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(ET) 月曜日 2018/03/26 火曜日 2018/03/27 水曜日 2018/03/28 木曜日 2018/03/29 金曜日 2018/03/30 土曜日 2018/03/31 日曜日 2018/04/01 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 4月

25:00 世界の奇妙なペットたち「特大
サイズ（HD）」(二)[初]

11:00  【キュート・アワー】
北欧物語～生きる～「飢えとの戦い

（HD）」(二)[初]

12:00 北欧物語～生きる～「サバイ
バル（HD）」(二)[初]

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「命のバランス（HD）」

(字)[初]

19:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)[初]

14:00 【世界の大自然 スペシャル】
アニマル・ファイト・クラブ「海岸最前

線（HD）」(字)[初]

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「珍獣のご馳走（HD）」(二)[初]

16:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ピューマの襲撃（HD）」(字)[初]

25

26

19

20

21

2222:00 世界の奇妙な赤ちゃんと天才
「ヘンテコ赤ちゃん（HD）」(二)[初]

23:00 世界の奇妙な赤ちゃんと天才
「野生界の天才たち（HD）」(二)[初]

27

04:00 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)[初]

05:00 野生動物ビックリ映像集 3
「衝撃！ラマの逃走劇（HD）」

(字)[初]

06:00 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]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「静かなる巨鳥！ スミレコンゴウイン

コを救え(HD)」(字)[初]

08:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「行方不明の前歯！ プレーリードッ

グを救え(HD)」(字)[初]

26:00 サファリ ライブ「命のバランス
（HD）」(字)

27:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

09:00 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)[初]

10:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」(字)[初]

17:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「未踏の楽園（HD）」(二)[初]

23

24

20:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

21:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)[初]

24:00 世界の奇妙なペットたち「極小
ペット（HD）」(二)[初]

13

14

15

16

17

18

4

5

6

7

8

9

10
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12

22
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24

25
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27
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17
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10
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4

5

6

7

8

9

秘 秘奇妙なアニマルズ
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(ET) 月曜日 2018/04/02 火曜日 2018/04/03 水曜日 2018/04/04 木曜日 2018/04/05 金曜日 2018/04/06 土曜日 2018/04/07 日曜日 2018/04/08 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 4月
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04:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ピューマの襲撃（HD）」(字)

05:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「未踏の楽園（HD）」(二)

06:00 アース ライブ(HD)(字)[初]

08:00 北欧物語～生きる～「飢えと
の戦い（HD）」(二)

09:00 北欧物語～生きる～「サバイ
バル（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
#18(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 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)[初]

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)

15:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「カンボジアのクサリ
ヘビ」(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「ヒョウの王族（HD）」

(字)[初]

18:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」(二)[初]

19:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（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～「一度噛んだらやめ

られない（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
超巨大化した怪獣「超巨大スネーク

(HD)」(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
変てこ顔面動物辞典「あっぱれなデ

ザイン性（HD）」(字)[初]

23:00 変てこ顔面動物辞典「海の中
でもユニークに（HD）」(字)[初]

24:00 野生の楽園「デナリ：アラスカの
巨大荒野」(字)[初]

25:00 野生の楽園「パタゴニア：地上
の果てに生きる」(字)[初]

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 サファリ ライブ「命のバランス
（HD）」(字)

05:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

06:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)

07:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

08:00 【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)

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
#19(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)

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)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「最長のアナコンダ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 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)

15:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「コスメル島の悪
魔」(字)[初]

17:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「サメの襲撃（HD）」(字)[初]

18:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「野生戦線（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 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 密着！ゴリラのファミリー
(HD)(二)[初]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「命のバランス（HD）」

(字)

23:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

空腹との闘い（HD）」(字)

25:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

26:00 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 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)

05:00 原住民の生ける知恵「カラハリ
のサン族（HD）」(字)

06:00 サファリ ライブ「ヒョウの王族
（HD）」(字)

07:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」(二)

