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04:00 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)[初]

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)[初]
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06:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

07:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

08:00 【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]

09:00 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]

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「ジャン
グル」(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)[初]

12:00 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]

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 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)[初]

15:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」(字)[初]

16:00 インフォメーション (日)

16:30 野生動物捜査班「#3 呪われ
た森(HD)」(二)[初]

17:00 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（ＨＤ）」(二)[初]

18:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(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「難解な注文（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「凶

暴犬は手に負えない？（HD）」
(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
アメリカ～国立公園を巡る旅「北極

圏の扉（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～「謎の島スラウェシ」

(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

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

ン: 若く熱き血（HD）」(字)

25:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち「陸の変わ

りもの(HD)」(二)[初]

27:00 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]

04:00 破壊へ導く侵略者たち「モンス
ターピッグ(HD)」(二)

05:00 原住民の生ける知恵「カナダの
イヌイット族（HD）」(字)

06:00 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)[初]

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)[初]

08:00 世界の奇妙な生き物たち「陸
の変わりもの(HD)」(二)

09:00 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)

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「凶暴犬は手に負えない？

（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)[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 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（ＨＤ）」(二)

15:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

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

17:00 【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)

18:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

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「襲いかかる犬たち（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 破壊へ導く侵略者たち「凶暴
なヘラジカ(HD)」(二)[初]

23:00 キラーショット：決定的瞬間「ホ
ホジロザメを待ち伏せ(HD)」(二)[初]

24:00  【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)

25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)

26:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(HD)」(二)[初]

27:00 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]

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 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

06:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)[初]

07:00 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]

08:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(HD)」(二)

09:00 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)

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「襲いかかる犬たち（HD）」(字)

12:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」(二)[初]

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 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
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 野生動物捜査班「#5 奇妙な
泥棒(HD)」(二)[初]

17:00 破壊へ導く侵略者たち「凶暴
なヘラジカ(HD)」(二)

18:00 キラーショット：決定的瞬間「ホ
ホジロザメを待ち伏せ(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 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 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ビーバーの生活 (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: 若く熱き血（HD）」(字)

23:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

24:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)[初]

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 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「影の追
跡者（HD）」(字)[初]

04:00 野生動物の違法取引「#1 象
牙(HD)」(二)[初]

05:00 野生動物の違法取引「#2 トラ
(HD)」(二)[初]

06:00 野生動物の違法取引「#3 小
動物(HD)」(二)[初]

07:00 野生動物の違法取引「#4 エ
キゾチックアニマル(HD)」(二)[初]

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)

09:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（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「飼い主の影響（HD）」(字)

12:00 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]

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 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)

15:00 野生の楽園「カカドゥ:オーストラ
リアの古き野生の地」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（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～「謎の島スラウェシ」

(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

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 世界最強のプレデター「プレデ
ター・ウエポン(HD)」(二)[初]

22:00 マサイ戦士の世界旅行「#3 文
化交流：テキサス編(HD)」(二)[初]

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」

(二)[初]

24:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」(二)[初]

25:00 破壊へ導く侵略者たち「凶暴
なヘラジカ(HD)」(二)

26:00 キラーショット：決定的瞬間「ホ
ホジロザメを待ち伏せ(HD)」(二)

27:00 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（ＨＤ）」(二)

04:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(HD)」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「さらわれ
て…（HD）」(字)

06:00 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]

07:00 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)

08:00 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)

09:00 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)

10:00 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)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「マヌ：ペルーの秘
境、熱帯多雨林」(字)

13:00 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（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「カムチャツカ半島のヒグマたち（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（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 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ビーバーの生活 (HD)」(二)

18:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・ウエポン(HD)」(二)

19:00 マサイ戦士の世界旅行「#3 文
化交流：テキサス編(HD)」(二)

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」(二)

21:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(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「ハイエ
ナ: 生き残りを懸けて（HD）」(字)[初]

23:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」(字)

25:00 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)

26:00 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)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「飼い主の影響（HD）」(字)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「攻撃性の理由（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ２「影の追
跡者（HD）」(字)

06:00 マサイ戦士の世界旅行「#3 文
化交流：テキサス編(HD)」(二)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「ロスト・ジャングル(HD)」(二)

08:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「紅海の巨人(HD)」(二)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「凶暴
なヘラジカ(HD)」(二)

10:00 キラーショット：決定的瞬間「ホ
ホジロザメを待ち伏せ(HD)」(二)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 2「#5 最愛

のベストフレンド（HD)」(二)[初]

12:00 密着！オットセイのコロニー
（HD）(字)[初]

13:00 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「大ザメ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

23:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「世界最古の熱帯雨林（HD）」

(二)[初]

24:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「ウォンバットの王国（HD）」(二)[初]

25:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「コアラの棲む森（HD）」(二)[初]

14:00  【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)

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 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（ＨＤ）」(二)

17:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(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～「無人島の産物」

(二)[初]

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

(二)[初]
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26:00 インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～「無人島の

産物」(二)

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

(二)
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20:00 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)

21:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー（HD）」(二)[初]

秘 秘美しきオーストラリア
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(ET) 月曜日 2018/05/07 火曜日 2018/05/08 水曜日 2018/05/09 木曜日 2018/05/10 金曜日 2018/05/11 土曜日 2018/05/12 日曜日 2018/05/13 (ET)
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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)

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)
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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)

26:00 激写！野生の驚くべき生態
「サメの大群(HD)」(二)

27:00 世界の奇妙な生き物たち「海
の変わりもの(HD)」(二)

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)

25:00 オーストラリアの危険地帯：サメ
海岸（HD）(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な治療法（HD）(字)[初]

26:00 世界の奇妙な飼育場（HD）
(字)[初]

26:00 ハンター・ハンテッド ３「待ち伏
せ（HD）」(二)[初]

26:00 キラーショット：決定的瞬間「ラ
イオンに忍び寄る(HD)」(二)

25:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)[初]

25:00 休止 25:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

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)

25:00 破壊へ導く侵略者たち「コヨー
テの大群(HD)」(二)
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27 27:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(HD)」(二)

27:00 ハンター・ハンテッド ３「サメの
襲撃（HD）」(二)[初]

27:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」(二)

24:00 ザトウクジラ：神秘の世界
（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)

24:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち「冷徹な殺し屋たち（HD）」(二)[初]

24

23:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)[初]

23:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち 「アウトバック・モンスター（HD）」

(二)[初]

24:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)[初]

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「ハイエ

ナ: 生き残りを懸けて（HD）」(字)

24:00  【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)

24:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)

23:00 動物界の意外なお友達 3「犬
と坊やのお昼寝日記（HD）」(二)[初]

23:00 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)

23:00 キラーショット：決定的瞬間「ラ
イオンに忍び寄る(HD)」(二)[初]

23:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

23:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「沼地に住む怪物(HD)」

(二)[初]

23

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

（HD）(字)[初]

22:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち「北部に潜む危険生物（HD）」

(二)[初]

22 22

21:00 昆虫の驚くべき世界
(HD)(字)[初]

21:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「動物病

院の人気者（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～「無人島の産物」

(二)

22:00 破壊へ導く侵略者たち「コヨー
テの大群(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「ハイエ

ナ: 生き残りを懸けて（HD）」(字)

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「カフカース山脈のバイソン（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

21:00 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]

21:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#10 暴風雨上陸(HD)」(二)[初]

21:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「スズメバチの生活 (HD)」

(二)[初]

21:00 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]

22:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)[初]

21

20:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)[初]

20:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「沼地に住む怪物(HD)」(二)

20:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

20

19:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

19:00 野生の楽園「マダガスカル：切り
取られた世界」(字)

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

(二)

18:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・スーパーパワー(HD)」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(HD)」(二)[初]

17:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「スズメバチの生活 (HD)」(二)

17:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

18:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)[初]

18:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

18:00 キラーショット：決定的瞬間「ラ
イオンに忍び寄る(HD)」(二)

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～「謎の島スラウェシ」

(二)

17:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（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「ハイエ

ナ: 生き残りを懸けて（HD）」(字)

17:00 破壊へ導く侵略者たち「コヨー
テの大群(HD)」(二)

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～「無人島の産物」

(二)

16:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#10 暴風雨上陸(HD)」(二)

16:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ザトウクジラ」(字)[初]

16:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日) 16:00 インフォメーション (日) 16:00 インフォメーション (日) 16:00 インフォメーション (日)

14:00 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)

14:00 破壊へ導く侵略者たち「凶暴
なヘラジカ(HD)」(二)

14:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（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)

15:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)

16:30 野生動物捜査班「#6 天井か
らの謎の音(HD)」(二)[初]

16:30 野生動物捜査班「#7 消える
猫たち(HD)」(二)[初]

16:30 野生動物捜査班「#8 犬泥棒
(HD)」(二)[初]

15:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

15:00 キラーショット：決定的瞬間「ホ
ホジロザメを待ち伏せ(HD)」(二)

15:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)

15:00 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)

13:30 インフォメーション (日) 13:30 インフォメーション (日) 13:30 インフォメーション (日) 13:30 インフォメーション (日) 13:30 インフォメーション (日) 13:30 インフォメーション (日)

13:00 スリル満点！究極の地「南アメ
リカ（HD）」(二)[初]

13:00 野生動物捜査班「#1 グリーン
に現れたゴースト(HD)」(二)[初]

14:00 インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～「無人島の

産物」(二)

14:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)

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「カフカース山脈のバイソン（Ｈ

Ｄ）」(二)

13:00 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]

14:00  【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)

13

12:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・ウエポン(HD)」(二)

12:00 野生の楽園「マダガスカル：切り
取られた世界」(字)

13:00 【新】摩訶不思議な生き物の
世界 2「奇妙な習性（HD）」(二)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 3「犬
と坊やのお昼寝日記（HD）」(二)

12

13:00 スリル満点！究極の地「ニュー
ジーランド（HD）」(二)[初]

13:00 スリル満点！究極の地「アラス
カ（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

13:00 スリル満点！究極の地「中央
アメリカ（HD）」(二)[初]

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

(二)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「動物病

院の人気者（HD）」(二)

12:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カムチャツカ半島のヒグマた

ち（ＨＤ）」(二)

12:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#9 うろつく捕食者(HD)」(二)

12:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ビーバーの生活 (HD)」(二)

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)

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)

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)

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)

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)

11

10:00 インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～「無人島の

産物」(二)

10:00 キラーショット：決定的瞬間「ラ
イオンに忍び寄る(HD)」(二)

10:30 ヘビの番人「ヘビを救う者」
(字)[初]

10:30 ヘビの番人「ヒシモンガラガラヘ
ビ」(字)[初]

10:30 ヘビの番人「ベリーズのボア」
(字)[初]

10:30 ヘビの番人「毒蛇バッド・ラップ」
(字)[初]

10:30 ヘビの番人「森林の牙」
(字)[初]

10:00 インフォメーション (日) 10:00 インフォメーション (日) 10:00 インフォメーション (日) 10:00 インフォメーション (日) 10:00 インフォメーション (日)10

09:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

09:00 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)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「コヨー
テの大群(HD)」(二)

9

08:00 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)

08:00 昆虫の驚くべき世界(HD)(字)

09:00 密着！オットセイのコロニー
（HD）(字)

09:00 世界の奇妙な生き物たち「海
の変わりもの(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち「陸
の変わりもの(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち「空
の変わりもの(HD)」(二)

08:00 動物界の意外なお友達 2「#5
最愛のベストフレンド（HD)」(二)

08:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な治療法（HD）(字)

08:00 世界の奇妙な動物の体（HD）
(字)[初]

08:00 世界の奇妙な飼育場（HD）
(字)

08:00 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)

07:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「コアラの棲む森（HD）」(二)

07:00 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)

07:00 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン「沼地に住む怪物(HD)」(二)

06:00 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)

06:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)

07:00 野生の楽園「カカドゥ:オーストラ
リアの古き野生の地」(字)

07:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

07:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)

04:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)

04:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

05:00 未知なる深海への旅「#3 海
底の生物たち(HD)」(二)

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

(二)

05:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「世界最古の熱帯雨林（HD）」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「待ち伏
せ（HD）」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「サメの
襲撃（HD）」(二)

Nat Geo Wild 番組表 5月

04:00 世界のアブナイ動物たち「北ア
メリカ（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～「無人島の

