
Nat Geo Wild 番組表 3月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25

430 430

530 530

630 630

730 730

830 830

930 930

1000 1000

1030 1030

キュート・アワー

1130 1130

1300 動物トリビア大公開 総集編
スリル満点！究極の地、

クリッターカム：野生動物のカ
メラアングル

1300

1330 1330

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1430 1430

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1530 1530

400

動物移送大作戦、
絶体絶命！動物襲撃事件簿

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

アメリカ～国立公園を巡る旅、
影のハンター：密猟者を追え、

人食いザメがやってきた

ジャングル潜入：ネコ科動物を
追え、

因縁の対決：ライオン vs キリ
ン、

因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
PHOTO ARK：動物の箱舟

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３、
シーザー・ミラン横断記：犬との絆、

密着！国境警備犬、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

ミステリー アワー

スゴ腕どうぶつドクター４、
サファリ・ブラザーズ: アフリカ

ツアーの裏側

野生動物捜査班、
ピープル・アウト・ゼア

生命の歴史：勝利への進化、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆

400

500
生命の歴史：勝利への進化、

ゴロンゴーザ：野生王国の再生
世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

追跡！謎に包まれたジャガーの
生態、

ライオン・レンジャー、
クジラたちの深海への旅

600

700
ライオン・レンジャー、

ジャイアントパンダ～自然にか
える～

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

700

キャットハウス：700匹のネコ、
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3、

動物トリビア大公開、
ボツワナ 捕食動物の戦場、

世界大自然紀行：ボツワナのラ
イオン兄弟、

トゥブ:女王猿として生まれて、
孤独なワイルド・ドッグ、
恐るべき野生の殺し屋、

PHOTO ARK：動物の箱舟、
クジラたちの深海への旅

500

600
因縁の対決：ライオン vs キリ

ン、
因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
高性能ハンター：猛禽類の驚異

の力

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

アニマル・ファイト・クラブ

900

解剖でわかる動物たちの謎、
解剖でわかる動物たちの謎２、

怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2

800
天才アニマル図鑑、
我が家は動物園、

北欧物語～生きる～

ジャングル潜入：ネコ科動物を
追え、

因縁の対決：ライオン vs キリ
ン、

因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
伝説の黒オオカミ

800

アメリカ大陸～大自然と野生動物
～、

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

1100

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

インフォメーション

900

カワウソ家族: 2つの運命、
我が家は動物園、

北欧物語～生きる～

追跡！謎に包まれたジャガー
の生態、

ライオン・レンジャー、
海の巨人マンタの謎めく生態

アメリカ～国立公園を巡る旅、
影のハンター：密猟者を追え、

人食いザメがやってきた

1100

1200

獣医ミシェルの日常 4
デッドリー・ゲーム: 生存のルー

ル、
解剖でわかる動物たちの謎

ムーディー・ビースト 獣のDNA、
湿地サファリ舞台裏の男たち

サファリ ライブ、
ワイルドな一日

肉食動物の惑星、
スゴ腕どうぶつドクター 総集編

サバイバルゲーム：熾烈な生存競
争、

野生の楽園

1200

1230 1230

1400
因縁の対決：ライオン vs キリン、
因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
PHOTO ARK：動物の箱舟

アメリカ～国立公園を巡る旅、
影のハンター：密猟者を追え、

人食いザメがやってきた

動物移送大作戦、
絶体絶命！動物襲撃事件簿

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

1400

バー教授のクロコダイル調査隊

インフォメーション

天才アニマル図鑑、
カワウソ家族: 2つの運命、

我が家は動物園、
北欧物語～生きる～

1500

デッドリー・ゲーム: 生存のルー
ル、

解剖でわかる動物たちの謎

世界大自然紀行：スリランカ、
世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

獣医ミシェルの日常 4、
超巨大化した怪獣

アメリカ大陸～大自然と野生
動物～、

アニマル・ファイト・クラブ

1500

ライオン・レンジャー、
クジラたちの深海への旅

ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

モンスター・フィッシュを探せ！、
モンスター・フィッシュを探せ！２、
モンスター・フィッシュを探せ！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４

Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5、

Dr.K エキゾチック動物専門医
3

地球の巨大生物TOP10、
シーザー・ミランのラスベガス・ラ

イブ、
動物トリビア大公開 総集編、

６℃が世界を変える、
シロナガスクジラ　神秘の王国

地球の巨大生物TOP10、
シーザー・ミランのラスベガス・

ライブ、
動物トリビア大公開 総集編、

６℃が世界を変える、
シロナガスクジラ　神秘の王

国、
アース ライブ

地球の巨大生物TOP10、
シーザー・ミランのラスベガス・

ライブ、
動物トリビア大公開 総集編、

６℃が世界を変える、
シロナガスクジラ　神秘の王

国、
アース ライブ

ゴロンゴーザ：野生王国の再生
世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル
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ワイルド プレミア

1630 動物トリビア大公開 総集編 1630

世界の大自然 スペシャル 世界の大自然 スペシャル ワイルド プレミア

1730 1730

世界の大自然 スペシャル 世界の大自然 スペシャル ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1830 1830

