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2012 年年年年 9 月月月月 
動物動物動物動物チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル/アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネット 

    
特集特集特集特集：：：：日本日本日本日本のののの四季四季四季四季～～～～懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの自然風景自然風景自然風景自然風景～～～～    
17 日（祝月）10：30～17：00 ほか 

    
日本ほど四季の美しい国が、ほかにあるだろうか。 

東京にありながらも多くの自然を残す皇居や、日本百

景にも選定されている湿原の尾瀬など、誰もが思わず

懐かしくなる日本の古き良き自然の風景を四季の移ろ

いとともにお届けする。 

    

    
特集特集特集特集：：：：中国中国中国中国のののの大自然大自然大自然大自然    
3 日（月）～14 日（金）ほか ※土日除く 

 

近年、経済発展目覚しい中国。日本と中国は 2012

年、国交正常化から 40 周年を迎えた。広大な面積

を持つ中国の各地には、独自の生態系を持つ手付か

ずの自然が存在し、貴重な野生動物が多く生息して

いることでも知られている。大陸に残された大自然を

見つめ、中国の今を追う。 
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千鳥千鳥千鳥千鳥ヶヶヶヶ淵淵淵淵のののの桜桜桜桜、、、、尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬ののののミズバショウミズバショウミズバショウミズバショウ、、、、里山里山里山里山のののの田田田田んぼんぼんぼんぼ・・・・・・・・・・・・    日本日本日本日本のののの美美美美しいしいしいしい四季四季四季四季    

日本ほど四季の美しい国が、ほかにあるだろうか。 

東京にありながらも多くの自然を残す皇居や、日本百景にも選定

されている湿原の尾瀬など、誰もが思わず懐かしくなる日本の古き

良き自然の風景を四季の移ろいとともにお届けする。 
    
    
皇居皇居皇居皇居ぶらりぶらりぶらりぶらり～～～～桜桜桜桜のみちのみちのみちのみち～～～～（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（10：：：：30）））） 
【HV 制作】桜満開の皇居をハイビジョン撮影―日本の美、日本の
「こころ」がここにある。美しき日本の象徴・満開の桜と皇居の魅
力を高精細映像でお届けする。 
 

尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬のののの四季四季四季四季（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（11：：：：30）））） 

【HV 制作】国立公園・尾瀬―その類まれなる大湿原の魅力を春、夏、秋、冬

にわたり全てを紹介／美しい自然の宝庫であり、毎年数十万人の人々が訪

れる尾瀬。ミズバショウの群生に代表される、その類まれなる景観は人々

を魅了してやまない。雪化粧の尾瀬沼周辺、山開きを迎えた大清水口、雪

解けのミズバショウ、短い夏に咲き誇る花々、燃え盛る紅葉など、尾瀬を代

表する四季の風景をご紹介する。 

 

★★★★PICK UP★★★★    テーマ曲は、童謡「夏の思い出」。丁寧な解説を聞きながらゆったりと鑑賞できる。 

 

 

 

皇居皇居皇居皇居ぶらりぶらりぶらりぶらり～～～～四季四季四季四季のみちのみちのみちのみち～～～～（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（12：：：：30～～～～13：：：：30）））） 
【HV 制作】皇居のまわりをぶらり散策―都心で誰でも楽しめる、自然がこんなにあるので
す。春の桜、梅、菜の花、初夏のツツジ、サツキ、夏のハナショウブ、秋の燃えるもみじ、冬
に雪化粧をした桜田門や二重橋など、都心にいながら四季を肌で感じられ、多種多様な小
鳥たちや小動物が人々を癒してくれる皇居。都会の知られざる癒しスポット・皇居の魅力を
余すところなくご紹介する。 
 
★★★★PICK UP★★★★    ～～～～登場登場登場登場するするするする名所名所名所名所（（（（一部一部一部一部）～）～）～）～ 

春： 牛ヶ淵の満開の桜、千鳥ヶ淵の夜桜、桜田濠の桜吹雪、菜の花と国会議事堂 
夏： 花満開の二の丸公園 
秋： 紅葉燃える北の丸公園 
冬： 雪に煙る桜田門 
 

ハイビジョンスペシャルハイビジョンスペシャルハイビジョンスペシャルハイビジョンスペシャル    里山里山里山里山    人人人人とととと自然自然自然自然がともにがともにがともにがともに生生生生きるきるきるきる（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（14：：：：00）））） 
【HV 制作】田んぼ、小川、ため池、雑木林・・・人々が長い年月をかけて古く
から作り上げてきた、ひとつながりの暮らしの場は「里山」と呼ばれる。里山
の自然環境はまた、多くの生きものたちを育んできた「かけがえのない豊か
な自然」でもある。番組では、写真家・今森光彦さんの撮影を含め琵琶湖の
湖畔で１年間、ハイビジョン撮影で定点取材し、２1 世紀を前に、人間の生き
方を問う。語り：加藤登紀子 
 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    映像詩映像詩映像詩映像詩    里山里山里山里山    命命命命めぐるめぐるめぐるめぐる水辺水辺水辺水辺（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（15：：：：00）））） 
【HV 制作】ＮＨＫが継続的に取材を続けている「映像詩 里山」の第２弾／
田んぼ、小川、雑木林…。人と自然が共にくらす、身近で懐かしい、かけが

特集特集特集特集：：：：日本日本日本日本のののの四季四季四季四季～～～～懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの自然風景自然風景自然風景自然風景～～～～    
 

放送日時： 17 日（祝月） 10：30～18：00 ほか 
HV 制作／60 分番組 

©NHK 

尾瀬尾瀬尾瀬尾瀬ミニミニミニミニ情報情報情報情報 
福島県、新潟県、群馬県の三県にまたがる尾瀬は、日本最大級の湿原。珍しい植物も多く存
在し、その生物の多様性から 2005 年 11 月、ラムサール条約に登録。2007 年 8 月「尾瀬国
立公園」として独立し、自然保護活動の発祥の地としても知られる。年間数十万人の観光客
が訪れる。 
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えのない日本の自然「里山」「里地」。今回のテーマは「水」。滋賀県・琵琶湖北
部を舞台に、水と密接な関わりをもつ人と生きもの世界を、斬新かつ美しい映
像で描く。魚と漁師との出会いや、花火を見るカエル、大迫力のコイの産卵な
ど。２年近くをかけて撮影に成功した凝った映像が見どころ。語り：山根基世 
 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    映像詩映像詩映像詩映像詩    里山里山里山里山    森森森森とととと人人人人    響響響響きあうきあうきあうきあう命命命命（（（（日日日日））））（（（（新新新新））））（（（（16：：：：00）））） 
【HV 制作】ＮＨＫが継続的に取材を続けている「映像詩・里山」シリーズ第３弾。
滋賀県琵琶湖畔の雑木林には、地元で“やまおやじ”と呼ばれるクヌギの老木
が生えている。やまおやじのウロには小鳥やヒキガエル、ミツバチなど多くの
生きものがすみつき、夏になれば、樹液にはカブトムシが群がる。生命のゆり
かごのような老木は、はるか昔から続く人の営みが作り出したものだ。加古隆
氏のオリジナル曲とともに、人と自然との深い結びつきを詩情豊かに描く。 
 

