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(ET) 火曜日 2019/01/01 水曜日 2019/01/02 木曜日 2019/01/03 金曜日 2019/01/04 土曜日 2019/01/05 日曜日 2019/01/06 (ET)

Nat Geo Wild 番組表 1月
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1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1130-1200

1200-1230
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1300-1330

1330-1400

1400-1430

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100
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27:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

21:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

22:00 美しきアメリカ：北西部編「カス
ケード山脈の火山群（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)[初]

24:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)[初]

25:00 ペンギン・ライフ（HD）(字)[初]

26:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)

16:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

17:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
 世界大自然紀行：アルゼンチン「荒

波のパタゴニア沿岸部（HD）」
(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)[初]

20:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

10:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」(二)

11:00 【キュート・アワー】
天才？ワンちゃん性格診断「愛犬の

忠誠心（HD）」(二)[初]

12:00 天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション （HD）(二)[初]

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  【世界の大自然 スペシャル】
アフリカ大飛行：上空から見る大自

然（HD）(字)

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

04:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」(字)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「一
斉捜査！犬たちを救え (HD)」(二)

06:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオア

ガマを救え（HD）」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)

08:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「巨大ニシキヘビと2000万匹の

コウモリ（ＨＤ）」(二)

09:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

21:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「巨大ニシキヘビと2000万匹の

コウモリ（ＨＤ）」(二)

22:00  【ビッグ・キャット スペシャル】
 知られざるプライド「危険だらけの暮

らし（HD）」(二)[初]

23:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

24:00 ワンちゃん沢登りに挑戦（HD）
(二)

25:00 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)
25:30 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)

15:00 美しきアメリカ：北西部編「カス
ケード山脈の火山群（HD）」(二)

16:00 スゴ腕どうぶつドクター５「学校
を休んだモルモット（HD）」(二)

17:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「完全なる支配（HD）」(二)

18:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオア

ガマを救え（HD）」(字)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)

10:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

12:00 ミッション・クリティカル「ホホジロ
ザメ：新たな顔に迫る（HD）」(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】
インドのタージマハル（HD）(字)[初]

04:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「闘
犬場の摘発 (HD)」(二)

06:00 天才アニマル図鑑「ハト（Ｈ
Ｄ）」(字)[初]

07:00 我が家は動物園「猛吹雪と命
の誕生(HD)」(二)

08:00 我が家は動物園「カバは本当
に来る？(HD)」(二)

09:00 我が家は動物園「ホワイトタイ
ガーの苦悩(HD)」(二)

22:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオア

ガマを救え（HD）」(字)[初]

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)[初]

24:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「巨大ニシキヘビと2000万匹の

コウモリ（ＨＤ）」(二)[初]

25:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

26:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#21(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「アン
デス山脈の懐に抱かれて（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

19:00 ミッション・クリティカル「ホホジロ
ザメ：新たな顔に迫る（HD）」(字)[初]

20:00 目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編「決勝（HD）」

(字)[初]

21:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)[初]

12:00 レッドゾーン：絶滅の淵から
（HD）(二)[初]

13:00 野生動物捜査班「#8 犬泥棒
(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 文明社会を生きる動物たち
「#1 命をかけた執着(HD)」(二)

15:00 文明社会を生きる動物たち
「#2 動物への尊厳(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

26:00 動物犯罪捜査官SPCA 「闘
犬場の摘発 (HD)」(二)[初]

27:00 動物犯罪捜査官SPCA 「一
斉捜査！犬たちを救え (HD)」

(二)[初]

04:00 世界初！恐竜大解剖（HD）
(二)[初]

06:00 地球の巨大生物TOP10
（HD）(二)[初]

08:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)

09:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「オリノコ川の怪物」(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)

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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「完全なる支配（HD）」(二)[初]

22:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
アフガニスタンのユキヒョウ(HD)(二)

23:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

24:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)[初]

15:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#20(字)[初]

17:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

18:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」(二)

19:00 我が家は動物園「ホワイトタイ
ガーの苦悩(HD)」(二)[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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「勝敗の決め手（HD）」(二)[初]

13:00 野生動物捜査班「#7 消える
猫たち(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)

26:00 世界の奇妙な動物の体（HD）
(字)[初]

27:00 進化する巨大ナマズ（HD）
(字)[初]

04:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)

05:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

06:00 文明社会を生きる動物たち
「#1 命をかけた執着(HD)」(二)[初]

07:00 文明社会を生きる動物たち
「#2 動物への尊厳(HD)」(二)[初]

08:00 世界の奇妙な動物の体（HD）
(字)

09:00 進化する巨大ナマズ（HD）(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「クロコダイル　スクール」(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 プレミア】

  スゴ腕どうぶつドクター５「学校を休
んだモルモット（HD）」(二)[初]

22:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)[初]

23:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」

(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
アフリカ大飛行：上空から見る大自

然（HD）(字)

25:00 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#19(字)[初]

17:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
アフガニスタンのユキヒョウ(HD)(二)

18:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

19:00 我が家は動物園「カバは本当
に来る？(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]

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 スゴ腕どうぶつドクター５「スゴ
腕ドクター・エミリー（HD）」(二)[初]

13:00 野生動物捜査班「#6 天井か
らの謎の音(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

27:00 巨大タコを探せ！（HD）
(二)[初]

04:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)

05:00 カメラマン vs 凶悪モンスター
「インドネシアの悪夢(HD)」(二)

06:00 アフリカ大飛行：上空から見る
大自然（HD）(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)[初]

08:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「暴走動物(HD)」(二)

09:00 巨大タコを探せ！（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「汚染されたクロコダイル」(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)

21:00 【新】美しきアメリカ：北西部編
「カスケード山脈の火山群（HD）」

(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

24:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
アフガニスタンのユキヒョウ(HD)(二)

25:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

26:00   【ミステリー アワー】
世界の奇妙な生き物たち 3「暴走動

物(HD)」(二)[初]

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#18(字)[初]

17:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)[初]

19:00 我が家は動物園「猛吹雪と命
の誕生(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「シンガポール戦（HD）」
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]

12:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「森林に暮らす（HD)」

(字)[初]

13:00 野生動物捜査班「#5 奇妙な
泥棒(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 原住民の生ける知恵「モンゴ
ルのカザフ族（HD）」(字)[初]

15:00 カメラマン vs 凶悪モンスター
「インドネシアの悪夢(HD)」(二)[初]

16:00 インフォメーション (日)

04:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)[初]

05:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)[初]

06:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)[初]

07:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)[初]

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)[初]

09:00 巨大イカ VS マッコウクジラ
(HD)(二)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「ニシキヘビ　パトロール」(字)[初]

11:00 ワンちゃん沢登りに挑戦（HD）
(二)[初]

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

極寒の地へようこそ

見聞き アワー
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(ET) 月曜日 2019/01/07 火曜日 2019/01/08 水曜日 2019/01/09 木曜日 2019/01/10 金曜日 2019/01/11 土曜日 2019/01/12 日曜日 2019/01/13 (ET)
400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)

05:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

06:00 文明社会を生きる動物たち
「#1 命をかけた執着(HD)」(二)

07:00 文明社会を生きる動物たち
「#2 動物への尊厳(HD)」(二)

08:00 天才？ワンちゃん性格診断
「愛犬の忠誠心（HD）」(二)

09:00 天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション （HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

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 インドのタージマハル（HD）(字)

13:00 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

15:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#22(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「アン
デス山脈の懐に抱かれて（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

19:00 我が家は動物園「カバのウォレ
ス君(HD)」(二)[初]

20:00   【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの 子犬トラブル（HD）

(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
古都：京都（HD）(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
世界の子グマ成長記録（HD）

(二)[初]

23:00 赤ちゃんベルーガの呼び声
（HD）(二)[初]

24:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)[初]

25:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)[初]

26:00   【ミステリー アワー】
巨大イカ VS マッコウクジラ(HD)(二)

27:00 検証！　未確認生物の正体
「翼がコウモリ、頭がウマ（HD）」

(字)[初]

04:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

05:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

06:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

07:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

08:00   【ミステリー アワー】
巨大イカ VS マッコウクジラ(HD)(二)

09:00 検証！　未確認生物の正体
「翼がコウモリ、頭がウマ（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「最長のアナコンダ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)

12:00 美しきアメリカ：北西部編「カス
ケード山脈の火山群（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 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

15:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#23(字)[初]

17:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(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～「ジェットパ

ワー（HD）」(字)[初]

