
Nat Geo Wild 番組表 8月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

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 5.12.19.26

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
ジャングルで戦うレスキュー隊 2、

摩訶不思議な生き物の世界、
バー教授のクロコダイル調査隊

スリル満点！究極の地、
摩訶不思議な生き物の世界

2、
バー教授のクロコダイル調査

隊

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

1500 ライオン・レンジャー、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、

幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2

世界大自然紀行：アゾレス諸
島、

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

1500

トルコ：カッパドキア、
インドネシア：ボロブドゥル、
グレート・バリア・リーフ、

ヴェルサイユ宮殿

世界大自然紀行：中東諸国、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島、
世界大自然紀行: ボルネオ

1400 ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野生

に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

アメリカ～国立公園を巡る旅
瞬殺の美学、

世界最強のプレデター

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

1400

アニマルER　緊急治療の現場、
サバイバルゲーム：熾烈な生存競

争

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

地球の巨大生物TOP10、
世界初！恐竜大解剖、

スネーク・シティ、
裏社会スネーク、
スネーク・シティ 2

1100

1200

アニマルER　緊急治療の現場、
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争

トルコ：カッパドキア、
インドネシア：ボロブドゥル、
グレート・バリア・リーフ、

ヴェルサイユ宮殿

世にも奇妙なアニマルタブー、
ペンギン王国の建設、

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン

最速！海の捕食者たち、
ニュージーランド：ペンギンの王

国、
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～

究極の動物カウントダウン、
シティ・ジャングル、

神秘の大自然 フィリピン

1100

世界大自然紀行：アゾレス諸島、
世界大自然紀行: ボルネオ

野生の楽園

1230

シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー、ワーキング・ドッグ、
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、

野生動物捜査班、ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、
シーザー・ミランの 子犬トラブル

動物界の意外なお友達 3、
世界の子グマ成長記録、

動物の親子愛　～自然で生き
る術

1200

1230

インフォメーション

ピープル・アウト・ゼア、
バー教授のクロコダイル調査隊

ゴロンゴーザ：野生王国の再生、
インド～大自然と野生動物～

北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカ

ツアーの裏側

700

800
ライオン･キングダム、

ライオン対カバ 水辺の攻防
戦、

トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

800

インフォメーション

スリル満点！究極の地、
動物トリビア大公開 総集編、

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグトレーナー:アジア編（24日 ～11：30）、
ナショジオ　どうぶつ調査団

900
ライオン・レンジャー、

ベンガルトラ：宿命の姉妹、
幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

アメリカ～国立公園を巡る旅

900

600
ライオン対カバ 水辺の攻防

戦、
トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

一撃必殺！ホホジロザメの秘
密、

ホッキョクグマ～過酷な自然を
生きる、

ザ・プレデター ～仁義なき戦い
～、

動物の赤ちゃん物語、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち

天才アニマル図鑑、
Dr.K エキゾチック動物専門医

600

地球の巨大生物TOP10、
世界初！恐竜大解剖、

スネーク・シティ、
裏社会スネーク、
スネーク・シティ 2

700
ライオン・レンジャー、

ベンガルトラ：宿命の姉妹、
幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

世界大自然紀行：中東諸国、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島、
世界大自然紀行: ボルネオ

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作
戦、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作
戦 2

ワーキング・ドッグ、
シーザー・ミランの 愛犬レス

キュー２

400

500
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 2

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

ライオン・レンジャー、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、

幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

驚異のハンター：ヒラシュモク
ザメ、

ワイルドな一日、
ワイルドな一日 3、

ワイルド・ミシシッピ～共存する
動物たち、

アメリカ～国立公園を巡る旅

500

400

瞬殺の美学、
世界最強のプレデター

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～
アメリカ～国立公園を巡る旅

ライオン･キングダム、
ライオン対カバ 水辺の攻防

戦、
トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

命がけで検証！サメの海へ、
世界大自然紀行：カナダ、

世界大自然紀行：シベリア、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘

い、
素晴らしき冬世界

野生動物ビックリ映像集 3

地球の巨大生物TOP10、
世界初！恐竜大解剖、

スネーク・シティ、
裏社会スネーク

獣医ミシェルの日常 2、
獣医ミシェルの日常 3

ミステリー アワー

動物界の意外なお友達 3、
世界の子グマ成長記録、

動物の親子愛　～自然で生きる
術

世界の奇妙な生き物たち、世界の奇妙な生き物たち 2、
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、

背筋も凍る怪奇生物、世界の奇妙な生き物たち 3

ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブ
ルー、

ザトウクジラ：神秘の世界、
ミッション・クリティカル、

ワイルドな一日 3、
我が家は動物園、

モンスター・フィッシュを探せ！、
アニマル・ファイト・クラブ４

キル・ゾーン： ホホジロザメの
縄張り、

世界大自然紀行：イエロース
トーンのオオカミ、

野生動物の楽園：イエロース
トーンの冬、

伝説の黒オオカミ、
北欧物語～生きる～
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN
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1630 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 クールシェア タイム

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

ビッグ・キャット スペシャル 世界の大自然 スペシャル

2430 2430

ビッグ・キャット スペシャル 世界の大自然 スペシャル

2530 2530

2630 2630

2730 2730

2600

2700
瞬殺の美学、

世界最強のプレデター

2500
ライオン・レンジャー、

ベンガルトラ：宿命の姉妹、
幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

世界大自然紀行：中東諸国、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島、
世界大自然紀行: ボルネオ