最後最後最後最後のののの楽園楽園楽園楽園：：：：日本日本日本日本(二二二二）））） （（（（17：：：：00）））） 
【HV 制作】今回は日本にスポットを当てる。人間と同じように温泉につかるように
なったマカクサル、ミステリアスで不可解な古代からの生き物オオサンショウウ
オ、アマミノクロウサギやイリオモテヤマネコ―小さな島々の集まった日本で
様々な生き物が進化してきた。この新旧の不思議な動物たちは、どうやって日本
の地殻変動を生き延びてきたのか？日本は奇妙な生き物たちの宝庫だ。 

    

    

広大広大広大広大なななな国土国土国土国土にににに残残残残されたされたされたされた、、、、手付手付手付手付かずのかずのかずのかずの大自然大自然大自然大自然ををををナイジェルナイジェルナイジェルナイジェルががががナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート    

    

    

    

    

    

近年、経済発展目覚しい中国。日本と中国は２０１２年、国交正

常化から４０周年を迎えた。現代的な建物が建つ都市部とは対照

的に、広大な面積を持つ中国の各地には、独自の生態系を持つ

手付かずの自然が存在し、貴重な野生動物が多く生息しているこ

とでも知られている。大陸に残された大自然を見つめ、中国の今を

追う。 

    

「「「「中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ紹介文紹介文紹介文紹介文 
地球上の陸地の約７パーセントを占めている広大な中国の国土。
そこには壮観な景色が広がり、地域や季節によって姿を変える。
本シリーズでは野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、一般的にはあまり知られていない動物と出会うた
め、山々や草原を巡り、砂漠を横断し、ジャングルの奥深くへ進んでいく。 

 

★★★★PICK UP★★★★    動物の映像が非常に豊富。カエルの映像ひとつとっても表だけでなく裏をアップで撮影したり、目の

虹彩が分かりそうなくらい寄った映像が多数でアングルや見せ方に趣向を凝らしている。ナイジェル・マーヴェンの丁

寧な説明とともに、一つ一つの動物をじっくりと観察できる。6日放送（第4話）には、パンダやレッサーパンダの映像も

登場！ 

～～～～訪訪訪訪れるれるれるれる場所場所場所場所～～～～ 

［第 1 話＆第 3 話］雲南省／［第 2 話］新彊ウイグル自治区／［第 4 話］四川省／［第 5 話］内モンゴル自治区／ 

［第 6 話］青海省・チベット高原 

    

ナイジェルナイジェルナイジェルナイジェル・・・・マーヴェンマーヴェンマーヴェンマーヴェン    （（（（Nigel Marven）））） 

イギリスイギリスイギリスイギリスのののの野生動物野生動物野生動物野生動物プレゼンタープレゼンタープレゼンタープレゼンター、、、、テレビプロデューサーテレビプロデューサーテレビプロデューサーテレビプロデューサー、、、、作家作家作家作家及及及及びびびび鳥類学者鳥類学者鳥類学者鳥類学者     
1960年生まれ。幼少の頃より動物や昆虫への興味が芽生える。野生動物映画の製作の世界的な中
心地であるイギリスのブリストルにある大学で、植物学と動物学を学ぶ。卒業後、BBC 放送において、
ネイチャー番組の出演やリサーチャーを務める。「ビッグキャット・ダイアリー」「アメリカにいた絶滅動
物を追え」などアニマルプラネットやディスカバリーチャンネルで放送している番組にも多数出演。    
「ナイジェル・マーヴェン」オフィシャルサイト http://www.nigelmarven.com/ 

特集特集特集特集：：：：中国中国中国中国のののの大自然大自然大自然大自然    
 

放送日時： 3 日（月）～14 日（金） 23：00～24：00 ほか ※土日除く 

©NHK 
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中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 1（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（3 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で
生きる珍しい動物を紹介／今回は中国の南西部に位置する雲南省を旅する。中
国の植物や動物の種の半分以上が雲南省に生息していると言われている。ナイ
ジェルは大理の街や山や森を探検することに。奇妙なは虫類や両生類に遭遇し
たり、変わった釣りを体験したりする。また、絶滅の恐れがあるクロシロイボハナ
ザルを近くで見ることに成功する。 
 
中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 2（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（4 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で
生きる珍しい動物を紹介／今回、訪ねるのは中国の国土の３分の１以上を覆っ
ているという砂漠だ。道中、彼は様々な動物に出会い、貴重な体験をする。ゴビ
砂漠では野生のフタコブラクダを探し求め、タクラマカン砂漠では、広大な砂の
山を転がり落ちる。最後に訪れた砂漠では、大きな耳を持つトビネズミの一種を
捕まえようと画策するのだが… 
 
中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 3（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（5 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で
生きる珍しい動物を紹介／今回は雲南省の南に位置するシーサンパンナの自
然保護区を訪ねる。そこには巨大な動物がたくさん生息している。彼は蒸し暑い
ジャングルの中で、巨大なトカゲや蛾、ヘビやネズミに出会う。そして、中でも特
に大きな動物アジアゾウを探すのだが… 果たして彼は見つけることができるのだ
ろうか。 
 
中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 4（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（6 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で生
きる珍しい動物を紹介／今回は巴朗山峠や標高５０００メートルの天山山脈を訪れ、
野生のレッサーパンダを探す。まずは成都にある世界的に有名な飼育センターで
ジャイアントパンダの子供と遊び、サルの一種と触れ合う。夜には、さらなる動物と
の出会いを求めて旅に出る。竹林では歌うカエルを見つけるのだが、お目当ての
動物に会うことはできるのだろうか。 
 
