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Nat Geo Wild 番組表 1月

18

19

20

21

20:00 動物の赤ちゃん物語「サバンナ
に生まれて（HD）」(二)[初]

21:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

09:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

10:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)

26:00 北欧物語～生きる～「生命誕
生（HD）」(二)

27:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)
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22:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)[初]

24:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)[初]

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)[初]

14:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「群れのプライド（HD）」

(字)

15:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)

16:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

17:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)[初]

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 スリル満点！究極の地「ユタ
（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション
  (日)

23:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)[初]

24:00 天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション （HD）(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「跳べ
ないウサギ（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】
ライオン ～ルワンダへの帰還（HD）

(二)[初]

25:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

26:00 ワイルド・ドッグ育児日記(字)

27:00 密着！国境警備犬「麻薬探
知犬（HD）」(二)

04:00 人間とイヌ： 親愛なる友のルー
ツを追う(二)

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「跳べ
ないウサギ（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)

17:00 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)

18:00 動物トリビア大公開「ゾウ、タ
コ、ネコ（HD）」(二)

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)[初]

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「大牧場に潜むワニ（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「カリブー 診察中

（HD）」(字)

15:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」(二)

16:00 捕食者の最終兵器「狩りの天
才たち（HD）」(字)

26:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)

27:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

04:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)

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！３
「巨大ナマズを探して(HD)」(二)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」(二)

10:00 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)

11:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

20:00 人間とイヌ： 親愛なる友のルー
ツを追う(二)[初]

21:00 動物トリビア大公開「ゾウ、タ
コ、ネコ（HD）」(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「跳べ
ないウサギ（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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

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 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「大牧場に潜むワニ（HD）」(二)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「アフリカに生きる（HD）」

(字)

18:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

19:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「森林に生きる（HD）」(字)[初]

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
「オリノコ川の怪物」(字)[初]

11:00 密着！国境警備犬「麻薬探
知犬（HD）」(二)

12:00 スネーク・シティ 2「潜入！ヘビ
の巣穴（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)

04:00 トゥブ:女王猿として生まれて
（HD）(二)[初]

05:00 極楽鳥～魅惑の求愛ダンス
（HD）(二)[初]

06:00 ワイルドドッグ～自然界に生き
る～ (HD)(二)[初]

07:00 聖なる森のシンフォニー
(HD)(二)[初]

08:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）(二)

09:00 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

21:00 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]

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 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

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 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]

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#4
海辺の殺し屋たち(HD)」(二)[初]

17:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

18:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)

19:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」(二)[初]

20:00  【新】密着！国境警備犬「麻
薬探知犬（HD）」(二)[初]

11:00 ワイルド・ドッグ育児日記(字)

12:00 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]

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 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)

15:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

25:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)

26:00 恐るべき野生の殺し屋「残虐
生物（HD）」(二)[初]

27:00 恐るべき野生の殺し屋「変幻
自在のトランスフォーマー（HD）」

(二)[初]

04:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）(二)

05:00 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

06:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「残虐
生物（HD）」(二)

09:00 恐るべき野生の殺し屋「変幻
自在のトランスフォーマー（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
「クロコダイル　スクール」(字)[初]

19:00 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]

20:00 【新】ワイルド・ドッグ育児日記
(字)[初]

21:00 捕食者の最終兵器「狩りの天
才たち（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「群れのプライド（HD）」

(字)

14:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

15:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#3
意外な殺人生物(HD)」(二)[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 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（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
「汚染されたクロコダイル」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

12:00 ミステリーツアー：ダイオウイカ
(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)

04:00 カメラマン vs 凶悪モンスター
「インドネシアの悪夢(HD)」(二)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)

06:00 サファリ ライブ「群れのプライド
（HD）」(字)

07:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「動物
界の忍ぶ者（HD）」(二)

09:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」(二)

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「アフリカに生きる（HD）」

(字)

23:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（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 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

26:00 恐るべき野生の殺し屋「動物
界の忍ぶ者（HD）」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」(二)[初]

