
Nat Geo Wild 番組表 5月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27

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
摩訶不思議な生き物の世界、

摩訶不思議な生き物の世界 2、
ワイルド・ベイビー！

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

ハンター・ハンテッド ２、
ハンター・ハンテッド ３

野生動物の違法取引、
世界大自然紀行：オーストラリ

ア、
危険！オーストラリアの怪物た

ち、
オーストラリアの危険地帯：サメ

海岸、
野生の牙、

因縁の対決：カバ vs ワニ、
因縁の対決：カバ vs ライオン、

ハンター・ハンテッド ３

フィッシュ・タンク・キング～夢の水
槽作ります２、

激写！野生の闇の世界

ミステリー アワー

世界の奇妙な生き物たち、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、
世界の奇妙な治療法、世界の奇妙な動物の体、世界の奇妙な飼育場、

世界の奇妙な生き物たち 2、世界の奇妙な生き物たち 3、ゴリラ　ミステリー

インフォメーション

インドネシア諸島の神秘の動物た
ち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

キラーショット：決定的瞬間、
アマゾンを行く

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

原住民の生ける知恵、
キラーショット：決定的瞬間、

アマゾンを行く

旅の日
アフリカ大飛行：上空から見る

大自然

野生の楽園野生の楽園

ジェイクの驚き昆虫記２、ヘビの番人

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、
シーザー・ミランの 子犬トラブル、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

動物界の意外なお友達 2、
密着！オットセイのコロニー、

動物界の意外なお友達 3

1500

アメリカ～国立公園を巡る旅 世界大自然紀行：北アメリカ

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

野生の楽園

1400

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち

インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

1500
知られざるプライド、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

原住民の生ける知恵、
キラーショット：決定的瞬間、

アマゾンを行く

未知なる深海への旅、
スネーク・シティ

野生の楽園

1200

1100

1230 1230

1400
アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オオ

カミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

世界のアブナイ動物たち、
捕食者の失敗

インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

900
ライオン ～ルワンダへの帰還、

知られざるプライド、
大型ネコ科：驚愕の能力

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

1100

1200

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち

アメリカ～国立公園を巡る旅
湿地サファリ舞台裏の男たち、
アフリカ～驚くべき種の進化～

ワイルドな一日 2、
どうぶつ調査隊のハチャメチャ

体験、
世界をめぐる！珍獣ハンター

世界最強のプレデター

900

800 アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
ジャガーの華麗なる狩猟

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

昆虫の驚くべき世界、
バイク野郎の動物レスキュー

隊

800

動物界の意外なお友達 2、
密着！オットセイのコロニー、

動物界の意外なお友達 3

世界大自然紀行：北アメリカ

インフォメーション

スリル満点！究極の地、野生動物捜査班、
ジェイクの驚き昆虫記、ジェイクの驚き昆虫記２

600

700 ライオン ～ルワンダへの帰還、
知られざるプライド、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

世界大自然紀行：北アメリカ、

旅の日
世界大自然紀行：ガラパゴス

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

絶体絶命！動物襲撃事件簿

700

500

600 アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

旅の日
世界大自然紀行：ザンジバル諸

島

マサイ戦士の世界旅行、
生命の源：セレンゲティ、

絶体絶命！動物襲撃事件簿

未知なる深海への旅、
スネーク・シティ

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２、

シーザー・ミランの 子犬トラブ
ル

400

500
未知なる深海への旅、

スネーク・シティ

ライオン ～ルワンダへの帰還、
知られざるプライド、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

400

世界のアブナイ動物たち
インドネシア諸島の神秘の動物

たち～進化の歴史～、
激写！野生の驚くべき生態

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

旅の日
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い

[9日]休止（～7：00）

アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で



Nat Geo Wild 番組表 5月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27
ワイルド プレミア

1630 摩訶不思議な生き物の世界、
摩訶不思議な生き物の世界 2

1630

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット 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 ビッグ・キャット 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 ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

2230 2230

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット 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