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
#20(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 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
「巨大ワニと電気ウナギ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「サメの襲撃（HD）」(字)

15:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「野生戦線（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ポイズン・ケア」
(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

空腹との闘い（HD）」(字)

18:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

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～「元気いっ

ぱいモジョ（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]

22:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)[初]

23:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「ヒョウの王族（HD）」

(字)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」(二)

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)[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 百獣の王に認められた男
（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 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 ピープル・アウト・ゼア
#21(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 ワイルドな一日 2「インド亜大
陸の夏（HD）」(二)[初]

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サファリ ライブ「命のバランス
（HD）」(字)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

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 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)

18:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)

19:00 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]

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 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

空腹との闘い（HD）」(字)

23:00 百獣の王に認められた男
（HD）(字)

24:00 アース ライブ(HD)(字)

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 世界の奇妙な赤ちゃんと天才
「ヘンテコ赤ちゃん（HD）」(二)

05:00 世界の奇妙な赤ちゃんと天才
「野生界の天才たち（HD）」(二)

06:00 世界の奇妙なペットたち「極小
ペット（HD）」(二)

07:00 世界の奇妙なペットたち「特大
サイズ（HD）」(二)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)

09:00 百獣の王に認められた男
（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
#22(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 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「第1回ポリンピック開催（HD）」

(二)[初]

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「小型ワニを探して」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「デナリ：アラスカの
巨大荒野」(字)

15:00 野生の楽園「パタゴニア：地上
の果てに生きる」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 動物トリビア大公開 総集編
「フクロウ、サイ（HD）」(二)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「命のバランス（HD）」

(字)

18:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（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 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 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「小さな飼い主とペット達（HD）」

(二)[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)[初]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」

(字)[初]

24:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)[初]

25:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)

26:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)

27:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「サメの襲撃（HD）」(字)

04:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「野生戦線（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 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（HD）」(二)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 サファリ ライブ「命のバランス
（HD）」(字)

11:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

13:00 動物トリビア大公開 総集編
「フクロウ、サイ（HD）」(二)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
超巨大化した怪獣「超巨大スネーク

(HD)」(二)

15:00 密着！ゴリラのファミリー
(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 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱
帯雨林の楽園（HD）」(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「小さな飼い主とペット達（HD）」(二)

19:00 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)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」(字)

21:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

最後の砦（HD）」(字)[初]

23:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（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～「一度噛ん

だらやめられない（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～「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～「元気いっ

ぱいモジョ（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～「マイルズの

欲望（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～「臆病犬ブ

リガディア（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 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)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」(字)

08:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)

09:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)

10:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)

11:00  【キュート・アワー】
変てこ顔面動物辞典「あっぱれなデ

ザイン性（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 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]

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「ヒョウの王族（HD）」

(字)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「豊穣と飢餓の湿地（HD）」(二)

16:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「サメの襲撃（HD）」(字)

17:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「野生戦線（HD）」(二)

18:00 【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]

19:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)[初]

20:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

27:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

21:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

22:00 密着！国境警備犬「麻薬探
知犬（HD）」(二)[初]

23:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)[初]

24:00 ワーキング・ドッグ「医師犬
(HD)」(二)[初]

25:00 人間とイヌ： 親愛なる友の
ルーツを追う(二)[初]

26:00 サファリ ライブ「群れのプライド
（HD）」(字)

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 秘人と犬の絆スペシャル
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Nat Geo Wild 番組表 4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 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「サメの襲撃（HD）」(字)

05:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「野生戦線（HD）」(二)

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 変てこ顔面動物辞典「あっぱ
れなデザイン性（HD）」(字)

09:00 変てこ顔面動物辞典「海の中
でもユニークに（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
#23(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 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

15:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

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 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「命のバランス（HD）」

(字)

18:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

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～「ターボ全開！
（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
超巨大化した怪獣「超巨大イリエワ

ニ(HD)」(二)[初]