16:30 オーストラリアの危険生物「#2
致命的な猛毒(HD)」(二)[初]

17:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)[初]

18:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)[初]

21:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(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]

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 カメラマン vs 凶悪モンスター
「インドネシアの悪夢(HD)」(二)[初]

15:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)[初]

16:00 インフォメーション
  (日)

27:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」(二)[初]

04:00 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)[初]

05:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)[初]

06:00 初公開！ライオン大接近！
（HD）(二)

07:00 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「楽園
の危険生物（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 バー教授のクロコダイル調査隊
「ニシキヘビ　パトロール」(字)[初]

11:00 天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション （HD）(二)

20:00 天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション （HD）(二)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「カリブー 診察中

（HD）」(字)[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 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】
恐るべき野生の殺し屋「楽園の危険

生物（HD）」(二)[初]

15:00 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)[初]

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#1
思いがけない攻撃(HD)」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「群れのプライド（HD）」

(字)[初]

18:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)[初]

19:00 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]

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「アリゾナ」(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)[初]

12:00 獣医ミシェルの日常「怒れる
ジャコウウシ（HD）」(字)[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 初公開！ライオン大接近！
（HD）(二)[初]

04:00 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]

05:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「メスザメ捕獲（ＨＤ）」(二)[初]

06:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）(二)[初]

08:00 動物界の意外なお友達 3「ひ
と目惚れ（HD）」(二)[初]

09:00 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)[初]

10:00 インフォメーション
  (日)
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Nat Geo Wild 番組表 1月

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 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

05:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)

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 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 バー教授のクロコダイル調査隊
「オオヒキガエルの地」(字)[初]

11:00 人間とイヌ： 親愛なる友のルー
ツを追う(二)

12:00 獣医ミシェルの日常「カリブー
診察中（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)

14:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

15:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#5
極小の襲撃者(HD)」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「アフリカに生きる（HD）」

(字)

18:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

19:00 世界の奇妙な生き物たち「海
の変わりもの(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～「元気いっぱいモジョ

（HD）」(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「トナカイの悩み

（HD）」(字)[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 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）」(字)[初]
24:30 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]
25:00 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]
25:30 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]
26:00 【ミステリー アワー】

恐るべき野生の殺し屋「水辺の暗殺
者（HD）」(二)[初]

27:00 恐るべき野生の殺し屋「楽園
の危険生物（HD）」(二)

04:00 北欧物語～生きる～「生命誕
生（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

06:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

07:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺
の暗殺者（HD）」(二)

09:00 恐るべき野生の殺し屋「楽園
の危険生物（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
「最長のアナコンダ」(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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」(二)

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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

15:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#6
意外な敵(HD)」(二)[初]

17:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)[初]

18:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 世界の奇妙な生き物たち「陸
の変わりもの(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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオン ～ルワンダへの帰還（HD）

(二)

25:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

26:00 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター（HD）」(二)[初]

27:00 恐るべき野生の殺し屋「動物
界の忍ぶ者（HD）」(二)

04:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

05:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ
の脱出大作戦（HD）」(二)

06:00 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)

07:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター（HD）」(二)

09:00 恐るべき野生の殺し屋「動物
界の忍ぶ者（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
「巨大ワニと電気ウナギ」(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 捕食者の最終兵器「狩りの天
才たち（HD）」(字)

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)

14:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)

15:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#7
命懸けの戦い(HD)」(二)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオン ～ルワンダへの帰還（HD）

(二)

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

19:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(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 捕食者の最終兵器「大人にな
るための本能（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「アフリカに生きる（HD）」

(字)

25:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

26:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」(二)[初]

27:00 恐るべき野生の殺し屋「残虐
生物（HD）」(二)

04:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

05:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

06:00 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）」(字)
06:30 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)
07:00  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)
07:30 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)
08:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃

する獲物（HD）」(二)

09:00 恐るべき野生の殺し屋「残虐
生物（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
「クロコダイルの楽園」(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 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)