中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 5（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（7 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で生
きる珍しい動物を紹介／今回は内モンゴル自治区の広大な草原を探検する。この
起伏のある平野は、かつてはチンギス・ハーンが統治していた場所だ。現在はアネ
ハヅルの生息地となっている。ナイジェルはアネハヅルを探す途中、この地に住む
ある民族と動物との意外な関係を知る。また動きの速いトカゲや猛毒を持ったヘビ
と遭遇するのだった。 
 
中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行中国大自然紀行 6（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（10 日日日日）））） 
【HV 制作】野生動物プレゼンターのナイジェル・マーヴェンが、中国の大自然で生
きる珍しい動物を紹介／最終回となる今回は、チベット高原に生息する希少動物チ
ルーを探す。チルーは、毛皮目当ての狩猟者に乱獲されたため、絶滅の危機に瀕
している。移動には、世界の鉄道の中で最も標高の高い場所を走る鉄道を使う。道
中、かわいいクチグロナキウサギや美しいチベットノロバ、キツネの親子、大きなヤクにも出会う。 
 
メコンメコンメコンメコン川川川川のののの恵恵恵恵みみみみ    中国中国中国中国（（（（二二二二））））（（（（11 日日日日）））） 
【HV 制作】中国からは、長江、黄河、メコン川というアジアを代表する河川が流れ出している。メコン川は、源流からほぼ
南東に流れ、雲南省を南流する。中国に生息する全ての動植物の半分以上の種が、ここを起源とすると言われている。
金色の美しい毛をもつキンシコウというサルを探して、雲南省の森林に覆われた山々に分け入ってみよう。メコン川の更
に上流は、下流と全く違った生態系を見ることができる。 
 
チャイナチャイナチャイナチャイナ・・・・ベアベアベアベア・・・・レスキューレスキューレスキューレスキュー（（（（字字字字））））（（（（12 日日日日）））） 
中国で伝統薬として伝わる熊の胆汁。その採取のために、莫大な数の熊が犠牲になっている。この番組では、熊たち
を救うための活動にスポットを当てる。中国では何千年も前から、熊の胆汁を薬として用いてきた。熊を農場で飼育し、
毎日７千頭もの熊の腹部に穴を開け、胆汁を採っている。この悲惨な状況を世界に向けて告発し、熊を救うための「チ
ャイナ・ベア・レスキュー」を設立した英国人女性ジル・ロビンソンの活動を紹介する。 
 

中国中国中国中国 ラストラストラストラスト・・・・エレファントエレファントエレファントエレファント（（（（字字字字））））（（（（13 日日日日）））） 
中国の広い大地を、かつては何千頭ものゾウたちが闊歩していた。だが今日、中国における野生のゾウは２５０頭に
まで減ってしまっている。この番組では、今後、中国から姿を消してしまうかも知れない野生のゾウにスポットを当てる。
番組制作スタッフは、動物虐待の防止や野生動物保護のため積極的な活動を行っている「国際動物福祉基金」のゾ
ウ専門家チームに合流する機会を与えられる。 
 
世界世界世界世界のののの庭園庭園庭園庭園８０８０８０８０選選選選～～～～日本日本日本日本・・・・中国中国中国中国～～～～（（（（二二二二））））（（（（14 日日日日）））） 
【HV 制作】世界中の壮大な庭園を巡り、モンティ・ドンが世界中を旅する自然博物旅行記／蘇州・黄山・北京・京都を
訪れる。長年、禅宗に関心を持っていたモンティ。そこで日本の箱庭都市である京都の、世界最大の禅の石庭を訪れ
る。しかし、“砂利に囲まれる石”の謎に興味を持ったモンティは、さらに東洋の庭園の歴史を探るため、中国へ向かう。
黄山に辿りついたモンティは、禅庭造りの秘密を発見する。 
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ボディーペイントボディーペイントボディーペイントボディーペイント、、、、儀式儀式儀式儀式、、、、呪術呪術呪術呪術、、、、、、、、、、、、独自独自独自独自のののの生活生活生活生活をををを送送送送るるるる各地各地各地各地のののの民族民族民族民族にににに密着密着密着密着    

アフリカ南西部のヒンバ族、ニューギニア島のウォダニ族、アマゾン河のヤワラピティ族やゾ

エ族など、独自の暮らし方を続ける各地の民族を紹介する。カラフルにペイントされた体、

レスリングの儀式、さまざまな呪術、、、自然と共に生きる人々の生活に密着する。 

新シリーズ「南太平洋のブンラップ村」では、彼らの暮らしのなかで起こるドラマを克明に

映し出す。 
 
「南太平洋のブンラップ村」シリーズ紹介文 
21 世紀の今なお、世界には原始時代そのままの暮らしをしている民族が存在してい
る。彼らは、性器だけを覆いほとんど裸の姿で、動物の角を身につけ、道路も電力も
ない村に住んでいるのだ。そして現代的で便利な生活を送るよりも、呪術や色鮮やか
な儀式の練習に没頭するという。農耕、狩猟、調理、食事、裁縫、道具作り…民族の
生活に密着。南太平洋上に浮かぶ島国バヌアツ共和国のブンラップの村の人々が、
人生の節目を祝い、神々に感謝を捧げる祭を行う様子や、暮らしのなかで起こるドラ
マを克明に記録している。 
 
少数部族少数部族少数部族少数部族のののの旅路旅路旅路旅路：：：：ヒンバヒンバヒンバヒンバ族族族族のののの遊牧生活遊牧生活遊牧生活遊牧生活（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（18 日日日日 24：：：：00）））） 
アフリカ南西部の乾いた低木地に、約 8000 人のヒンバ族が暮らしている。独自の文化をかたくなに守る美しき孤高の民
である。伝統的な放牧生活を送るヒンバ族は、「聖なる火」をともして先祖と交信し、家畜の内臓から将来を占う。赤石の
粉を塗った姿と相まって神秘的な雰囲気を醸し出している民族だ。このエピソードでは結婚を控えた 1 人の 15 歳の少女
に焦点を当てる。彼女の夫となる相手は、生まれる前から決められていた。 
 