22:00  【キュート・アワー】
変てこ顔面動物辞典「個性豊かに

堂々と（HD）」(字)[初]

23:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）(二)[初]

24:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

25:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
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 サファリ ライブ「群れのプライド
（HD）」(字)

05:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

06:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

07:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

08:00 【ミステリー アワー】
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 ピープル・アウト・ゼア
#24(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 密着！ゴリラのファミリー
(HD)(二)

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)

15:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「フライング・スネー
ク」(字)[初]

17:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「カバの襲撃（HD）」(字)[初]

18:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「王国の未来（HD）」(二)[初]

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 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 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]

22:00 【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)

23:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

最後の砦（HD）」(字)

25:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

26:00 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 人食いザメがやってきた「楽園
を襲った恐怖（HD）」(字)

05:00 原住民の生ける知恵「ソロモ
ン諸島の海洋民族（HD）」(字)

06:00 サファリ ライブ「命のバランス
（HD）」(字)

07:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

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 ピープル・アウト・ゼア
#25(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
「#5 蜂の巣爆弾(HD)」(二)

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「カバの襲撃（HD）」(字)

15:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「王国の未来（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 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

最後の砦（HD）」(字)

18:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

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 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]
20:30 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]
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 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)[初]

23:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（HD）」(字)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
サファリ ライブ「命のバランス（HD）」

(字)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

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 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

05:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

06:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

07:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

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 ピープル・アウト・ゼア
#26(字)[初]

11:00 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)
11:30 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)
12:00 ワイルドな一日 2「ブラジル:熱

帯雨林の楽園（HD）」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「カメとコブラ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 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：ブラジル
「空飛ぶ王者（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 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)

18:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（HD）」(字)

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 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]
20:30 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]
21:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤

道直下（HD）」(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ヒョウ:

最後の砦（HD）」(字)

23:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

24:00 野生の楽園「デナリ：アラスカの
巨大荒野」(字)

25:00 野生の楽園「パタゴニア：地上
の果てに生きる」(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 密着！国境警備犬「麻薬探
知犬（HD）」(二)

05:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)

06:00 ワーキング・ドッグ「医師犬
(HD)」(二)

07:00 人間とイヌ： 親愛なる友の
ルーツを追う(二)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)

09:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記「生態
学の勇士」(字)[初]

11:00 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)
11:30 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)
12:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「小さな飼い主とペット達（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団
「オットセイ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

15:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 動物トリビア大公開 総集編
「ネコ、カエル（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)

18:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

20:00 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]
20:30 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]
21:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編

「獣医はつらいよ（HD）」(二)[初]

22:00 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]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)[初]

24:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)[初]

25:00 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)

26:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（HD）」(字)

27:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「カバの襲撃（HD）」(字)

04:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「王国の未来（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 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)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 サファリ ライブ「群れのプライド
（HD）」(字)

11:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

13:00 動物トリビア大公開 総集編
「ネコ、カエル（HD）」(二)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
超巨大化した怪獣「超巨大イリエワ

ニ(HD)」(二)

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

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 ワイルドな一日 2「神秘の赤
道直下（HD）」(二)

18:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「獣医はつらいよ（HD）」(二)

19:00 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)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)

21:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 新しい命（HD）」(字)[初]

23:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(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～「ターボ全

開！（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～「ソフィア救

済（HD）」(字)

26:00 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)
26:30 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)
27:00 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)
27:30 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)

04:00 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)
04:30 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)
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 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)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)

08:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)

10:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（HD）」(字)

11:00  【キュート・アワー】
変てこ顔面動物辞典「個性豊かに

堂々と（HD）」(字)

12:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）(二)

13:00 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]

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「命のバランス（HD）」

(字)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「命あふれる海岸線（HD）」(二)

16:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「カバの襲撃（HD）」(字)

17:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「王国の未来（HD）」(二)

18:00 【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)[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 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

21:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

22:00 アラスカを生きるクマ物語「#1
沿岸部の大自然(HD)」(二)[初]