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 北欧物語～生きる～「生命誕
生（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#8
致命的な負傷(HD)」(二)[初]

17:00 ワーキング・ドッグ「医師犬
(HD)」(二)[初]

18:00 ワーキング・ドッグ「国境警備犬
(HD)」(二)[初]

19:00 ワーキング・ドッグ「ニューヨーク
市警犬(HD)」(二)[初]

20:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)[初]

21:00  【新】PHOTO ARK：動物の
箱舟「マダガスカルのシファカ（HD）」

(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオン ～ルワンダへの帰還（HD）

(二)

23:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

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 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

06:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)

08:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

09:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (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
「小型ワニを探して」(字)[初]

11:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)

12:00 動物トリビア大公開「ゾウ、タ
コ、ネコ（HD）」(二)

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)

14:00 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）」(字)
14:30 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)
15:00 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)
15:30 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)
16:00 インフォメーション

  (日)

16:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・前編（HD）」(二)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

19:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「水に生きる（HD）」(字)[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～「ターボ全開！
（HD）」(字)[初]

21:00 動物トリビア大公開「ホッキョク
グマ、イヌ、シャコ（HD）」(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「お金
にまつわるエトセトラ（HD）」(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「過剰なお手入れ！ オオヤマネコを

救え（HD）」(字)[初]

24:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「緊迫の救急治療！ チンチラを救

え（HD）」(字)[初]

25:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

26:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)

27:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)

04:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」(二)

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 世界の奇妙な生き物たち「海
の変わりもの(HD)」(二)

07:00 世界の奇妙な生き物たち「陸
の変わりもの(HD)」(二)

08:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(HD)」(二)

09:00 シャーク・アレイ～イワシの大群
を狙え！（HD）(二)[初]

10:00 北欧物語～生きる～「生命誕
生（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

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)[初]

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・前編（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「トナカイの悩み

（HD）」(字)

15:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」(二)

16:00 捕食者の最終兵器「大人にな
るための本能（HD）」(字)

17:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

18:00 動物トリビア大公開「ホッキョク
グマ、イヌ、シャコ（HD）」(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「お金
にまつわるエトセトラ（HD）」(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「過剰なお手入れ！ オオヤマネコを

救え（HD）」(字)

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「緊迫の救急治療！ チンチラを救

え（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ミッション・クリティカル「インドヒョウ：都
会に行き場を求めて（HD）」(字)[初]

23:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)[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～「元気いっぱ

いモジョ（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～「マイルズの

欲望（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～「臆病犬ブリ

ガディア（HD）」(字)

27:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)

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！ 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「お金
にまつわるエトセトラ（HD）」(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「過剰なお手入れ！ オオヤマネコを

救え（HD）」(字)

08:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「緊迫の救急治療！ チンチラを救

え（HD）」(字)

09:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

10:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)

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)

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)

13:00 スリル満点！究極の地「メキシ
コ（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】
サファリ ライブ「アフリカに生きる（HD）」

(字)

15:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)

16:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)

17:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)[初]

19:00   【新】世界大自然紀行：シベ
リア（HD）(二)[初]

20:00 動物の赤ちゃん物語「氷の世
界に生まれて（HD）」(二)[初]

27:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

21:00   【新】動物の親子愛　～自
然で生きる術（HD）(二)[初]

22:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

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 アフリカのザンベジ川「#1 命の
恵み(HD)」(二)[初]

25:00 アフリカのザンベジ川「#2 安息
の地(HD)」(二)[初]

26:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)
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16
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9
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22
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14
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24
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26
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4
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6

7

8

秘 秘アフリカン・ナイト

ワンダフル！⽝の⽇
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(ET) 月曜日 2018/01/15 火曜日 2018/01/16 水曜日 2018/01/17 木曜日 2018/01/18 金曜日 2018/01/19 土曜日 2018/01/20 日曜日 2018/01/21 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 1月

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 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)

05:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」(二)