少数部族少数部族少数部族少数部族のののの旅路旅路旅路旅路：：：：ウォダニウォダニウォダニウォダニ族族族族のののの父系社会父系社会父系社会父系社会（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（18 日日日日 25：：：：00）））） 
ニューギニア島はオーストラリア北部、赤道直下にある美しい島。これは地球上に残された数少ない秘境で起きた物語で
ある。この地域に暮らす民族の首長が、ある若い女性を妻に迎えようと、一族に代々伝わるコヤスガイを贈った。しかし
結婚を望まなかった女性は、恋人と共謀して首長を殺害してしまう。誇り高き高地の民がこの暴挙を許すわけがなく、こ
の事件は民族同士の抗争に発展してしまう。両者の対立は一触即発の状態に陥る。シングー国立公園には多くの先住
民が暮らしている。孤立した環境だったことから、独自の伝統文化が継承されている重要な地域だ。 
 
少数部族少数部族少数部族少数部族のののの旅路旅路旅路旅路：：：：ヤワラピヤワラピヤワラピヤワラピティティティティ族族族族のののの儀式儀式儀式儀式（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日 24：：：：00）））） 
ヤワラピティと呼ばれる先住民は体をカラフルにペイントし、儀式としてレスリングを執り行うのが特徴だ。また、信心深く
シャーマンの影響力が強い。自然と一体化した生活を送っており、日本で言うところの「収穫祭」は盛大である。月食は不
吉なものとされ、悪魔を追い出すため特別な祈りが捧げられる。 
 
少数部族少数部族少数部族少数部族のののの旅路旅路旅路旅路：：：：ゾエゾエゾエゾエ族族族族のののの絆絆絆絆（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日 25：：：：00）））） 
ブラジルを悠然と流れるアマゾン河は熱帯雨林を支え、数多くの生物を育む命の源。ゾエ族もアマゾンの恩恵を受ける民
族である。この地域に何千年も前から住んでいる民族ながら、その存在が明らかになったのは比較的最近のこと。彼ら
は釣りや狩りを中心とした生活を送り、獲物を求めてアマゾン流域を季節ごとに移動する。家族や仲間との絆を何より大
切にする彼らの暮らしぶりには、都会の人間が忘れかけた何かがあるかもしれない。 
 
南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 1（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日 24：：：：00）））） 
4月の満月から 10日が経過し、ブンラップの村は活気に満ちていた。雨季の間、村の人々は歌うこと、踊ること、そして祝
うことを禁じられていたからだ。しかし、最初のヤマイモを掘り出した今、この瞬間から３ヶ月に渡る、エキサイティングな
儀式の日々が始まるのだ。村の人々にとって、それは魂を開放し神に感謝を捧げるとても重要なものなのだ。 
 
南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 2（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日 25：：：：00）））） 
民族の中では、古代から伝わる様々な儀式が今も行われているが、バンジージャンプの原型と言えるものがここでは執
り行われる。現代人がスリルを味わうバンジージャンプは、危険を排除し安全を確保したスポーツになっている。しかし、
ここで行われるのは、まさに危険と隣り合わせの真剣勝負。3 人の若者が、勇気をもって儀式にチャレンジする。 
 
南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 3（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（21 日日日日 24：：：：00）））） 
村に住む 5 歳の男の子が、現代では珍しい古くからの儀式、割礼を受けることになった。割礼が行われるのは 4 人で、カ
メラはその準備段階から実施までを追う。男の子の母親たちは、儀式をとてもじゃないが見ていられなかった。割礼が無
事に終わると盛大な祝宴が開かれた。村の人々はダンスを踊り、民族の男となった 4 人を心から祝福したのだった。 
 
南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 4（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（21 日日日日 25：：：：00）））） 
ブンラップの村の人々が、新しいカヌーを作り上げた。材料となる木は海から遠く離れた、高い山のジャングルから切り出
したもの。しかし、できたばかりのカヌーはうまく水面を進むことができなかった。彼らは、カヌーを作るために木を切り倒
したため、樹の精霊が怒っているからだと言う。霊をなだめることで、カヌーは使えるようになるのか。 
 
南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 5（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（22 日日日日 24：：：：00）））） 
バヌアツのブンラップの村に住むすべての男たちは、例外なく民族の階級制度における頂点、もしくはより高いランクへ
の出世を目指して、努力することを怠らない。特に大切とされる儀式を司る地位に在る者は、時に大変な仕事を任される
ことがあるのだ。豚を集める儀式を無事に執り行うため、副酋長のワリスイは、儀式に必要な準備に追われていたのだっ
た。 

特集特集特集特集：：：：自然自然自然自然とととと共共共共にににに生生生生きるきるきるきる人人人人びとびとびとびと    
放送日時： 18 日（火）～22 日（祝土） 24：00～26：00 ほか 

字幕放送／60 分番組 
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南太平洋南太平洋南太平洋南太平洋ののののブンラップブンラップブンラップブンラップ村村村村 6（（（（字字字字））））（（（（新新新新））））（（（（22 日日日日 25：：：：00）））） 
南太平洋に浮かぶ、バヌアツ共和国のペンテコスト島にある、ブンラップの村。そこでは、原始的な生活を営む村民たち
が 1 年に一度、今もわらぶきの屋根の家を離れて、最寄のキリスト教カトリック教会へ向かう。そして、木々が生い茂るジ
ャングルを 3 時間かけて歩いた後、目的地に辿り着いた彼らの使命は…。サッカーの試合で、歌を歌うことだった。 

    

    

イギリスの釣り師ジェレミー・ウェイドが、世界の湖や川に赴き、

淡水に潜む驚くべき怪物魚を見つけ出す大人気シリーズ「怪物

魚を追え！」の特別編。 

今回は、伝説となっている怪物魚を求めて南米へ。5 メートルを超

えるアナコンダなどさまざまな生き物に遭遇しながら、地元の民族に

しか知られていないという湖にたどり着く。そこが、伝説の魚の棲家

なのか？！    
    
怪物魚怪物魚怪物魚怪物魚をををを追追追追ええええ！！！！特別編特別編特別編特別編：：：：黄金郷黄金郷黄金郷黄金郷のののの巨大魚巨大魚巨大魚巨大魚１１１１（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（13 日日日日）））） 
【HV 制作】ジェレミー・ウェイドが、南米で最も謎に包まれた土地、ガイアナ最大の川であるエセキボ川を探検する。古い
日記と釣りざおだけを頼りに、ジェレミーは伝説となっている怪物の存在を確かめる旅に出る。３メートルを超えるカイマン
や、５メートルのアナコンダに遭遇するジェレミーは、ついに地元のマクシ族にしか知られていない湖へと辿りつく。そこで
ジェレミーが見たものとは…。過酷な旅に挑戦する怪物魚シリーズ特別版の前編。 
    