世界の大自然 スペシャル

1930 1930

2030 2030

2130 2130

キュート・アワー 世界の大自然 スペシャル

2230 2230

世界の大自然 スペシャル

2330 2330

世界の大自然 スペシャル

2430 2430

世界の大自然 スペシャル

2530 2530

2630 2630

2730 2730

1600

動物移送大作戦、
絶体絶命！動物襲撃事件簿

1600

ムーディー・ビースト 獣のDNA、
湿地サファリ舞台裏の男たち

1700

動物移送大作戦、
絶体絶命！動物襲撃事件簿

アメリカ～国立公園を巡る旅、
影のハンター：密猟者を追え、

人食いザメがやってきた

生命の歴史：勝利への進化、
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生

1700

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

アニマル・ファイト・クラブ

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

ワイルドな一日、
ワイルドな一日 2

1800

ゴロンゴーザ：野生王国の再生
ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

1800

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

肉食動物の惑星、
スゴ腕どうぶつドクター 総集編

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

2400

2000
因縁の対決：ライオン vs キリ

ン、
因縁の対決：カバ vs ライオ

ン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
PHOTO ARK：動物の箱舟

2000

ドッグ アワー

スゴ腕どうぶつドクター４、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

1900

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

1900
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争、
野生の楽園

モンスター・フィッシュを探せ！、
モンスター・フィッシュを探せ！２、
モンスター・フィッシュを探せ！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４

2100

ライオン・レンジャー、
PHOTO ARK：動物の箱舟

2100

獣医ミシェルの日常 4、
超巨大化した怪獣

解剖でわかる動物たちの謎 湿地サファリ舞台裏の男たち
ワイルドな一日、
ワイルドな一日 2

肉食動物の惑星、
スゴ腕どうぶつドクター 総集編

ワイルド プレミア

Dr.K エキゾチック動物専門医 2.5、
Dr.K エキゾチック動物専門医 3

2300

ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

2300

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

2200

影のハンター：密猟者を追え、
人食いザメがやってきた

スゴ腕どうぶつドクター４、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

2200

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

我が家は動物園、
北欧物語～生きる～

2500

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

2600
ミッション・クリティカル、
原住民の生ける知恵

アニマル・ファイト・クラブ、
サファリ ライブ

2600

2500

アメリカ～国立公園を巡る旅、
影のハンター：密猟者を追え、

人食いザメがやってきた

2700
動物移送大作戦、

絶体絶命！動物襲撃事件簿

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン・レンジャー

海の巨人マンタの謎めく生態

ビッグ・キャット スペシャル
因縁の対決：ライオン vs キリ

ン、
因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー

PHOTO ARK：動物の箱舟

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン・レンジャー

PHOTO ARK：動物の箱舟

ボツワナ紀行
ボツワナ 捕食動物の戦場、
世界大自然紀行：ボツワナの

ライオン兄弟、
トゥブ:女王猿として生まれて、

孤独なワイルド・ドッグ

恐るべき野生の殺し屋　一挙
放送

恐るべき野生の殺し屋

動物達の住むところ
海の巨人マンタの謎めく生

態、
ジャイアントパンダ～自然にか

える～、
伝説の黒オオカミ、

高性能ハンター：猛禽類の驚
異の力

ビッグ・キャット スペシャル
因縁の対決：ライオン vs キリン、
因縁の対決：カバ vs ライオン、

因縁の対決：ライオン vs バッファ
ロー、

アフリカの獣達～壮絶な人生

動物達の住むところ
クジラたちの深海への旅

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン・レンジャー、

百獣の王に認められた男

動物達の住むところ
PHOTO ARK：動物の箱舟

2400

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

アニマル・ファイト・クラブ

世界大自然紀行：湿原地帯、
世界大自然紀行：ブラジル

2700

ビッグ・キャット スペシャル
ジャングル潜入：ネコ科動物を

追え、
因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー

ミツバチ・ナイト
捕食者の最終兵器

高性能ハンター：猛禽類の驚異
の力

ビッグ・キャット スペシャル
追跡！謎に包まれたジャガー

の生態、
ライオン・レンジャー

ミツバチ・ナイト
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争

ジャイアントパンダ～自然にか
える～

ビッグ・キャット スペシャル
因縁の対決：ライオン vs キリ

ン、
因縁の対決：カバ vs ライオン、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー

伝説の黒オオカミ

インフォメーション

ヘビの番人

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３、
シーザー・ミラン横断記：犬との絆、

密着！国境警備犬、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5、

Dr.K エキゾチック動物専門医 3

シーザー・ミランの愛犬レスキュー
３、

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～
犬の里親さがします～

動物達の住むところ
PHOTO ARK：動物の箱舟

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ、

動物トリビア大公開 総集編、
６℃が世界を変える、

シロナガスクジラ　神秘の王国、
アース ライブ

究極の動物カウントダウン、
地球の巨大生物TOP10、

シーザー・ミランのラスベガス・
ライブ、

動物トリビア大公開 総集編、
６℃が世界を変える、

シロナガスクジラ　神秘の王国

ミステリー アワー

解剖でわかる動物たちの謎２、
解剖でわかる動物たちの謎、

怪奇現象Ｘファイル、
怪奇現象Ｘファイル 2