21:00 美しきアメリカ：北西部編「セコ
イアの森（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

23:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

24:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」(二)

25:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

26:00 巨大タコを探せ！（HD）(二)

27:00 検証！　未確認生物の正体
「アメリカのネッシー（HD）」(字)[初]

04:00 原住民の生ける知恵「カナダ
のイヌイット族（HD）」(字)

05:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#1 人食い動物の脅威(HD)」(二)

06:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

08:00 巨大タコを探せ！（HD）(二)

09:00 検証！　未確認生物の正体
「アメリカのネッシー（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ジェットパ

ワー（HD）」(字)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター５「学校
を休んだモルモット（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 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#24(字)[初]

17:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」(二)

18:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」(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～「バラにとげ

あり（HD）」(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
 スゴ腕どうぶつドクター５「６本脚の牛

（HD）」(二)[初]

22:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)[初]

23:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(HD)」

(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「アン
デス山脈の懐に抱かれて（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

26:00 進化する巨大ナマズ（HD）(字)

27:00 検証！　未確認生物の正体
「謎の吸血鬼 チュパカブラ（HD）」

(字)[初]

04:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

05:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

06:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)

07:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)

08:00 進化する巨大ナマズ（HD）(字)

09:00 検証！　未確認生物の正体
「謎の吸血鬼 チュパカブラ（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり（HD）」(字)

12:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「完全なる支配（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 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

15:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#25(字)[初]

17:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)

18:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(HD)」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(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～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)[初]

21:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「勝利がすべて（HD）」(二)[初]

22:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「危険だらけの暮ら

し（HD）」(二)

23:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

24:00 文明社会を生きる動物たち
「#1 命をかけた執着(HD)」(二)

25:00 文明社会を生きる動物たち
「#2 動物への尊厳(HD)」(二)

26:00 動物犯罪捜査官SPCA 「緊
迫した張り込み捜査 (HD)」(二)[初]

27:00 動物犯罪捜査官SPCA 「チャ
ンピオン犬を追う (HD)」(二)[初]

04:00 美しきアメリカ：北西部編「カス
ケード山脈の火山群（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

06:00 北欧物語～生きる～「過酷な
地：ツンドラ（HD）」(二)

07:00 ペンギン・ライフ（HD）(字)

08:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)

09:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「小型ワニを探して」(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～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)

12:00 生命の源：セレンゲティ
(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 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)

15:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ピープル・アウト・ゼア
#26(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「荒
波のパタゴニア沿岸部（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

19:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#1 リーダーは誰だ？（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～「運命の出

会い（HD）」(字)[初]

21:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「巨大な捕食者（HD）」(二)[初]

22:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)[初]

24:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「キラー動物　猛毒対決（HD）」

(二)[初]

25:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)

26:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(HD)」(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

04:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「緊
迫した張り込み捜査 (HD)」(二)

06:00 我が家は動物園「カバのウォレ
ス君(HD)」(二)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)

08:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」(字)

09:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)

10:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

11:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

12:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#1 リーダーは誰だ？（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  【ワイルド プレミア】
古都：京都（HD）(字)

15:00 美しきアメリカ：北西部編「セコ
イアの森（HD）」(二)

16:00 スゴ腕どうぶつドクター５「６本
脚の牛（HD）」(二)

17:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「勝利がすべて（HD）」(二)

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「巨大な捕食者（HD）」(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)

21:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「キラー動物　猛毒対決（HD）」

(二)

22:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)[初]

23:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

24:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（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～「ジェットパ

ワー（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～「バラにとげ

あり（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～「小さなドー

ラの大きな問題（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～「運命の出

会い（HD）」(字)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「チャ
ンピオン犬を追う (HD)」(二)

06:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの

赤ちゃん(HD)」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)

08:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ４「キラー動物　猛毒対決（HD）」

(二)

09:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)

10:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(HD)」(二)

11:00  【キュート・アワー】
世界の子グマ成長記録（HD）(二)

12:00 赤ちゃんベルーガの呼び声
（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  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「アン
デス山脈の懐に抱かれて（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：エジプト
（HD）(二)

16:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

17:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)[初]

20:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

21:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

22:00 美しきアメリカ：北西部編「セコ
イアの森（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

24:00 ワイルド・ミシシッピ～共存する
動物たち「厳しい冬の到来(HD)」

(二)[初]

25:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)[初]

26:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

27:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2600-2630

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2630-2700

2700-2730

2730-2800

Nat Geo Wild 番組表 1月

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

極寒の地へようこそ

見聞き アワー
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(ET) 月曜日 2019/01/14 火曜日 2019/01/15 水曜日 2019/01/16 木曜日 2019/01/17 金曜日 2019/01/18 土曜日 2019/01/19 日曜日 2019/01/20 (ET)
400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

05:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

06:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)

07:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)

08:00 世界の子グマ成長記録（HD）
(二)

09:00 赤ちゃんベルーガの呼び声
（HD）(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い（HD）」(字)

12:00 古都：京都（HD）(字)

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)

14:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

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 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]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「荒
波のパタゴニア沿岸部（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

19:00 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]

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～「アミーゴの仲間作

り（HD）」(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
自由の女神（HD）(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
オランウータン 最後の楽園（HD）

(二)[初]

23:00 キツネザルの島（HD）(二)[初]

24:00 ラスト・ライオン(HD)(二)[初]

25:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」

(二)[初]
26:00   【ミステリー アワー】

検証！　未確認生物の正体「翼が
コウモリ、頭がウマ（HD）」(字)

27:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)[初]

04:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

06:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

07:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

08:00   【ミステリー アワー】
検証！　未確認生物の正体「翼が

コウモリ、頭がウマ（HD）」(字)

09:00 超巨大化した怪獣「超巨大コ
モドドラゴン(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

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 美しきアメリカ：北西部編「セコ
イアの森（HD）」(二)

13:00 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マの泥棒」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)

15:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(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 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)[初]

19:00 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]

20:00 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)[初]

21:00 美しきアメリカ：北西部編「氷
河が育む大自然（HD）」(二)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

24:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)

25:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

26:00 検証！　未確認生物の正体
「アメリカのネッシー（HD）」(字)

27:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)[初]

04:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)

05:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#2 アフリカのオオカミ男(HD)」(二)

06:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

07:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

08:00 検証！　未確認生物の正体
「アメリカのネッシー（HD）」(字)

09:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 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]

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 スゴ腕どうぶつドクター５「６本
脚の牛（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 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(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   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)

18:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

19:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「苦情処理（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  【ワイルド プレミア】
 スゴ腕どうぶつドクター５「チャールズ

のエコ作戦（HD）」(二)[初]

22:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

23:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(HD)」(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「荒
波のパタゴニア沿岸部（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

26:00 検証！　未確認生物の正体
「謎の吸血鬼 チュパカブラ（HD）」(字)

27:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)[初]

04:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

05:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

06:00 ラスト・ライオン(HD)(二)

07:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」(二)

08:00 検証！　未確認生物の正体
「謎の吸血鬼 チュパカブラ（HD）」(字)

09:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「カメとコブラ」(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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「勝利がすべて（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)

14:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（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「コウテイペンギン」(字)[初]

17:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

18:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(HD)」(二)

19:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「ペットを虐待から守れ！（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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「獣を解き放て（HD）」(二)[初]

22:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
知られざるプライド「絶体絶命（HD）」

(二)

23:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

24:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)

25:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)

26:00 動物犯罪捜査官SPCA 「捜
査官の苦悩 (HD)」(二)[初]

27:00 動物犯罪捜査官SPCA 「悪
党獣医の実態(HD)」(二)[初]

04:00 美しきアメリカ：北西部編「セコ
イアの森（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

06:00 ワイルド・ミシシッピ～共存する
動物たち「厳しい冬の到来(HD)」(二)

07:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

08:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)

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 ジェイクの驚き昆虫記「生態
学の勇士」(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 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「巨大な捕食者（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#1

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ラスト・ライオン(HD)(二)

15:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（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「オサガメ」(字)[初]

17:00 【世界の大自然 スペシャル】
 世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

19:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#2 食料泥棒（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 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「恐るべきハンター集団（HD）」

(二)[初]

22:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)[初]

24:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「素早い一撃（HD）」(二)[初]

25:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

26:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(HD)」(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

04:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「捜
査官の苦悩 (HD)」(二)

06:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「飼い主たちの抵抗（HD）」(二)

07:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「人間不信の犬たち（HD）」(二)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「苦情処理（HD）」(二)

09:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「ペットを虐待から守れ！（HD）」(二)

10:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

12:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#2 食料泥棒（HD)」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#2

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
自由の女神（HD）(字)

15:00 美しきアメリカ：北西部編「氷
河が育む大自然（HD）」(二)

16:00 スゴ腕どうぶつドクター５「チャー
ルズのエコ作戦（HD）」(二)

17:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「獣を解き放て（HD）」(二)

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「恐るべきハンター集団（HD）」(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)

21:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「素早い一撃（HD）」(二)

22:00  【ビッグ・キャット スペシャル】
  【新】ビッグ・キャット：弱肉強食の掟

（HD）(二)[初]

23:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(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～「アミーゴの

仲間作り（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～「一度噛ん

だらやめられない（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～「凶暴マン

ボ（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～「元気いっ

ぱいモジョ（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～「マイルズの

欲望（HD）」(字)

05:00 動物犯罪捜査官SPCA 「悪
党獣医の実態(HD)」(二)

06:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え

(HD)」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)

08:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「素早い一撃（HD）」(二)

09:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

10:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(HD)」(二)

11:00 【キュート・アワー】
 オランウータン 最後の楽園（HD）

(二)

12:00 キツネザルの島（HD）(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#3

(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】
世界大自然紀行：アルゼンチン「荒
波のパタゴニア沿岸部（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「凍った大地（HD）」(二)

16:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

17:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ナイル「源流の秘

境（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)[初]

20:00 ビッグ・キャット：弱肉強食の掟
（HD）(二)

21:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

22:00 美しきアメリカ：北西部編「氷
河が育む大自然（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)

24:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)[初]

25:00 氷河崩壊！地球に迫る危機
（ＨＤ）(字)[初]

26:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

27:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2600-2630

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2630-2700

2700-2730

2730-2800

Nat Geo Wild 番組表 1月

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

極寒の地へようこそ

見聞き アワー
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(ET) 月曜日 2019/01/21 火曜日 2019/01/22 水曜日 2019/01/23 木曜日 2019/01/24 金曜日 2019/01/25 土曜日 2019/01/26 日曜日 2019/01/27 (ET)
400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

05:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)

06:00 ラスト・ライオン(HD)(二)

07:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」(二)

08:00 オランウータン 最後の楽園
（HD）(二)

09:00 キツネザルの島（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 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 自由の女神（HD）(字)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#4

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ビッグ・キャット：弱肉強食の掟
（HD）(二)

15:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(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】
世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

19:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「悪徳ブリーダー（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～「臆病犬ブリガディ

ア（HD）」(字)[初]

21:00  【ワイルド プレミア】
キリマンジャロ（HD）(字)[初]

22:00 【キュート・アワー】
 ニュージーランド：ペンギンの王国

（HD）(二)[初]

23:00 動物の親子愛　～自然で生
きる術（HD）(二)[初]

24:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)

26:00   【ミステリー アワー】
超巨大化した怪獣「超巨大コモドド

ラゴン(HD)」(二)

27:00 幻の巨大魚を追え！(二)[初]

04:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

06:00 ビッグ・キャット：弱肉強食の掟
（HD）(二)

07:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

08:00   【ミステリー アワー】
超巨大化した怪獣「超巨大コモドド

ラゴン(HD)」(二)

09:00 幻の巨大魚を追え！(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 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 美しきアメリカ：北西部編「氷
河が育む大自然（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#5

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

15:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(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 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」(二)[初]

19:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「闘犬キラー（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～「ターボ全

開！（HD）」(字)[初]

21:00 美しきアメリカ：北西部編「ロッ
キー山脈（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

24:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
ビッグ・キャット：弱肉強食の掟（HD）

(二)

25:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

26:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

27:00 恐竜墓場（HD）(二)[初]

04:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)

05:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#3 翼を持つ暗殺者(HD)」(二)

06:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

08:00 超巨大化した怪獣「超巨大ス
ネーク(HD)」(二)

09:00 恐竜墓場（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 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 スゴ腕どうぶつドクター５「チャー
ルズのエコ作戦（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#6

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(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「ライオン」(字)[初]

17:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
ビッグ・キャット：弱肉強食の掟（HD）

(二)

18:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(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  【ワイルド プレミア】
 スゴ腕どうぶつドクター５「子馬の誕

生（HD）」(二)[初]

22:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)[初]

23:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(HD)」

(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

26:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

27:00 古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)[初]

04:00 ビッグ・キャット：弱肉強食の掟
（HD）(二)

05:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

06:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)

08:00 超巨大化した怪獣「超巨大イ
リエワニ(HD)」(二)

09:00 古代魚シーラカンスの再来
(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 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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「獣を解き放て（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#7

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（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「大ザメ」(字)[初]

17:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)

18:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(HD)」

(二)

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」(二)[初]

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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「死闘の日々（HD）」(二)[初]

22:00   【ビッグ・キャット スペシャル】
ビッグ・キャット：弱肉強食の掟（HD）

(二)

23:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

24:00 ラスト・ライオン(HD)(二)

25:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」(二)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#1 獲物の反撃

(HD)](二)[初]

27:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#2 縄張り侵入

(HD)](二)[初]

04:00 美しきアメリカ：北西部編「氷
河が育む大自然（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：カナダ「氷
の王国（HD）」(二)

06:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)

07:00 氷河崩壊！地球に迫る危機
（ＨＤ）(字)

08:00 ビッグ・キャット：弱肉強食の掟
（HD）(二)

09:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(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 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 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「恐るべきハンター集団（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#8

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(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「ヒョウアザラシ」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ナイル「源流の秘

境（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

19:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#3 クリスマスプレゼント（HD)」

(二)[初]

20:00 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 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「ネコ科動物の攻撃（HD）」

(二)[初]

22:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)

23:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え

(HD)」(字)[初]

24:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「バー教授、クマと対決（HD）」

(二)[初]

25:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)

26:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(HD)」

(二)

27:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」(二)

04:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」(二)

05:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#1 獲物の反撃

(HD)](二)

06:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「悪徳ブリーダー（HD）」(二)

07:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「闘犬キラー（HD）」(二)

08:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#1 新入り(HD)」(二)

09:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#2 ワニ逃走中(HD)」(二)

10:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

12:00 ビッグ・ハウス～大波乱のヒヒ
屋敷「#3 クリスマスプレゼント（HD)」

(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#9

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00  【ワイルド プレミア】
キリマンジャロ（HD）(字)

15:00 美しきアメリカ：北西部編「ロッ
キー山脈（HD）」(二)

16:00 スゴ腕どうぶつドクター５「子馬
の誕生（HD）」(二)

17:00 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「死闘の日々（HD）」(二)

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「ネコ科動物の攻撃（HD）」(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)

20:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え

(HD)」(字)

21:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「バー教授、クマと対決（HD）」

(二)

22:00   【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（HD）

(二)[初]

23:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（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～「臆病犬ブ

リガディア（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～「ターボ全

開！（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～「ソフィア救

済（HD）」(字)

27:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「確執を生む犬（HD）」(字)

04:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」(字)

05:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#2 縄張り侵入

(HD)](二)

06:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「目に余る眼球！ ウサギを救え

(HD)」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え

(HD)」(字)

08:00 バー教授の最も危険な調査
隊 ５「バー教授、クマと対決（HD）」

(二)

09:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)

10:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(HD)」

(二)

11:00  【キュート・アワー】
ニュージーランド：ペンギンの王国

（HD）(二)

12:00 動物の親子愛　～自然で生
きる術（HD）(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#10

(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】
世界大自然紀行：アルゼンチン「湿

原の住人たち（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：イエロース
トーン「恵みと試練の季節（HD）」

(二)

16:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」(二)

17:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」(二)

18:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ナイル「不変の大

湿原（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)[初]

20:00 因縁の対決：ライオン vs キリ
ン（HD）(二)

21:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

22:00 美しきアメリカ：北西部編「ロッ
キー山脈（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：ロシア「シ
ベリア 凍てつく荒野（HD）」(二)[初]

24:00 動物の赤ちゃん物語「氷の世
界に生まれて（HD）」(二)[初]

25:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

26:00 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（HD）」(二)

27:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

Nat Geo Wild 番組表 1月

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

極寒の地へようこそ

見聞き アワー
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(ET) 月曜日 2019/01/28 火曜日 2019/01/29 水曜日 2019/01/30 木曜日 2019/01/31 (ET)
400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 究極の動物カウントダウン「#7
交尾(HD)」(二)

05:00 究極の動物カウントダウン「#8
防衛(HD)」(二)

06:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)

08:00 ニュージーランド：ペンギンの王
国（HD）(二)

09:00 動物の親子愛　～自然で生
きる術（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「戦
場」(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)

12:00 キリマンジャロ（HD）(字)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#11

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 因縁の対決：ライオン vs キリ
ン（HD）(二)

15:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（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「ジュゴン」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ナイル「源流の秘

境（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#3 クマの不法侵入(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】
トルコ：カッパドキア（HD）(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
ネコ：知られざる生態（HD）(字)[初]

23:00 カワウソ家族: 2つの運命（HD）
(字)[初]

24:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）(二)[初]

26:00   【ミステリー アワー】
幻の巨大魚を追え！(二)

27:00 世界の奇妙なペットたち「極小
ペット（HD）」(二)[初]

04:00 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

06:00 因縁の対決：ライオン vs キリ
ン（HD）(二)

07:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

08:00   【ミステリー アワー】
幻の巨大魚を追え！(二)

09:00 世界の奇妙なペットたち「極小
ペット（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「ルー
ル」(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 美しきアメリカ：北西部編「ロッ
キー山脈（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#12

(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)

15:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(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「ハイイロアザラシ」(字)[初]

17:00 究極の動物カウントダウン「#9
サバイバー(HD)」(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン
「#10 攻撃(HD)」(二)[初]

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#4 ピューマの死(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 美しきアメリカ：北西部編「カリ
フォルニアの海岸線（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

24:00   【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（HD）

(二)

25:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

26:00 恐竜墓場（HD）(二)

27:00 世界の奇妙なペットたち「特大
サイズ（HD）」(二)[初]

04:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)

05:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#4 メコン川の人食い生物(HD)」

(二)

06:00 世界大自然紀行：ナイル「源
流の秘境（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

08:00 恐竜墓場（HD）(二)

09:00 世界の奇妙なペットたち「特大
サイズ（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「CSI」
(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 スゴ腕どうぶつドクター５「子馬
の誕生（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#13

(字)[初]
13:30 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]

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#5 蜂の巣爆弾(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  【ワイルド プレミア】
 スゴ腕どうぶつドクター５「ワンワン119

（HD）」(二)[初]

22:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」(二)[初]

23:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#5 アマゾン川の怪物(HD)」(二)[初]

14:00 究極の動物カウントダウン「#9
サバイバー(HD)」(二)

15:00 究極の動物カウントダウン
「#10 攻撃(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「アカウミガメ／アオウミガメ」

(字)[初]

04:00 因縁の対決：ライオン vs キリ
ン（HD）(二)

05:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

06:00 シロナガスクジラ　神秘の王国
（HD）(二)

08:00 古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)

09:00 世界の奇妙なペットたち「動物
密輸の実態（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

13:30 インフォメーション (日)

14:00 世界大自然紀行：ナイル「不
変の大湿原（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：ニッポン
（HD）(二)

25:00 世界大自然紀行：地獄谷の
ニホンザル（HD）(二)

26:00 古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)

27:00 世界の奇妙なペットたち「動物
密輸の実態（HD）」(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
世界大自然紀行：ナイル「源流の秘

境（HD）」(二)

17:00   【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（HD）

(二)

18:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

22:00   【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（HD）

(二)

23:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

24:00 ビッグ５～北米を代表する動
物たち(HD)(二)

26:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#3 奇妙で獰猛

な動物たち(HD)](二)[初]

27:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#4 ファイトクラブ

(HD)](二)[初]

16:00 インフォメーション (日)

16:30 スリル満点！究極の地「ブリ
ティッシュコロンビア（HD）」(二)[初]

17:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」(二)

18:00 カメラマン vs 凶悪モンスター２
「#5 アマゾン川の怪物(HD)」(二)

19:00 湿地サファリ舞台裏の男たち
「#6 巨大ワニ池(HD)」(二)[初]

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

21:00 【新】アニマル・アベンジャーズ
（HD）(二)[初]

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]

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 アニマル・ファイト・クラブ４.５
「死闘の日々（HD）」(二)

13:00 ピープル・アウト・ゼア
#14

(字)[初]

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

400-430

430-500

500-530

530-600

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1600-1630

Nat Geo Wild 番組表 1月

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

1300-1330

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

1630-1700

1530-1600

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

見聞き アワー