怪物魚怪物魚怪物魚怪物魚をををを追追追追ええええ！！！！特別編特別編特別編特別編：：：：黄金郷黄金郷黄金郷黄金郷のののの巨大魚巨大魚巨大魚巨大魚２２２２（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（20 日日日日）））） 
【HV 制作】ジェレミー・ウェイドが、南米で最も謎に包まれた土地、ガイアナ最大の川であるエセキボ川を探検する。古い
日記と釣りざおだけを頼りに、ジェレミーは伝説となっている怪物の存在を確かめる旅に出る。３メートルを超えるカイマン
や、５メートルのアナコンダに遭遇するジェレミーは、ついに地元のマクシ族にしか知られていない湖へと辿りつく。そこで
ジェレミーが見たものとは…。過酷な旅に挑戦する怪物魚シリーズ特別版の後編。 
    

    

    

超超超超キュートキュートキュートキュートななななマメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎がががが、、、、10101010 月月月月ににににカムバックカムバックカムバックカムバック！！！！    前月前月前月前月ののののおさらいおさらいおさらいおさらい一挙放送一挙放送一挙放送一挙放送    

今年 10 月に、「幼獣マメシバ」の続編がアニマルプラネットに登場するのを記念して、「幼獣マメシバ」シーズン 1（全 11 話）を

一挙放送。 

長年ニートとして暮らしてきた柴二郎のもとにやってきた相棒、それは超キュートなマメシバ「一郎」だった･･･。１人と１匹の新

たな活躍が見られる新シーズン直前！柴二郎と一郎の勇姿を振り返る。 

幼獣幼獣幼獣幼獣    マメシバマメシバマメシバマメシバ    一挙放送一挙放送一挙放送一挙放送    
放送日時： 30 日（日） 12：00～17：30 

HV 制作／日本語放送／30 分番組× シーズン 1 全 11 話 

怪物魚怪物魚怪物魚怪物魚をををを追追追追ええええ！！！！特別編特別編特別編特別編（（（（新新新新））））    
放送日時： 13 日（木）、20 日（木） 20：00～21：00 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 
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幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第１１１１話話話話    自分自分自分自分のののの部屋部屋部屋部屋からからからから半径半径半径半径３３３３キロキロキロキロ以内以内以内以内でででで、、、、全然生活全然生活全然生活全然生活できるのだできるのだできるのだできるのだ。。。。
（（（（日日日日））））（（（（12：：：：00）））） 
【HV 制作】祭壇には芝良男（笹野高史）のピンボケた遺影が飾られている。芝家では、
急な事故で一昨日亡くなった良男の葬儀が行われ、ごく身内の親戚たちがそのピン
ボケた遺影を眺めながら急な不幸に浸っていた。鞠子（藤田弓子）が、振る舞いの鮨
桶を台所で洗っていると背後に気配が。振り向くと、一人息子の二郎（佐藤二朗）が写
メを撮影して去っていった。二郎はその足で祭壇へ向かい、パシャパシャと写メを執
拗に撮りまくった。親戚からは大ブーイング。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第２２２２話話話話    時時時時としてとしてとしてとして人生人生人生人生はははは、、、、誰誰誰誰かのかのかのかの思惑思惑思惑思惑にににに逆逆逆逆らえないのだらえないのだらえないのだらえないのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（12：：：：
30）））） 
【HV 制作】マメシバの「一郎」を置いたまま、どこかへ行ってしまった母、鞠子（藤田弓
子）。ぶら下り生活を続けてきた二郎（佐藤二朗）は、一郎を飼う気などサラサラ無く、
隣に 住む親戚の富子（角替和枝）に押し付けようと画策。ところが、鞠子は先手を打
っていた。事前に「二郎ちゃんが何か頼んできても断ってください」と言われていた富
子と夫の重男（志賀廣太郎）は、「これがお前への試練だ」と取り合ってくれない。同じ
く 2 人の娘で一人暮らししている加代子（渋谷琴乃）にも断られる。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第３３３３話話話話    社会社会社会社会はははは、、、、甘甘甘甘くないくないくないくない時時時時はとてもはとてもはとてもはとても甘甘甘甘くないのだくないのだくないのだくないのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（13：：：：00）））） 
【HV 制作】母・鞠子（藤田弓子）の仕掛けた罠にまんまとハマり、マメシバ一郎と共に
母親探しを始めた二郎（佐藤二朗）。鞠子からの次なる指令は「2．富士見公園の五時
の少女」。こんなくだらないゲームを早く終わらせて元の引きこもり生活に戻りたい一
心の二郎は、うまれてはじめて県道の先にある富士見公園に赴く。そこは昼間から犬
連れの主婦や若い女性が憩いの場として利用している公園だった。二郎は何とか少女の情報を取ろうと、一郎をダシに
コミュニケーションを図る。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第４４４４話話話話    どんどんどんどん底底底底をををを経験経験経験経験するとするとするとすると、、、、そのそのそのその後少後少後少後少しししし前向前向前向前向きになれるのだきになれるのだきになれるのだきになれるのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（13：：：：30）））） 
【HV 制作】「富士見公園五時の少女」を付け回し、不審者と思われ通報された二郎（佐藤二朗）は、 警察署の取調室にい
た。帰りたいと訴える二郎に、生活安全課の為末（山本剛史）は親戚全員から身元引き受けを拒否された事を告げる。留
置所に入れられた二郎は、同室の男、笹波（西田幸治） から質問攻めに合う。笹波は異常なまでの「犬マニア」で、柴犬
に関するトリビアをやたら披露する。ヘンな奴同志、妙にウマが合う二人。こうしてみると、この狭い留置所が何だか居心
地良く感じてしまう二郎。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第５５５５話話話話    人人人人のののの気持気持気持気持ちはちはちはちは、、、、小鳥小鳥小鳥小鳥をををを持持持持つつつつ様様様様にににに優優優優しくしくしくしく掴掴掴掴むのだむのだむのだむのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（14：：：：00）））） 
【HV 制作】富士見公園の少女から母、鞠子（藤田弓子）の情報を聞き出す為に、二郎（佐藤二朗）は、策を練っていた。鞠