産物」(二)

04:00 休止 04:00 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)

04:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)

06:00 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 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)

06:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「ウォンバットの王国（HD）」(二)

秘 秘モンスターズ・オブ・オーストラリア
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(ET) 月曜日 2018/05/14 火曜日 2018/05/15 水曜日 2018/05/16 木曜日 2018/05/17 金曜日 2018/05/18 土曜日 2018/05/19 日曜日 2018/05/20 (ET)
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24

25

26

27

4

5

6

7

8

9

Nat Geo Wild 番組表 5月

20

21

22

17

18

19

14

15

16

11

12

13

10

27:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)

21:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

22:00 【新】野生の牙（HD）(二)[初]

23:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）(字)[初]

24:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)[初]

25:00 ハンター・ハンテッド ３「カバの
牙（HD）」(二)

26:00 激写！野生の驚くべき生態
「ワニの奇襲(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 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」(二)

17:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(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]

20:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

10:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ヒーロー

キャット（HD）」(二)

12:00 動物界の意外なお友達 3「ニ
ワトリはボクの友達（HD）」(二)

13:00 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]

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】
インドネシア諸島の神秘の動物たち
～進化の歴史～「無人島の産物」

(二)

04:00 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)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「人間狩
り（HD）」(二)

06:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ハイイログマの襲撃（HD）」(字)

07:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ピューマの襲撃（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「飼い主たちの抵抗（HD）」(二)

09:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ジャガーの華麗なる狩猟（HD）

(二)[初]

23:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（HD）」(字)

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者（HD）」

(字)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」(字)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)

16:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」(二)

17:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ハチドリの生活 (HD)」(二)

18:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

19:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ハイイログマの襲撃（HD）」(字)

20:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ピューマの襲撃（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「飼い主たちの抵抗（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)

13:00 摩訶不思議な生き物の世界
2「奇妙な武器（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「アムールヒョウと秘密の森（Ｈ

Ｄ）」(二)

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)

25:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)

26:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)

27:00 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」(二)

04:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「カバの
牙（HD）」(二)

06:00 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)

07:00 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)

08:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「セレブに似合う水槽

作り（HD）」(二)

09:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「摩天楼のアクアリウ

ム（HD）」(二)

10:00 激写！野生の驚くべき生態
「サメの大群(HD)」(二)

19:00 野生の楽園「ボルネオ：雲に覆
われた島」(字)

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)[初]

21:00 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)[初]

22:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ハイイログマの襲撃（HD）」(字)[初]

23:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「ピューマの襲撃（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「飼い主たちの抵抗（HD）」(二)[初]

14:00 野生の楽園「パラオ：太平洋の
パラダイス」(字)

15:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 摩訶不思議な生き物の世界
2「奇妙な習性（HD）」(二)

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(HD)」(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「マレーシア・ミッショ
ン」(字)[初]

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

12:00 世界最強のプレデター「プレデ
ター・スーパーパワー(HD)」(二)

13:00 野生動物捜査班「#6 天井か
らの謎の音(HD)」(二)

13:30 インフォメーション (日)

04:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち「北部に潜む危険生物（HD）」(二)

05:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち 「アウトバック・モンスター（HD）」

(二)

06:00 危険！オーストラリアの怪物た
ち「冷徹な殺し屋たち（HD）」(二)

07:00 オーストラリアの危険地帯：サメ
海岸（HD）(字)

08:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

09:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

（HD）(字)

23:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

24:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)

25:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ３「カバの
牙（HD）」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ３「人間狩
り（HD）」(二)[初]

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「オサガメ」(字)[初]

17:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)

18:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「摩天楼のアクアリウ

ム（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)[初]

21:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ハチドリの生活 (HD)」(二)[初]

12:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「スズメバチの生活 (HD)」(二)

13:00 野生動物捜査班「#5 奇妙な
泥棒(HD)」(二)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 激写！野生の驚くべき生態
「サメの大群(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 インフォメーション (日)

27:00 世界の奇妙な飼育場（HD）
(字)

04:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

05:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「パラオ：太平洋の
パラダイス」(字)

07:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)

08:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#3 人間のような奇妙な動物(HD)」

(二)

