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３
「犬が引き裂く人間関係（HD）」

(字)[初]

21:00 【新】 ワニの生涯：50年間の物
語（HD）
(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 2「#1 ネコ

科動物の交遊録（HD)」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 2「#2
風変わりなカップル（HD)」

(二)[初]

24:00 【新】マイグレーション～選ばれ
し冒険者「前人未到のチャレンジ

（HD）」
(二)[初]

25:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)[初]

26:00  【ミステリー アワー】
ハンター・ハンテッド ２「奥地での襲撃

（HD）」
(字)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)

04:00 ワイルドな一日 3「東インド諸
島の熱帯雨林（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

06:00 ライオンの世界（HD）
(二)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

08:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」

(字)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#9 路
上のエイリアン(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ヒョウアザラシ」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬が引き裂く人間関係

（HD）」
(字)

12:00 アフリカのザンベジ川「#2 安息
の地(HD)」

(二)

13:00 ヘビの番人「ガラガラヘビがゆ
く」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#7(字)[初]

17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#9 うろつく捕食者(HD)」

(二)[初]

18:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「噛む力No,1決定戦！パート２

（HD）」
(二)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「14の水槽と沈没船

（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン

（HD）」
(字)[初]

21:00 【新】世界最大のトカゲ：コモド
ドラゴン（HD）

(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「東インド諸島の熱

帯雨林（HD）」
(二)

23:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオンの世界（HD）

(二)

25:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」

(字)[初]

27:00 休止

04:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの恋の駆け引き

（HD）」
(二)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」

(字)

06:00 ワイルドな一日 3「アラスカの短
い夏（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」

(字)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ジュゴン」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス

キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン
（HD）」
(字)

12:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）

(二)

13:00 ヘビの番人「マレーシア・ミッショ
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
「#9 うろつく捕食者(HD)」

(二)

15:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「噛む力No,1決定戦！パート２

（HD）」
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#8(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオンの世界（HD）

(二)

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「夢の巨大サメ水槽

（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」
(字)[初]

21:00 ウミガメ危機一髪！イリエワニ
の侵略(HD)

(二)[初]

22:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」

(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

26:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」

(字)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」

(字)

04:00 ライオンの世界（HD）
(二)

05:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

06:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「前人未到のチャレンジ（HD）」

(二)

07:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」

(字)

09:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ハイイロアザラシ」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス

キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー
ド（HD）」

(字)

12:00 素晴らしき冬世界（HD）
(二)

13:00 ヘビの番人「恐怖のタイパン」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日 3「東インド諸
島の熱帯雨林（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#9(字)[初]

17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」

(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「クラゲで一攫千金？

（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」

(字)[初]

21:00 クロコダイル：水中ラビリンス
(HD)

(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオンの世界（HD）

(二)

23:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

24:00 ラスト・ライオン(HD)
(二)

25:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」

(字)
26:00 野生動物ビックリ映像集 2「死

と紙一重（HD）」
(字)[初]

27:00 野生動物ビックリ映像集 2「大
胆にして凶暴（HD）」

(字)[初]

04:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#1 毒
ヘビの脅威(HD)」

(二)

05:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#2 アマ
ゾンの住人アナコンダ(HD)」

(二)

06:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#3 アナ
コンダを求めて(HD)」

(二)

07:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#4 増
殖するガラガラヘビ(HD)」

(二)

08:00 ライオンの世界（HD）
(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「アカウミガメ／アオウミガメ」

(字)
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」

(字)

12:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」

(二)

13:00 ヘビの番人「ヘビの王を救え」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「前人未到のチャレンジ（HD）」

(二)

15:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#10(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「東インド諸島の熱

帯雨林（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

19:00 ワイルドなオシゴト「クロクマ捕
獲で危機一髪（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」
(字)[初]

21:00【新】 スネーク・シティ 2「クロー
ゼットにブラックマンバ（HD）」

(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズと3羽の七面鳥（HD）」

(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え（HD）」
(字)[初]

24:00 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]

25:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」

(二)

27:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#9 うろつく捕食者(HD)」

(二)

04:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「噛む力No,1決定戦！パート２

（HD）」
(二)

05:00 野生動物ビックリ映像集 2「死
と紙一重（HD）」

(字)

06:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「アフリカの湖を再現

せよ！（HD）」
(二)

07:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「14の水槽と沈没船

（HD）」
(二)

08:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「夢の巨大サメ水槽

（HD）」
(二)

09:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「クラゲで一攫千金？

（HD）」
(二)

10:00 ワイルドな一日 3「東インド諸
島の熱帯雨林（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

12:00 捕食生物の隠れた生態「水中
の捕食者(HD)」

(二)[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)

14:00 ワニの生涯：50年間の物語
（HD）
(二)

15:00 世界最大のトカゲ：コモドドラゴ
ン（HD）

(二)

16:00 ウミガメ危機一髪！イリエワニ
の侵略(HD)

(二)

17:00 クロコダイル：水中ラビリンス
(HD)
(二)

18:00 スネーク・シティ 2「クローゼット
にブラックマンバ（HD）」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズと3羽の七面鳥（HD）」

(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え（HD）」
(字)

21:00 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)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
スーパーキャット・プロジェクト（HD）

(字)[初]

23:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)[初]

24:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬が引き裂く人間関係

（HD）」
(字)

25:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン

（HD）」
(字)

26:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」
(字)

27:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」

(字)

04:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」
(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集 2「大
胆にして凶暴（HD）」

(字)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター４「チャー
ルズと3羽の七面鳥（HD）」

(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え（HD）」
(字)

08:00 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)

09:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」

(二)

11:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 2「#1 ネコ

科動物の交遊録（HD)」
(二)

12:00 動物界の意外なお友達 2「#2
風変わりなカップル（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]
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 3「アラスカの短い夏

（HD）」
(二)

25:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#8 ヘビ
の大帝国(HD)」

(二)[初]

26:00 ワイルドな一日 3「海中の巨大
都市（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）
(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#9 うろつく捕食者(HD)」

(二)

17:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「噛む力No,1決定戦！パート２

（HD）」
(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「海中の巨大都市

（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭
で生きる大地（HD）」

(二)[初]

20:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）
(字)

16

11

12

13

10

27:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭
で生きる大地（HD）」

(二)

21:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

22:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#5 オー
ストラリアのトカゲ(HD)」

(二)[初]

23:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#6 命
懸けのオーストラリア探検(HD)」

(二)[初]

24:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#7 オオ
ヒキガエルの反乱(HD)」

(二)[初]

Nat Geo Wild 番組表 11月
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(ET) 月曜日 2017/11/27 火曜日 2017/11/28 水曜日 2017/11/29 木曜日 2017/11/30 金曜日 2017/12/01 土曜日 2017/12/02 日曜日 2017/12/03 (ET)

21:00 ナショジオ 新番組
6チャンネル合同

第1話、第2話 特別放送
ロング・ロード・ホーム(HD)(二)[初]

18:00 ナショジオ presents
第1話、第2話 特別放送

ロング・ロード・ホーム(HD)(二)

9

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
「#9 うろつく捕食者(HD)」(二)

05:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ２「噛む力No,1決定戦！パート２

（HD）」
(二)

06:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「前人未到のチャレンジ（HD）」

(二)

07:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)

08:00 動物界の意外なお友達 2「#1
ネコ科動物の交遊録（HD)」

(二)

09:00 動物界の意外なお友達 2「#2
風変わりなカップル（HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「コスタリカ・パート１」

(字)[初]
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」
(字)

12:00 ワニの生涯：50年間の物語
（HD）
(二)

13:00 ヘビの番人「ジャングル・ジェフと
毒蛇」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）
(字)

15:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#11(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「東インド諸島の熱

帯雨林（HD）」
(二)

18:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「巨大豪邸プールの

大工事（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３

「家畜荒らしの牧場犬（HD）」
(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
【新】インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～「トラとカンガ

ルー」
(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 2「#3 イヌと

野生動物の強い絆（HD)」
(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 2「#4
人間と動物の特別な関係（HD)」

(二)[初]

24:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「新たな絆（HD）」

(二)[初]

25:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「死の谷（HD）」

(二)[初]

26:00  【ミステリー アワー】
ハンター・ハンテッド ２「さらわれて…

（HD）」
(字)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」

(字)

04:00 ワイルドな一日 3「海中の巨大
都市（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭
で生きる大地（HD）」

(二)

06:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）
(字)

07:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ２「さらわれ
て…（HD）」

(字)

09:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート１」

(字)[初]
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス

キュー３「家畜荒らしの牧場犬（HD）」
(字)

12:00 世界最大のトカゲ：コモドドラゴ
ン（HD）

(二)

13:00 ヘビの番人「アフリカの巨大毒
蛇」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「生きるための戦略（HD）」

(二)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#12(字)[初]

17:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#10 暴風雨上陸(HD)」

(二)[初]

18:00 アマゾンを行く「水の楽園」
(二)[初]

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「カリスマ　ドッグトレー

ナーの夢（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」

(字)[初]

23:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭
で生きる大地（HD）」

(二)

24:00 休止

04:00  休止

06:00 ワイルドな一日 3「東インド諸
島の熱帯雨林（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ２「影の追
跡者（HD）」

(字)[初]

09:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート１」

(字)[初]
11:00 シーザー・ミランの愛犬レス

キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」
(字)

12:00 ウミガメ危機一髪！イリエワニ
の侵略(HD)

(二)

13:00 ヘビの番人「カンボジアのクサリ
ヘビ」

(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
「#10 暴風雨上陸(HD)」

(二)

15:00 アマゾンを行く「水の楽園」
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#13(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
スーパーキャット・プロジェクト（HD）

(字)

18:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「お客様は子供とネ

コ！（HD）」
(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」

(字)[初]

21:00 我が家は動物園「猛吹雪と命
の誕生(HD)」

(二)[初]

22:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「狩りの達人（HD）」

(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」

(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日 3「東インド諸島の熱

帯雨林（HD）」
(二)

25:00 世界大自然紀行：カナダ「永
遠なるフロンティア（HD）」

(二)

26:00 ハンター・ハンテッド ３「待ち伏
せ（HD）」
(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」

(字)

04:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）
(字)

05:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

06:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「新たな絆（HD）」

(二)

07:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「死の谷（HD）」

(二)

08:00 ハンター・ハンテッド ３「待ち伏
せ（HD）」

(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」

(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「マラウイ」
(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」

(字)

12:00 クロコダイル：水中ラビリンス
(HD)
(二)

13:00 ヘビの番人「コスメル島の悪
魔」

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日 3「海中の巨大
都市（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：カナダ「鮭
で生きる大地（HD）」

(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#14(字)[初]

17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「狩りの達人（HD）」

(二)

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため

（HD）」
(字)[初]

21:00 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]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
スーパーキャット・プロジェクト（HD）

(字)

23:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)

24:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「前人未到のチャレンジ（HD）」

(二)

25:00 マイグレーション～選ばれし冒
険者「ライオンと闇夜の恐怖（HD）」

(二)

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]
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