子が指令メモに同封していた楽譜の歌が何かヒントなのではないかと思いついた二郎は、郵便局員だが歌手に憧れてい
る親戚の財部（高橋洋）に、ギターで歌わせて少女に聞かせてみる作戦に出る。嫌がる財部を無理やり富士見公園に連
れて行った二郎は、少女が来る前の予行演習とばかりに、財部に弾き語りの度胸をつけさせる。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第６６６６話話話話    旅旅旅旅のののの恥恥恥恥はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか掻掻掻掻きききき捨捨捨捨てられないのだてられないのだてられないのだてられないのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（14：：：：30）））） 
【HV 制作】母、鞠子（藤田弓子）から 3つ目の指令「川沿いの赤い魚」をゲットした二郎（佐藤二朗）。川沿いを歩く二郎は、
季節はずれの鯉ノボリを上げている家を発見した。遂に、県道の先にある富士見川も越えることになった二郎は、緊張の
局地にいた。恐る恐る、卒倒しそうになりながらも橋を渡り切り、何とか目的の家にたどり着いた。すると、何やら玄関前
で揉めている様子。なんでもその家の主人、御手洗藤子（りりィ）が地域住民に迷惑をかけていると言う。ふと見た庭先に
は犬の銅像があった。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第７７７７話話話話    間間間間にににに入入入入ってってってって「「「「まあまあまあまあまあまあまあまあ」」」」とととと丸丸丸丸くくくく収収収収めるのはめるのはめるのはめるのは、、、、才能才能才能才能なのだなのだなのだなのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（15：：：：00）））） 
【HV 制作】藤子（りりィ）の家に招かれた二郎（佐藤二朗）は、母、鞠子（藤田弓子）と藤子との意外な交流を知る。かつて
藤子が飼っていたチロルという犬が自宅前で自転車に轢かれた時、偶然通りかかった鞠子が犯人を追いかけてくれて怪
我をした事があった。それ以来、気が合って何度かこの家にも来ていたらしい。銅像は初め単なる墓標のつもりだった。し
かし、ある日何者かに銅像を壊されてしまい、近所の仕業だと思い込んだ藤子は、大枚かけて近付く者に放水する銅像
に作り変えたのだった。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第８８８８話話話話    人人人人のののの取柄取柄取柄取柄はははは、、、、気付気付気付気付かなければかなければかなければかなければ一生開花一生開花一生開花一生開花しないのだしないのだしないのだしないのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（15：：：：30）））） 
【HV 制作】山下家の一人息子、知輔（ささの堅太）から、どうすれば犬が好きになれるのかを教えて欲しいと懇願される二
郎（佐藤二朗）。かつて知輔は、あまりにも犬が恐くて隣の家の犬、チロルを轢こうとした過去があった。その際、二郎の
母、鞠子（藤田弓子）と知り合いになり、二郎はかつて犬と喋った事があったのよと聞いていた。「君ね、とことん作り話だ
よそれ」と全否定するが、尚も食い下がる知輔。正直ウザかったが、4 つ目の指令が「犯人は隣の息子」だった事を思い
出した二郎は、仕方なく知輔の犬トラウマ克服に付き合う事にする。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第９９９９話話話話    ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと気持気持気持気持ちをちをちをちを伝伝伝伝えたことがえたことがえたことがえたことが、、、、生生生生きててきててきててきてて一度一度一度一度もなかったのだもなかったのだもなかったのだもなかったのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（16：：：：00）））） 
【HV 制作】何とか国道を越えた二郎（佐藤二朗）は、母、鞠子（藤田弓子）が最後に立ち寄ったと思われるクリスモーター
スの工場にやって来た。そこにはうだつの上がらない社長、御手洗新造（西本竜樹）が飼っている猛犬、ギブミーが繋が
れていた。聞くと、鞠子がやってきた時、初めてギブミーが吠えるのを止め、鞠子に懐いたと言う。これまでの経験から、
鞠子はギブミーの首輪に次の指令を仕掛けていると悟った二郎は、何とかギブミーに近付こうとするが、とにかく猛烈に
威嚇してきて、まったく人を寄せ付けない。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第１０１０１０１０話話話話    神様神様神様神様をををを信信信信じてもいいかとじてもいいかとじてもいいかとじてもいいかと、、、、一瞬一瞬一瞬一瞬だけだけだけだけ思思思思ったのだったのだったのだったのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（16：：：：30）））） 
【HV 制作】二郎（佐藤二朗）は、猛犬ギブミーと対峙していた。人を寄せ付けない、極端に臆病なこの大型犬と、分かり合
おうとしていた。母、鞠子（藤田弓子）が知輔（ささの堅太）に話したという「かつて二郎は犬と喋れた」という言葉を信じて
みようと思ったのだ。にらみ合いが続く中、工場の主人、新造（西本竜樹）は、慰謝料でモメている妻クリスとの関係に決
着を付けるべく、ある重大な決心をしていた。二人と二匹を工場に残し、気弱な新造は勇気をふりしぼって出て行った。二
郎はギブミーとのにらみ合いの最中、昔こんな事があったと思いだしていた。 
 
幼獣幼獣幼獣幼獣マメシバマメシバマメシバマメシバ：：：：第第第第１１１１１１１１話話話話（（（（終終終終））））    思思思思えばえばえばえば遠遠遠遠くへくへくへくへ来来来来たもんなのだたもんなのだたもんなのだたもんなのだ。（。（。（。（日日日日））））（（（（17：：：：00）））） 
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【HV 制作】メモに書かれていた場所「富士見神社」。二郎（佐藤二朗）は一郎とギブミーを連れ、最後の場所へ向かおうと
していた。そこへ、近所の親戚たちが二郎を訪ねてやってきた。もし不安だったら一緒に行こうかという親戚たちの申し出
を断る二郎。「親子の問題ですから」と話す二郎の成長した姿を見た叔父の重男（志賀廣太郎）は微笑んで見守る事にし
た。いざ、富士見神社へ。神社は富士見町の端にあり、徒歩でもかなりある。それは、これまで越えてきた二郎にとっての
試練の場所を通過していくことだった。 

    

厳選厳選厳選厳選されたされたされたされた世界世界世界世界のののの絶景絶景絶景絶景    
    
    
    
    
    
    
    