06:00 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）」(字)
06:30 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)
07:00 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)
07:30 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)
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 バー教授のクロコダイル調査隊
「新型トラッキング装置」(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 獣医ミシェルの日常「トナカイの
悩み（HD）」(字)

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 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」(字)

15:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#9
有毒生物の恐怖(HD)」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

19:00 野生の楽園「デナリ：アラスカの
巨大荒野」(字)[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】
獣医ミシェルの日常「娘の職場体験

（HD）」(字)[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 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）」(字)[初]
24:30 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）」(字)[初]
25:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト

レーナー:アジア編「決勝（HD）」
(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
恐るべき野生の殺し屋「種族繁栄を

懸けた戦い（HD）」(二)[初]

27:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺
の暗殺者（HD）」(二)

04:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

06:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」(字)

07:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

08:00 恐るべき野生の殺し屋「種族
繁栄を懸けた戦い（HD）」(二)

09:00 恐るべき野生の殺し屋「水辺
の暗殺者（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
「コモドオオトカゲ物語」(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)

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「アリゾナ」(字)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

15:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#10
突然の攻撃(HD)」(二)[初]

17:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)[初]

18:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 野生の楽園「パタゴニア：地上
の果てに生きる」(字)[初]

20:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)[初]

21:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ミッション・クリティカル「インドヒョウ：都

会に行き場を求めて（HD）」(字)

25:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

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 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター（HD）」(二)

04:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

05:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)

06:00 北欧物語～生きる～「生命誕
生（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：ニッポン
（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 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター（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
「熱帯雨林の小さなワニ」(字)[初]

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)

12:00 捕食者の最終兵器「大人にな
るための本能（HD）」(字)

13:00 スリル満点！究極の地「ブリ
ティッシュコロンビア（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)

15:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#11
旅先に潜む恐怖(HD)」(二)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ミッション・クリティカル「インドヒョウ：都

会に行き場を求めて（HD）」(字)

18:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)[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 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：ニッポン
（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 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」(二)

04:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」(字)

05:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

06:00 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）」(字)
06:30 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）」(字)
07:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

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 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（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
「カメとコブラ」(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 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

13:00 スリル満点！究極の地「ユタ
（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 オーストラリアの危険生物「#12
被害者と命の恩人(HD)」(二)[初]

17:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」(二)

18:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)[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 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ミッション・クリティカル「インドヒョウ：都

会に行き場を求めて（HD）」(字)

23:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

24:00 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）」(字)
24:30 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)
25:00 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)
25:30 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)
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 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)

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 アフリカのザンベジ川「#1 命の
恵み(HD)」(二)

07:00 アフリカのザンベジ川「#2 安息
の地(HD)」(二)

08:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」(字)

09:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)

10:00 インフォメーション
  (日)

10:30 ヘビの番人「デスアダー・デュエッ
ト」(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 動物トリビア大公開「ホッキョク
グマ、イヌ、シャコ（HD）」(二)

13:00 スリル満点！究極の地「メキシ
コ（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 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）」(字)
14:30 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）」(字)
15:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・後編（HD）」(二)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

19:00 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（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 動物トリビア大公開「カエル、フ
クロウ、ライオン（HD）」(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「早食
い競争（HD）」(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「恋の病！ 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
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え

（HD）」(字)[初]

25:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」(二)

26:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

27:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)

04:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」(二)

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 野生の楽園「デナリ：アラスカの
巨大荒野」(字)

07:00 野生の楽園「パタゴニア：地上
の果てに生きる」(字)

08:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

09:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

10:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「サイエンス(HD)」(字)[初]

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・後編（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「娘の職場体験

（HD）」(字)

15:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」(二)

16:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)

17:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

18:00 動物トリビア大公開「カエル、フ
クロウ、ライオン（HD）」(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「早食
い競争（HD）」(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「恋の病！ 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
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え

（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオネス～飢えとの戦い（HD）

(二)[初]

23:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)[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 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」(字)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」(字)

04:00 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)

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「早食
い競争（HD）」(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「恋の病！ 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
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え

（HD）」(字)

09:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」(二)

10:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

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)

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]

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]

13:00 スリル満点！究極の地「ジャク
ソンホール（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】
北欧物語～生きる～「生命誕生

（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

16:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)

17:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」(二)

11

12

24:00 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]

25:00 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]

26:00 動物の親子愛　～自然で生
きる術（HD）(二)

27:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)[初]

20:00 動物の赤ちゃん物語「ジャング
ルに生まれて（HD）」(二)[初]

21:00 ペンギン・ライフ（HD）(字)[初]

24

25

16

17

13

14

15

10

4

5

6

7

8

9

26

27

18

19

20

21

22

23

秘 秘アフリカン・ナイト
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(ET) 月曜日 2018/01/22 火曜日 2018/01/23 水曜日 2018/01/24 木曜日 2018/01/25 金曜日 2018/01/26 土曜日 2018/01/27 日曜日 2018/01/28 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 1月

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 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)

05:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」(二)

06:00 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）」(字)
06:30 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）」(字)
07:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

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 ヘビの番人「幸運の牙」
(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 獣医ミシェルの日常「娘の職場
体験（HD）」(字)

13:00 スリル満点！究極の地「ジャク
ソンホール（HD）」(二)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

15:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

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
「オットセイ」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

19:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
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  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「冬の訪れ

（HD）」(字)[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 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)[初]

25:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(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 恐るべき野生の殺し屋「種族
繁栄を懸けた戦い（HD）」(二)

04:00 北欧物語～生きる～「飢えと
の戦い（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

06:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

07:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

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 恐るべき野生の殺し屋「種族
繁栄を懸けた戦い（HD）」(二)

10:00 インフォメーション
  (日)

10:30 ヘビの番人「オズへの冒険旅
行」(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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」(二)

13:00 スリル満点！究極の地「アルプ
ス（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」(二)

15:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

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「シ
ロナガスクジラ」(二)[初]

17:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)[初]

18:00 生命の歴史：勝利への進化
「40億年の戦い」(字)[初]

19:00 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(字)[初]

20:00 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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオネス～飢えとの戦い（HD）(二)

25:00 休止

04:00 休止

07:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤
な血の雨(HD)」(二)[初]

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 ヘビの番人「ヘビを救う者」
(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 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)

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 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)

15:00 生命の歴史：勝利への進化
「40億年の戦い」(字)

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「ト
ラ」(二)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオネス～飢えとの戦い（HD）(二)

18:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)[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 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)[初]

23:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

26:00  【ミステリー アワー】
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 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

05:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

06:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

07:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(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 ヘビの番人「ヒシモンガラガラヘ
ビ」(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 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

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 北欧物語～生きる～「飢えと
の戦い（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

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「ク
マ」(二)[初]

17:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

18:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「マダガスカル：切り
取られた世界」(字)[初]

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 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ライオネス～飢えとの戦い（HD）(二)

23:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

24:00 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）」(字)
24:30 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）」(字)
25:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

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]

04:00 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)

05:00 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)

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)

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 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

09:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)

10:00 インフォメーション
  (日)

10:30 ヘビの番人「ベリーズのボア」
(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 動物トリビア大公開「カエル、フ
クロウ、ライオン（HD）」(二)

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 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

16:00 インフォメーション
  (日)

16:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part1（HD）」(二)[初]
17:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

19:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」(二)[初]

20:00 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)[初]

21:00 動物トリビア大公開「ブタ、オオ
カミ、カラス（HD）」(二)[初]

22:00 スゴ腕どうぶつドクター４「オーク
ションの行方（HD）」(二)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え（HD）」(字)[初]

24:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え（HD）」(字)[初]

25:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

26:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

27:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)

04:00 生命の歴史：勝利への進化
「40億年の戦い」(字)

05:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」(字)

06:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)

07:00 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(字)

08:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

09:00 野生の楽園「マダガスカル：切り
取られた世界」(字)

10:00 北欧物語～生きる～「飢えと
の戦い（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)