23:00 アラスカを生きるクマ物語「#2
グリズリー(HD)」(二)[初]

24:00 アラスカを生きるクマ物語「#3
ホッキョクグマ(HD)」(二)[初]

25:00 世界の子グマ成長記録（HD）
(二)[初]

26:00 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)

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 秘クマの日常
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(ET) 月曜日 2018/04/16 火曜日 2018/04/17 水曜日 2018/04/18 木曜日 2018/04/19 金曜日 2018/04/20 土曜日 2018/04/21 日曜日 2018/04/22 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 4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 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「カバの襲撃（HD）」(字)

05:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「王国の未来（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

07:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

08:00 変てこ顔面動物辞典「個性
豊かに堂々と（HD）」(字)

09:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記「クモの
巣と牙」(字)[初]

11:00 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)
11:30 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)
12:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ

リエワニ(HD)」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「シ
ロナガスクジラ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

15:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

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 【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)

18:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

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 【ドッグ アワー】
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]

21:00 【ワイルド プレミア】
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（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 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)[初]

25:00 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが

大食いな理由（HD）」(二)[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 サファリ ライブ「アフリカに生きる
（HD）」(字)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

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 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

08:00 【ミステリー アワー】
解剖でわかる動物たちの謎「ゾウが

大食いな理由（HD）」(二)

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 ジェイクの驚き昆虫記「糸と
爪」(字)[初]

11:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

12:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ト
ラ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)

15:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（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
「巨大クロコダイル（HD）」(二)[初]

17:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」

(字)[初]

18:00 【新】未知なる深海への旅「#1
火山は生命の源(HD)」(二)[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 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)[初]

21:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

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：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】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 新しい命（HD）」(字)

25:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

26:00 解剖でわかる動物たちの謎
「キリンの首が長い理由（HD）」

(二)[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 破壊へ導く侵略者たち「コカイ
ンカバ(HD)」(二)

05:00 原住民の生ける知恵「ケニア
のサンブル族（HD）」(字)

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：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

08:00 解剖でわかる動物たちの謎
「キリンの首が長い理由（HD）」(二)

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 ジェイクの驚き昆虫記「侵略
者」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（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 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

15:00 未知なる深海への旅「#1 火
山は生命の源(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 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 新しい命（HD）」(字)

18:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

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 ピットブル・ス
トーリー（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 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)[初]

23:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)[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)

25:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

26:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#10 サ
メ襲撃の中心地(HD)」(二)

04:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

05:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

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 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」(二)

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 ジェイクの驚き昆虫記「殺すか
治すか」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの ピットブル・ス
トーリー（HD）(字)

12:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤
道直下（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ザ
トウクジラ」(二)[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：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 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 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)

18:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)

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 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)[初]

21:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」(二)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 新しい命（HD）」(字)

23:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

24:00 野生の楽園「エトシャ：アフリカ
の荒々しい大自然」(字)

25:00 野生の楽園「ブータン：最後の
理想郷」(字)

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 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)[初]

04:00 アラスカを生きるクマ物語「#1
沿岸部の大自然(HD)」(二)

05:00 アラスカを生きるクマ物語「#2
グリズリー(HD)」(二)

06:00 アラスカを生きるクマ物語「#3
ホッキョクグマ(HD)」(二)

07:00 世界の子グマ成長記録（HD）
(二)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

09:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記「コウモリ
のフン」(字)[初]

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「獣医はつらいよ（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「カ
メ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)

15:00 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(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】
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：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)

20:00 人と犬の歴史(HD)(二)[初]

21:00 世界最強のプレデター「群れで
狩る捕食者たち(HD)」(二)[初]

22:00 マサイ戦士の世界旅行「#1
部族を愛する戦士たち(HD)」

(二)[初]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)[初]

24:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)[初]

25:00 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)

26:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)

27:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

04:00 未知なる深海への旅「#1 火
山は生命の源(HD)」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「タンザニ
アの恐怖（HD）」(字)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 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)