自然が育んできた、奇跡のように美しく、珍しい地形や

生物を紹介するシリーズ。 
 
アルゼンチンの大氷河やハンガリーの鍾乳洞、ニュージー
ランドのホワイト島、モロッコの山々、、 
息を呑むようなスケールの絶景の数々。 
 
ユネスコ世界遺産として指定されている地域など、世界
中から厳選された自然の美をお届けする。 
    
大自然大自然大自然大自然のののの奇跡奇跡奇跡奇跡１１１１（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日 22：：：：00）））） 
【HV 制作】自然が育んできた、奇跡のように美しく、珍しい地形や生物を紹介する／世界中から厳選された自然の美、今
回も各地からの絶景をお届けする。息を呑むようなスケールで広がるアルゼンチンの大氷河やユネスコ世界遺産として
指定されているハンガリーの鍾乳洞、活発な火山活動で注目を集めるニュージーランドのホワイト島、など。自然の力を
目で体感しよう。 
 
大自然大自然大自然大自然のののの奇跡奇跡奇跡奇跡 2（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（12 日日日日 22：：：：30）））） 
【HV 制作】自然が育んできた、奇跡のように美しく、珍しい地形や生物を紹介する／世界中から厳選された自然の美、今
回も各地からの絶景をお届けする。ポーランドの片隅にひっそりと存在する湖、バイソンの保護区、モロッコの山々などを
尋ねる。自然の力を目で体感しよう。 
 
大自然大自然大自然大自然のののの奇跡奇跡奇跡奇跡 3（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（19 日日日日 22：：：：00）））） 
【HV 制作】自然が育んできた、奇跡のように美しく、珍しい地形や生物を紹介する／世界中から厳選された自然の美、今
回も各地からの絶景をお届けする。豊かな土壌に恵まれ、農業に適しているフランスのシャンパーニュ地方のような美し
い地域もあれば、「デス・ゾーン」と呼ばれる北極のような土地もある。対照的な景色の世界を体感しよう。 

    

    

大自然大自然大自然大自然にににに生生生生きるきるきるきる野生動物野生動物野生動物野生動物アワーアワーアワーアワー 

 

どこまでも広がる大自然。躍動する生命
い の ち

。繰り返される生命
せいめい

の営み。

弱肉強食の世界に生き、ミクロの世界で奮闘し、未開の地にひっそり

と暮らす、生き物たちの真実の物語。驚きと感動に溢れた野生の王

国が、ここにある。 

 
オオヤマネコオオヤマネコオオヤマネコオオヤマネコのののの成長記録成長記録成長記録成長記録（（（（字字字字））））（（（（2 日日日日 20：：：：00）））） 
ヨーロッパオオヤマネコを野生に返すまでの 2 年に渡る成長記録。スロ
バキアで野生生物保護官をしているミロは 2 頭のオオヤマネコを飼育することになる。動物園で生まれた 2 頭のヨーロッ
パオオヤマネコ。その愛くるしい姿はイエネコのようだが、立派な野生動物だ。ミロたちに見守られ、野生に返るための訓
練を受ける 2 頭。果たして 2 頭は立派に巣立っていくことができるのか。 

野生野生野生野生のののの王国王国王国王国アワーアワーアワーアワー    
 

放送日時： 毎週日曜 20：00～22：00  

 

大自然大自然大自然大自然のののの奇跡奇跡奇跡奇跡（（（（新新新新））））    
放送日時： 12 日（水）、19 日（水） 22：00～23：00 ほか 

HV 制作／30 分番組 
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ロシアロシアロシアロシアのののの幻幻幻幻ののののトラトラトラトラをををを探探探探してしてしてして（（（（字字字字））））（（（（2 日日日日 21：：：：00）））） 
ゴードン・ブキャナンが、今までで最も困難な旅をしに東へと向かう。目的はロシアトラを探すことだ。 
目的地はウスリーランド。この美しく、あまり人に知られていないエリアは、オオカミ、クマ、ノロジカ、クロテン、ヤマネコ、
ヒョウなど様々な野生生物の宝庫だ。また、トラが多く生息することで有名な森もある。ゴードンには、これらの森に詳しい
ガイドが付く。 
 

オルカオルカオルカオルカのののの恐恐恐恐るべきるべきるべきるべき正体正体正体正体（（（（字字字字））））（（（（9 日日日日 20：：：：00）））） 
【HV 制作】海のオオカミの異名をとり、集団で狩をする賢い海の捕食者シャチ、大きな獲物でさえ一瞬のうちにしとめてし
まう、その高い能力にスポットを当てる。海の食物連鎖の頂点に君臨するシャチには、恐れる敵などいない。彼らは残忍
だが、非常に高い社会性を持っていて、仲間とぴったりと連携を取りながら、気づかれないように獲物を取り囲んでいく。
彼らに狙われたら終わりだ。孤立した獲物の体に、すぐにカミソリのような鋭い歯が刺さり、重さ９０キロのほ乳類でさえ、
ぬいぐるみのように軽々と宙を舞ってしまう。そんな彼らの驚くべき狩の実態。 
 

ホオジロザメホオジロザメホオジロザメホオジロザメ、、、、宙宙宙宙をををを舞舞舞舞うううう（（（（二二二二））））（（（（9 日日日日 21：：：：00）））） 
【HV 制作】南アフリカの海岸付近では、巨大なホオジロザメが獲物を捕獲するため、海中から飛び出し宙を舞う姿が目撃
されるという…その豪快なジャンプを追った。その姿に迫るのは、サメの研究者クリス・ファローズと、サメをテーマとしたド
キュメンタリー番組のプロデューサー、ジェフ・クール。彼らは潜水艦や、遠隔操作で操縦できるヘリコプターなどを駆使し、
ホオジロサメの驚異的な“ジャンプ”の瞬間を高性能カメラで捕らえようと試みる。 
 

カエルカエルカエルカエルのののの一生一生一生一生（（（（字字字字））））（（（（16 日日日日 20：：：：00）））） 
環境の変化に敏感なヒキガエル。この番組では一年を通して韓国の都市部に生きるヒキガエルの一生を追う。近年生息
地の減少や気温の変化、また環境汚染などにより、ヒキガエルの数が激減していると言われている。長期取材によって
撮影された貴重な映像をもとに、人間と都市部に生きる野生生物との共生の道を探る。 
 