09:00 世界の奇妙な飼育場（HD）
(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「ガラガラヘビがゆ
く」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」(字)

21:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」

(二)[初]

22:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)[初]

23:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)[初]

24:00  【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～「無人島の産物」

(二)

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 世界の奇妙な生き物たち 2
「#3 人間のような奇妙な動物(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「コウテイペンギン」(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
捕食者の死闘：ピューマ vs オオカミ

（HD）(字)

18:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

19:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「セレブに似合う水槽

作り（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」

(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者（HD）」

(字)

12:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#10 暴風雨上陸(HD)」(二)

13:00 野生動物捜査班「#4 ヤギの
血を吸う悪霊(HD)」(二)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」(二)

15:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」(二)

26:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)[初]

27:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「森林に生きる（HD）」(字)[初]

04:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「水に生きる（HD）」(字)[初]

05:00 アフリカ大飛行：上空から見る
大自然（HD）(字)[初]

06:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)[初]

07:00 世界大自然紀行：ガラパゴス
（HD）(二)[初]

08:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#2 風変わりな動物バトル(HD)」

(二)[初]

09:00 世界の奇妙な動物の体（HD）
(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「海に生息する蛇た
ち」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者（HD）」

(字)[初]

21:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(HD)」(二)

23:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

24:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」(二)[初]

25:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」(二)[初]

15:00 キラーショット：決定的瞬間「ラ
イオンに忍び寄る(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「モンクアザラシ」(字)[初]

17:00 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」(二)[初]

18:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(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「お客様は子供とネ

コ！（HD）」(二)[初]

10:30 ヘビの番人「海ヘビ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ（HD）」(字)

12:00 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)

13:00 野生動物捜査班「#3 呪われ
た森(HD)」(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「コヨー
テの大群(HD)」(二)

25:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 2「#1 不
思議な愛のカタチ(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な治療法（HD）
(字)

04:00 激写！野生の驚くべき生態
「サメの大群(HD)」(二)

05:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

06:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

07:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

08:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 2「#1 不

思議な愛のカタチ(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な治療法（HD）
(字)

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２「カリスマ　ドッグトレー

ナーの夢（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

「問題犬コンビ（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「アムールヒョウと秘密の森（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ヒーロー

キャット（HD）」(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 3「ニ
ワトリはボクの友達（HD）」(二)[初]

24:00 野生の楽園「パラオ：太平洋の
パラダイス」(字)[初]

14:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

15:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コモリザメ」(字)[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～「無人島の産物」

(二)

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

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「毒の摂取」
(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

12:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カフカース山脈のバイソン

（ＨＤ）」(二)

13:00 野生動物捜査班「#2 屋敷の
怪物(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

04:00 世界のアブナイ動物たち「オー
ストラリア（HD）」(二)

05:00 未知なる深海への旅「#4 変
動する海洋環境(HD)」(二)

06:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)

07:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 3「動
物病院の人気者（HD）」(二)

09:00 動物界の意外なお友達 3「犬
と坊やのお昼寝日記（HD）」(二)

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17
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14

15
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12

7

8

9

4

5
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秘 秘やっぱりカバが好き

旅の⽇
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Nat Geo Wild 番組表 5月

24

25

16

17

13

14
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12

7

8

9

4

5

6

21:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

22:00 人間とチンパンジー：DNA２％
の相違（HD）(二)[初]

24:00 猿の王国「王の衝突（HD）」
(字)[初]

10:00 アマゾンを行く「水の楽園」(二)

11:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ひと目惚

れ（HD）」(二)

12:00 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)

13:00 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]

25:00 猿の王国「骨肉の争い（HD）」
(字)[初]

26:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」(二)

27:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（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 世界のアブナイ動物たち「アフリ
カ（HD）」(二)

17:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)[初]

20:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（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】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(HD)」(二)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「クーガー
の島（ＨＤ）」(二)

06:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)

07:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「人間不信の犬たち（HD）」(二)

09:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」(二)

22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ストーム・キャット：嵐の中で（HD）

(二)[初]

23:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命（HD）」(字)

25:00 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)

26:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃（HD）」(字)

27:00 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)

16:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)

17:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#1 不思議な鼻を持つサル(HD)」

(二)

18:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

19:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)

20:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「人間不信の犬たち（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 野生の楽園「カカドゥ:オーストラ
リアの古き野生の地」(字)

13:00 ワイルド・ベイビー！「#1 大人
への第一歩(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「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」(二)

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園（HD）」

(二)

25:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」(二)

26:00 アマゾンを行く「水の楽園」(二)

27:00 世界のアブナイ動物たち「アフリ
カ（HD）」(二)

04:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ３「黒い巨
体（ＨＤ）」(二)

06:00 フィッシュ・タンク・キング～夢の
水槽作ります２「世界で一番スイート

な水槽（HD）」(二)

07:00 激写！野生の闇の世界「ハイ
エナ（HD）」(二)

08:00 激写！野生の闇の世界「ヒョウ
（HD）」(二)

09:00 激写！野生の闇の世界「クロ
コダイル（HD）」(二)

10:00 激写！野生の驚くべき生態
「ワニの奇襲(HD)」(二)

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)

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 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)[初]

22:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「サメの襲撃（HD）」(字)[初]

23:00 絶体絶命！動物襲撃事件簿
「カバの襲撃（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「人間不信の犬たち（HD）」(二)[初]

14:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)

15:00 野生の楽園「アナマライ：イン
ド、ゾウの山」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 摩訶不思議な生き物の世界
2「奇妙な武器（HD）」(二)

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(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)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「カンボジアのクサリ
ヘビ」(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 世界最強のプレデター「野生
最強の戦い(HD)」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「殺すか
治すか」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

04:00 野生の牙（HD）(二)

05:00 因縁の対決：カバ vs ワニ
（HD）(字)

06:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)

07:00 ハンター・ハンテッド ３「カバの
牙（HD）」(二)

08:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

09:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

22:00【ビッグ・キャット スペシャル】
 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）(二)

23:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

24:00 野生の楽園「パラオ：太平洋の
パラダイス」(字)

25:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ３「黒い巨
体（ＨＤ）」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ３「クーガー
の島（ＨＤ）」(二)[初]

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)

17:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」(二)

18:00 アマゾンを行く「水の楽園」(二)

19:00 激写！野生の闇の世界「クロ
コダイル（HD）」(二)[初]

20:00 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)[初]

21:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#1 不思議な鼻を持つサル(HD)」

(二)[初]

12:00 どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験「ハチドリの生活 (HD)」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「侵略
者」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 激写！野生の驚くべき生態
「ワニの奇襲(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)

27:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#3 人間のような奇妙な動物(HD)」

(二)

04:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

05:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

06:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)

07:00 野生の楽園「アナマライ：イン
ド、ゾウの山」(字)

08:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「世界の変わりもの(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#3 人間のような奇妙な動物(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「アフリカの巨大毒
蛇」(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)

21:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)[初]

22:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」

(二)[初]

23:00 アマゾンを行く「水の楽園」
(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(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 世界の奇妙な生き物たち 3
「世界の変わりもの(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「ライオン」(字)[初]

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ジャガーの華麗なる狩猟（HD）(二)

18:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

19:00 激写！野生の闇の世界「ヒョウ
（HD）」(二)[初]

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]

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 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「糸と爪」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界のアブナイ動物たち「アフリ
カ（HD）」(二)

15:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」(二)

26:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「一風変わった食事風景(HD)」

(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#2 風変わりな動物バトル(HD)」(二)

04:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)

05:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)

06:00 激写！野生の驚くべき生態
「サメの大群(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 世界の奇妙な生き物たち 3
「一風変わった食事風景(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#2 風変わりな動物バトル(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「ジャングル・ジェフと
毒蛇」(字)[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]

21:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園（HD）」

(二)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(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】
ジャガーの華麗なる狩猟（HD）(二)

25:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

15:00 キラーショット：決定的瞬間「幻
のクマを追跡(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「シロナガスクジラ」(字)[初]

17:00 世界のアブナイ動物たち「アフリ
カ（HD）」(二)[初]

18:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」(二)[初]

19:00 激写！野生の闇の世界「ハイ
エナ（HD）」(二)[初]

10:30 ヘビの番人「ヘビの王を救え」
(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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「クモの
巣と牙」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
寄生昆虫(HD)」(二)