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：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
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（ＨＤ）」

(二)

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（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 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 世界最強のプレデター「群れで
狩る捕食者たち(HD)」(二)

19:00 マサイ戦士の世界旅行「#1
部族を愛する戦士たち(HD)」(二)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)

21:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ
ン: 出来損ないの子（HD）」(字)[初]

23:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(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「決勝（HD）」(字)

25:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

26:00 シーザー・ミランの ピットブル・ス
トーリー（HD）(字)

27:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～（HD）(字)

04:00 人と犬の歴史(HD)(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「奥地で
の襲撃（HD）」(字)

06:00 マサイ戦士の世界旅行「#1
部族を愛する戦士たち(HD)」(二)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)

08:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)

10:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)

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)

22:00 アース ライブ(HD)(字)

24:00 躍動の青い惑星「壮大な旅
(HD)」(二)[初]

25:00 躍動の青い惑星「食うか食わ
れるか(HD)」(二)[初]

13:00 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]

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「群れのプライド（HD）」

(字)

15:00 世界大自然紀行：ブラジル
「空飛ぶ王者（HD）」(二)

16:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

17:00 未知なる深海への旅「#1 火
山は生命の源(HD)」(二)

11

12

13

10

26:00 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)

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)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
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]

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 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)

21:00 【新】地球が奏でるシンフォ
ニー（HD）(字)[初]

20

21

17

18

19

14

15

16

4

5

6

7

8

9

22

23

24

25

26

27

秘 秘

アースデー
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Nat Geo Wild 番組表 4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 ナショジオ　どうぶつ調査団「モ
ンクアザラシ」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

04:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

05:00 未知なる深海への旅「#1 火
山は生命の源(HD)」(二)

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 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 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)[初]

14:00 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)

15:00 地球が奏でるシンフォニー
（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
「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】

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：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

09:00 解剖でわかる動物たちの謎
「ゾウが大食いな理由（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

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 【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「赤ん坊か、愛犬か（HD）」

(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
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  【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 ジェイクの驚き昆虫記２「戦
場」(字)[初]

11:00 人と犬の歴史(HD)(二)

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)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)

25:00 野生の楽園「マダガスカル：切
り取られた世界」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
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)

27:00 解剖でわかる動物たちの謎
「ゾウが大食いな理由（HD）」(二)

04:00 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)

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 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)

07:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

08:00 【ミステリー アワー】
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)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 出来損ないの子（HD）」(字)

25:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

15:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（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
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part2（HD）」(二)[初]
17:00 絶体絶命！動物襲撃事件

簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)[初]

18:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(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「ミニバスを水槽に

（HD）」(二)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記２「CSI」
(字)[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 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]

22:00 【世界の大自然 スペシャル】
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)

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)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記２「ルー
ル」(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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マの泥棒」(二)[初]

14:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

15:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(HD)」(二)

26:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#1 ホホジロザメのアゴが強い理由

(HD)」(二)[初]

27:00 解剖でわかる動物たちの謎
「キリンの首が長い理由（HD）」(二)

04:00 破壊へ導く侵略者たち「巨大
沼ネズミ(HD)」(二)

05:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)

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：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

08:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#1 ホホジロザメのアゴが強い理由

(HD)」(二)

09:00 解剖でわかる動物たちの謎
「キリンの首が長い理由（HD）」(二)

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：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

26:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#2 ライオンが吠える理由(HD)」

(二)[初]

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！

Part3（HD）」(二)[初]
17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】

アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ
ン: 出来損ないの子（HD）」(字)

18:00 地球が奏でるシンフォニー
（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：アジア編「恐怖の連鎖反応

（HD）」(字)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記２「食用
昆虫」(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)

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 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)[初]

23:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(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 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#7 ワニの脱走(HD)」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ラ
イオン」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 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)

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)

27:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」(二)

04:00 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)

05:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

06:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

07:00 野生の楽園「マダガスカル：切
り取られた世界」(字)

08:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#2 ライオンが吠える理由(HD)」(二)

09:00 解剖でわかる動物たちの謎「ワ
ニが進化しない理由（HD）」(二)

23:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

24:00 野生の楽園「タイ：東洋の宝
石」(字)

25:00 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(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 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」(字)[初]

16:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「年中無休（HD）」(二)[初]

17:00 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)

18:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

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 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]

04:00 アース ライブ(HD)(字)

08:00 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)

09:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記２「毒
液」(字)[初]

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 出来損ないの子（HD）」(字)

21:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」(二)[初]

12:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ペ
ンギンの冒険」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

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 世界最強のプレデター「群れで
狩る捕食者たち(HD)」(二)

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 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

15:00 野生の楽園「マダガスカル：切
り取られた世界」(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 【世界の大自然 スペシャル】
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)

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 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(字)

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 世界最強のプレデター「アル
ティメット・プレデター(HD)」(二)[初]

22:00 マサイ戦士の世界旅行「#2
文化交流：ニューヨーク編(HD)」

(二)[初]

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」

(二)[初]

24:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)[初]

25:00 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)

26:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

27:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

04:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(HD)」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「静かな
る追跡者（HD）」(字)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 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)

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 野生の楽園「ナミブ：アフリカの
灼熱の岸辺」(字)

23:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

13:00 【新】摩訶不思議な生き物の
世界「奇妙な美貌（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】
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)

15:00 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)

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 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」(二)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)

18:00 世界最強のプレデター「アル
ティメット・プレデター(HD)」(二)

19:00 マサイ戦士の世界旅行「#2
文化交流：ニューヨーク編(HD)」(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」(二)

21:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
アフリカの獣達～壮絶な人生「ライオ

ン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

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)

17:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(HD)」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
インドネシア諸島の神秘の動物たち
～進化の歴史～「謎の島スラウェシ」

(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]

24:00 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)

25:00 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)

26:00 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)

27:00 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)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「イルカの
攻撃（HD）」(字)

06:00 マサイ戦士の世界旅行「#2
文化交流：ニューヨーク編(HD)」(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「大いなるアラスカ(HD)」(二)

08:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「マダガスカルの幽霊(HD)」

(二)

16:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

20:00 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 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

11:00  【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)

12:00 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)

13:00 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]

13:30 インフォメーション (日)

13

10

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

21:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

22:00 野生動物の違法取引「#1 象
牙(HD)」(二)[初]

23:00 野生動物の違法取引「#2 ト
ラ(HD)」(二)[初]

24:00 野生動物の違法取引「#3 小
動物(HD)」(二)[初]

25:00 野生動物の違法取引「#4 エ
キゾチックアニマル(HD)」(二)[初]

26:00 インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～「謎の島スラ

ウェシ」(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

20

21

22

17

18

19

14

15

4

5

6

7

8

9

23

24

25

26

27

06:00 躍動の青い惑星「壮大な旅
(HD)」(二)

07:00 躍動の青い惑星「食うか食わ
れるか(HD)」(二)

16

11

12

秘 秘ストップ！違法取引
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Nat Geo Wild 番組表 4月

04:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

05:00 未知なる深海への旅「#2 眠る
財宝(HD)」(二)

06:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

07:00 野生の楽園「マダガスカル：切
り取られた世界」(字)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ジェイクの驚き昆虫記２「実
験」(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 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 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)

14:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)

15:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

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 【世界の大自然 スペシャル】
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)

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 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 【ドッグ アワー】
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 【ワイルド プレミア】
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（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

22:00  【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]

23:00 密着！オットセイのコロニー(HD)(字)[初]

24:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)[初]

25

26

27

25:00 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]

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち「海の変わ

りもの(HD)」(二)[初]

27:00 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)

19

20

21

22

23

2424

25

26

27

13

14

15

16

17

1818

19

20

21

22

23

12

13

14

15

16

17

6

4

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

7

8

9

4

5

秘 秘
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