12:00 生きもの地球大紀行(字幕版)
「メイキング(HD)」(字)[初]

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part1（HD）」(二)
13:30 インフォメーション

  (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
獣医ミシェルの日常「冬の訪れ

（HD）」(字)

15:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」(二)

16:00 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)

17:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

18:00 動物トリビア大公開「ブタ、オオ
カミ、カラス（HD）」(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４「オーク
ションの行方（HD）」(二)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え（HD）」(字)

21:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
沼地の脅威と闘うライオン（HD）

(二)[初]

23:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)[初]

24:00 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)

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」(字)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」(字)

27:00 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)

04:00 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)

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「オーク
ションの行方（HD）」(二)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え（HD）」(字)

08:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え（HD）」(字)

09:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

10:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(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 スリル満点！究極の地「アルプ
ス（HD）」(二)

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】
北欧物語～生きる～「過酷な地：ツ

ンドラ（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

16:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)

17:00 生命の歴史：勝利への進化
「40億年の戦い」(字)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「サバイバル

（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)[初]

20:00 動物の親子愛　～自然で生
きる術（HD）(二)

27:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)

21:00 ペンギン王国の建設（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)

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)

24:00 アフリカの失われた楽園（HD）
(二)[初]

25:00 アフリカ大飛行：上空から見る
大自然（HD）(字)[初]

26:00 北欧物語～生きる～「サバイ
バル（HD）」(二)

15

16

11

12

13

10

9

20

21

22

17

18

19

14

23

24

25

26

27

4

5

6

7

8

秘 秘アフリカン・ナイト
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(ET) 月曜日 2018/01/29 火曜日 2018/01/30 水曜日 2018/01/31 木曜日 2018/02/01 金曜日 2018/02/02 土曜日 2018/02/03 日曜日 2018/02/04 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 1月

7

8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

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)

04:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)

05:00 生命の歴史：勝利への進化
「40億年の戦い」(字)

06:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

07:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(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)

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 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)[初]

14:00 沼地の脅威と闘うライオン
（HD）(二)

15:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

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「ザ
トウクジラ」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（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)

19:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)[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「恐怖の連鎖反応（HD）」
(字)[初]

21:00   【ワイルド プレミア】
【新】獣医ミシェルの日常 4「野生のイ

ノシシを追え！（HD）」(字)[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]

10:00 インフォメーション
  (日)

10:30 ヘビの番人「毒蛇バッド・ラップ」
(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 獣医ミシェルの日常「冬の訪れ
（HD）」(字)

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

25:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(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 北欧物語～生きる～「サバイ
バル（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)

06:00 沼地の脅威と闘うライオン
（HD）(二)

07:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を食
べるナマズ(HD)」(二)

25:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

15:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

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「カ
メ」(二)[初]

17:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」(字)[初]

18:00 生命の歴史：勝利への進化
「繁殖の不思議」(字)[初]

19:00 野生の楽園「カカドゥ:オーストラ
リアの古き野生の地」(字)[初]

10:30 ヘビの番人「毒の摂取」
(字)[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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#9 うろつく捕食者(HD)」(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「サバイバル

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
沼地の脅威と闘うライオン（HD）(二)

10:30 ヘビの番人「森林の牙」
(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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#8 火災の危険(HD)」(二)

13:00 スリル満点！究極の地「南アメ
リカ（HD）」(二)[初]

15:00 生命の歴史：勝利への進化
「繁殖の不思議」(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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

05:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

06:00 北欧物語～生きる～「飢えと
の戦い（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（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)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「モ
ンクアザラシ」(二)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
沼地の脅威と闘うライオン（HD）(二)

18:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)[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]

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 捕食者の最終兵器「子育ての
本能（HD）」(字)

13:00 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]

13:30 インフォメーション
  (日)

14:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」(字)

11

12

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)

21:00 捕食者の最終兵器「サバイバ
ルの本能（HD）」(字)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 バー教授の最も危険な調査
隊「ワニ全種捕獲への挑戦」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（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]

16:00 インフォメーション
  (日)
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