25:00 野生の楽園「アナマライ：イン
ド、ゾウの山」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 2「#4 変て

こ動物オールスター(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#1 不思議な愛のカタチ(HD)」(二)

04:00 激写！野生の驚くべき生態
「ワニの奇襲(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 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

07:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

08:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 2「#4 変て

こ動物オールスター(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#1 不思議な愛のカタチ(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２「世界で一番スイート

な水槽（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２

「里子の運命（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「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」(二)[初]

22:00 【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 3「ひと目惚

れ（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)[初]

14:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)

15:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ゴンドウクジラ」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「サメの

大群(HD)」(二)

18:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「恐怖のタイパン」
(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)

12:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記「生態学
の勇士」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

04:00 世界のアブナイ動物たち「イン
ド（ＨＤ）」(二)

05:00 未知なる深海への旅「#5 開
発ウォーズ:海洋vs宇宙(HD)」(二)

06:00 野生の楽園「パラオ：太平洋の
パラダイス」(字)

07:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 3
「ヒーローキャット（HD）」(二)

09:00 動物界の意外なお友達 3「ニ
ワトリはボクの友達（HD）」(二)

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

秘 秘猿について考えてみた
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Nat Geo Wild 番組表 5月

24

25

16
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13

14
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12

7

8

9

4

5
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22:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ストーム・キャット：嵐の中で（HD）(二)

23:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

24:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)

25:00 野生の楽園「アナマライ：イン
ド、ゾウの山」(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ４「森の侵
入者（HD）」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「チンパン
ジーの脱走」(二)[初]

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 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」(二)

18:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)

19:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」(二)[初]

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 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#2 タスマニアの珍獣王(HD)」

(二)[初]

12:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#1 不思議な鼻を持つサル(HD)」

(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「CSI」
(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」(二)

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

27:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「世界の変わりもの(HD)」(二)

04:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)

05:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

06:00 野生の楽園「イエローストーン:
アメリカの聖地」(字)

07:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)

08:00 ゴリラ　ミステリー (HD)(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「世界の変わりもの(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「泳ぐコブラと共に」
(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲（HD）」(字)

21:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)[初]

22:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」

(二)[初]

23:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(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 ゴリラ　ミステリー (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「ハイイロアザラシ」(字)

17:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ストーム・キャット：嵐の中で（HD）(二)

18:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

19:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (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]

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 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「ルー
ル」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」(字)

15:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」(二)

26:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「暴走動物(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「一風変わった食事風景(HD)」(二)

04:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」(二)

05:00 アマゾンを行く「水の楽園」(二)

06:00 激写！野生の驚くべき生態
「ワニの奇襲(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 世界の奇妙な生き物たち 3
「暴走動物(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「一風変わった食事風景(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「ミーアキャット対マ
ンバ」(字)[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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園

（HD）」(二)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)

23:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

24:00 【ビッグ・キャット スペシャル】
ストーム・キャット：嵐の中で（HD）(二)

25:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

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 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ジュゴン」(字)

17:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」(字)[初]

18:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」(二)[初]

19:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)[初]

10:30 ヘビの番人「ポイズン・ケア」
(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 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園（HD）」

(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「戦
場」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#1 究極のハンター(HD)」(二)

25:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 3「予期せ

ぬ攻撃(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#4 変てこ動物オールスター(HD)」

(二)

04:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」(二)

05:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

06:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)

07:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)

08:00 【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 3「予期せ

ぬ攻撃(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 2
「#4 変てこ動物オールスター(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

19:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (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
「飼い主の影響力（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「狩りの天才たち

（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 野生の楽園「イエローストーン:
アメリカの聖地」(字)[初]

14:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)

15:00 スーパーキャット・プロジェクト
（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「ヒョウアザラシ」(字)

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(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)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「コスメル島の悪
魔」(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 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 ジェイクの驚き昆虫記「コウモリ
のフン」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

04:00 世界のアブナイ動物たち「アフリ
カ（HD）」(二)

05:00 スネーク・シティ「巨大ブラックマ
ンバ現る（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)

07:00 野生の楽園「アナマライ：イン
ド、ゾウの山」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 3「ひ
と目惚れ（HD）」(二)

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)
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