海底海底海底海底にににに生生生生きるきるきるきる奇妙奇妙奇妙奇妙なななな魚魚魚魚たちたちたちたち（（（（二二二二））））（（（（16 日日日日 21：：：：00）））） 
【HV 制作】インドネシア諸島北部にあるレンベ海峡は、海洋生物の生態に触れることができる貴重な場所だ。無数の素晴
らしくも奇妙な生き物たちがレンベの島々の周囲に広がる海に生息している。4 年間に渡ってそれらの生き物たちを撮影
し続けたチームが、これまでに撮影されたことのなかった海洋生物の行動の数々を記録することに成功。その映像の
数々により、驚くべき海中の様子が浮き彫りにされる。海中の生物多様性の秘密に迫る。 
 

パンダパンダパンダパンダ・・・・ベイビーベイビーベイビーベイビー（（（（二二二二））））（（（（23 日日日日 20：：：：00）））） 
【HV 制作】ヨーロッパ史上初、オーストリアの動物園で自然交配によって生まれたパンダの赤ちゃん。喜びに湧く周囲と赤
ちゃんを育てるために奮闘する飼育員たちを追ったドキュメンタリー。フーロン（福龍）と名付けられた赤ちゃんに撮影クル
ーが密着。生まれたばかりで保育器にいる頃のフーロンの秘蔵映像、そしてよちよち歩きを始め、母親のヤンヤンと交流
する姿など貴重な映像が満載。 
 

ニホンザルニホンザルニホンザルニホンザルとととと温泉温泉温泉温泉（（（（字字字字））））（（（（23 日日日日 21：：：：00）））） 
地獄谷に棲むニホンザルたちと温泉の関係を追ったドキュメンタリー。毎朝、餌をいただくために谷へ下ってから、温泉へ
つかる。ここのニホンザルたちは観光客にも大人気。毎朝、撒かれる餌は温泉の中へも。何匹かのサルは潜水をして餌
をとることもできる。10 年以上ニホンザルをこの土地で研究している日本人も登場する。ニホンザルと温泉は私たちが思
うよりも、驚く事実があるのだそうだ。 
 

アフリカアフリカアフリカアフリカ動物王国動物王国動物王国動物王国ののののスーパースーパースーパースーパー７７７７（（（（字字字字））））（（（（30 日日日日 20：：：：00）））） 
【HV 制作】南アフリカに流れる川・サンドリバーの北岸に生息するライオン、ゾウ、バッファロー、サイ、ヒョウ、ハイエナ、
チーターの生態を２４時間追い続けた。サンドリバーの北岸には、賢く、強く、大きく、危険な７種類の選ばれし動物たちが
生息している。その動物たちは、それぞれのテリトリーを支配しており、それぞれ持ち味も違い、弱みも違う。この番組で
は、これら動物たちの生態を追った 
 

アフリカアフリカアフリカアフリカののののアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーたちたちたちたち（（（（字字字字））））（（（（30 日日日日 21：：：：00）））） 

【HV 制作】白いライオン、黄色いクロコダイル、白い毛のヒヒ。突然変異で違った色、模様をしたアフリカの動物たちにス

ポットを当てる。体の色が他と違うと、何かと不便なことが多い。生まれた環境でカモフラージュ効果を発揮できないなど、

生き残るには人一倍の努力が必要なのだ。ピンクのカバ、黒いヒョウ、シマシマのチーターなども本当に存在するのか

も。 

 

 

 

 



 
Animal Planet program line-up     (10) 

毎月毎月毎月毎月 22222222 日日日日はははは、、、、「「「「アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットのののの猫猫猫猫のののの日日日日」」」」    

アニマルプラネットは、毎月 22 日を「アニマルプラネットの

猫の日」に制定し、１日中ネコ番組を放送しています。 

 

9 月は、食うか食われるかの崖っぷちな毎日をくりひろげる

アニマルドラマ「デスパレートなメスたち 1、2」や、アニマル

プラネットが日本で独自制作したシリーズ「世界ねこ散歩～

イタリア～」など、ネコに関する番組を 24 時間放送！ 

 
 
 
 

### 
 

画像画像画像画像クレジットクレジットクレジットクレジット：：：：    ©2012 Discovery Communications     ※特に記載のあるもの以外 
 

 
＜＜＜＜動物動物動物動物チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル/アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネット    公式動画公式動画公式動画公式動画サイトサイトサイトサイト＞＞＞＞ 

ニコニコ動画 アニマルプラネット    http://ch.nicovideo.jp/channel/ch201  
YouTube 日本版公式パートナーサイト http://youtube.com/AnimalPlanetJapan 

 
 
ディスカバリー・ジャパン㈱オフィスで使用する電力の 16％（29,452kWh のうち 5,000kWh）は 
バイオマス発電によるグリーン電力を利用しています。 
 
 

動物動物動物動物チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル/アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネット    およびおよびおよびおよび本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

 

【【【【 一般視聴者一般視聴者一般視聴者一般視聴者 】】】】 （紙／誌面上でのお問い合わせ先） 
動物チャンネル/アニマルプラネット    www.animal-planet.jp フリーコール 0120-777179 （10:00～18:00 年中無休） 
 

【【【【 報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者 】】】】 
ディスカバリー・ジャパン㈱ アニマルプラネット広報 加藤 TEL 03-5218-2742（直通）／2719（部署代表） 
※e-mail での配信希望やお問い合わせは、discovery_animal_press@discoverynetworks.jp 宛にお願いいたします。 

動物動物動物動物チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル/アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネット 
動物チャンネル/アニマルプラネットは 160 カ国以上で放送されている世界最大級の動物エンターテイメントチャンネルです。ペットから野生動物、自然・環境

まで、子供の学ぶ意欲を高め、大人に衝撃と感動をお届けする高品質の番組を幅広く取り上げています。日本では 2000 年 12 月より放送を開始し、現在は
全国のケーブルテレビ局やスカパー！、スカパー！e2、IPTV 放送で視聴いただけます。 
 
動物動物動物動物チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル/アニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネットアニマルプラネット HD 
動物チャンネル/アニマルプラネットの HD 放送です。ペットから野生動物、自然・環境まで、高品質の番組を迫力のハイビジョン映像でお楽しみいただけま
す。2011 年 10 月より、J：COM で放送を開始しました。 
 

24242424 時間時間時間時間ずっとずっとずっとずっと！！！！ねこねこねこねこ    
 

放送日時： 22 日（祝土） 7：00～翌朝 8：00 