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

2700

2500

世界大自然紀行：北アメリカ

インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

2600

2500

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

野生の楽園野生の楽園

2400
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン、
ザトウクジラ：神秘の世界、

バイク野郎の動物レスキュー隊

ハンター・ハンテッド ２、
ハンター・ハンテッド ３、
ハンター・ハンテッド ４

2600

インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー
２

ミステリー アワー
世界の奇妙な生き物たち、解剖でわかる動物たちの謎２、

世界の奇妙な治療法、世界の奇妙な飼育場、
世界の奇妙な生き物たち 2、世界の奇妙な生き物たち 3、ゴリラ　ミステリー

春の夜長の世界旅行
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い

2700
世界のアブナイ動物たち

キラーショット：決定的瞬間、
アマゾンを行く

ライオン ～ルワンダへの帰還、
知られざるプライド、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

知られざるプライド、
大型ネコ科：驚愕の能力、

スーパーキャット・プロジェクト

動物界の意外なお友達 3、
動物界の意外なお友達 4

2200

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

マサイ戦士の世界旅行、
生命の源：セレンゲティ、

絶体絶命！動物襲撃事件簿
インドネシア諸島の神秘の動物

たち～進化の歴史～、
激写！野生の驚くべき生態

アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

2300

キラーショット：決定的瞬間、
アマゾンを行く

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

絶体絶命！動物襲撃事件簿

アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オオカ

ミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

2100
壮絶！命知らずの冒険家シェー

ン、
昆虫の驚くべき世界、

バイク野郎の動物レスキュー隊

知られざるプライド、
大型ネコ科：驚愕の能力、

スーパーキャット・プロジェクト

美しきオーストラリア
世界大自然紀行：オーストラリ

ア

モンスターズ・オブ・オーストラ
リア

危険！オーストラリアの怪物
たち、

オーストラリアの危険地帯：サ
メ海岸

やっぱりカバが好き
野生の牙、

因縁の対決：カバ vs ワニ、
因縁の対決：カバ vs ライオ

ン、
ハンター・ハンテッド ３

猿について考えてみた
人間とチンパンジー：DNA２％

の相違、
猿の王国

ビッグ・キャット スペシャル
アフリカの獣達～壮絶な人生、

ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

旅の日
世界大自然紀行：ハワイ

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン ～ルワンダへの帰還、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

旅の日
世界大自然紀行：ハワイ

[8日]休止（～翌7：00）

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

捕食者の最終兵器
アメリカ～国立公園を巡る旅

湿地サファリ舞台裏の男たち、
アフリカ～驚くべき種の進化～

どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験、

世界をめぐる！珍獣ハンター

世界最強のプレデター、
究極の動物カウントダウン

ワイルド プレミア

2000
壮絶！命知らずの冒険家シェー

ン、
絶体絶命！動物襲撃事件簿

アフリカの獣達～壮絶な人
生、

捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ、

ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

2000

ドッグ アワー

マサイ戦士の世界旅行、
生命の源：セレンゲティ、

絶体絶命！動物襲撃事件簿

1900

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

1900

野生の楽園

2400

2100

2300

2200

フィッシュ・タンク・キング～夢の水槽作ります２、
激写！野生の闇の世界、
世界を行く！冒険ドライブ

どうぶつ調査隊のハチャメチャ体
験、

世界をめぐる！珍獣ハンター

1800
未知なる深海への旅、

スネーク・シティ
キラーショット：決定的瞬間、

アマゾンを行く

1800

世界大自然紀行：北アメリカ

ライオン ～ルワンダへの帰還、
知られざるプライド、

大型ネコ科：驚愕の能力、
スーパーキャット・プロジェクト

世界大自然紀行：北アメリカ
世界最強のプレデター、

究極の動物カウントダウン

インドネシア諸島の神秘の動
物たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

1600

湿地サファリ舞台裏の男たち、
アフリカ～驚くべき種の進化～

1700

世界のアブナイ動物たち、
捕食者の失敗

破壊へ導く侵略者たち、
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー

未知なる深海への旅、
スネーク・シティ

1700

インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

アフリカの獣達～壮絶な人生、
捕食者の死闘：ピューマ vs オ

オカミ、
ジャガーの華麗なる狩猟、
ストーム・キャット：嵐の中で

野生動物捜査班、
クリッターカム：野生動物のカメラアングル

インドネシア諸島の神秘の動物
たち～進化の歴史～、

激写！野生の驚くべき生態

1600

世界のアブナイ動物たち

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、
シーザー・ミランの 子犬トラブル、シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

インフォメーション