2600 北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカ

ツアーの裏側

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

2700

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

世界大自然紀行：イエロース
トーンのオオカミ、

野生動物の楽園：イエロース
トーンの冬、

伝説の黒オオカミ、
北欧物語～生きる～

2400
ホッキョクグマ～過酷な自然

を生きる、
ザ・プレデター ～仁義なき戦

い～、
動物の赤ちゃん物語、

ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち

ライオン対カバ 水辺の攻防
戦、

トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

2500

アメリカ～国立公園を巡る旅

2300

北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

ワイルドな一日、
ワイルドな一日 3、

ワイルド・ミシシッピ～共存す
る動物たち、

アメリカ～国立公園を巡る旅

2300

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

ライオン・レンジャー、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、

幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

ライオン・レンジャー、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、

幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライオ

ン

2200

アメリカ～国立公園を巡る旅
天才アニマル図鑑、

Dr.K エキゾチック動物専門医

2200

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

ライオン･キングダム、
ライオン対カバ 水辺の攻防

戦、
トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

世界大自然紀行：カナダ、
世界大自然紀行：シベリア、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘

い、
素晴らしき冬世界

ナショジオ PRESENTS　第一
話特別放送ジーニアス：ピカ

ソ、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、
幻のコーカサスヒョウを探し

て、
消えゆく王～ナミブ砂漠のラ

イオン

2100

アニマルER　緊急治療の現場、
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争

インドネシア：ボロブドゥル、
グレート・バリア・リーフ、

ヴェルサイユ宮殿、
カンボジア：アンコールワット

ニュージーランド：ペンギンの王
国、

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～

シティ・ジャングル、
神秘の大自然 フィリピン

1900

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

2400

ライオン対カバ 水辺の攻防
戦、

トラの女王マッチェリ：命の
炎、

二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで、

沼地の脅威と闘うライオン

2000

1900
マリン ウィーク

地球が奏でるシンフォニー

野生の楽園

マリン ウィーク
ミッション・クリティカル、ワイルドな一日 3

我が家は動物園、モンスター・フィッシュを探せ！、
アニマル・ファイト・クラブ４、カワウソ家族: 2つの運命、

密着！ゴリラのファミリー

ミステリー アワー

野生動物ビックリ映像集 3、
世界のアブナイ動物たち

シーザー・ミランの 子犬トラブル、
シーザー・ミランの ピットブル・ス

トーリー、
ワーキング・ドッグ、

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

世界の奇妙な生き物たち、世界の奇妙な生き物たち 2、
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、

背筋も凍る怪奇生物、世界の奇妙な生き物たち 3

天才アニマル図鑑、
Dr.K エキゾチック動物専門医

2000

2100

1800

世界大自然紀行：アゾレス諸
島、

世界大自然紀行: ボルネオ

ライオン・レンジャー、
ベンガルトラ：宿命の姉妹、

幻のコーカサスヒョウを探して、
消えゆく王～ナミブ砂漠のライ

オン

世界大自然紀行：アゾレス諸
島、

世界大自然紀行: ボルネオ、
世界大自然紀行：アマゾン

シティ・ジャングル、
神秘の大自然 フィリピン

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

ライオン･キングダム、
ライオン対カバ 水辺の攻防

戦、
トラの女王マッチェリ：命の炎、
二匹の軌跡～ウンピョウが野

生に帰るまで、
沼地の脅威と闘うライオン

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

ニュージーランド：ペンギンの王
国、

アメリカ大陸～大自然と野生動物
～

1800 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2

北欧物語～生きる～、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側

1600

瞬殺の美学、
世界最強のプレデター

クリッターカム：野生動物のカメラアングル、
ジェイクの驚き昆虫記、
ジェイクの驚き昆虫記２

1600

1700

瞬殺の美学、
世界最強のプレデター

アメリカ～国立公園を巡る旅

シャークマン　巨大ザメ捕獲
大作戦、

シャークマン　巨大ザメ捕獲
大作戦 2

1700

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

インド～大自然と野生動物～

インフォメーション ナショジオ PRESENTS　第一話特
別放送ジーニアス：ピカソ

ワイルド プレミア
壮絶！命知らずの冒険家シェーン

ドッグ アワー
ワーキング・ドッグ、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、ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、
シーザー・ミランの 子犬トラブル、シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー、人と犬の歴史

ナショジオ PRESENTS　第一話特別放送ジーニアス：ピカソ

獣医ミシェルの日常 2、
獣医ミシェルの日常 3

ナショジオ PRESENTS　第一話
特別放送ジーニアス：ピカソ

ワイルド プレミア
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン

ワイルド プレミア ワイルド プレミア

動物界の意外なお友達 3、
世界の子グマ成長記録、

動物の親子愛　～自然で生きる
術、

オランウータン 最後の楽園、
キツネザルの島

獣医ミシェルの日常 2、
獣医ミシェルの日常 3

ナショジオ PRESENTS　第一話特
別放送ジーニアス：ピカソ

ビッグ・キャット スペシャル
トラの女王マッチェリ：命の炎、

二匹の軌跡～ウンピョウが野生に
帰るまで、

沼地の脅威と闘うライオン

世界初！恐竜大解剖、
スネーク・シティ、
裏社会スネーク、
スネーク・シティ 2

ナショジオ PRESENTS　第一話
特別放送ジーニアス：ピカソ、
スペインオオヤマネコを救え
地球の巨大生物TOP10、
世界初！恐竜大解剖、

スネーク・シティ、
裏社会スネーク


