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2012012012012222 年年年年 11111111 月月月月    
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：：：：ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパをををを旅旅旅旅するするするする    
12 日（月）～30 日（金） 23：00～24：00 ※土日除く 

 

長い歴史に育まれた伝統の風景に、発達した文明

が息づく、魅惑の地 ヨーロッパ。 

豊かな自然が残る大陸と、荒々しい表情を見せる

島々、そしてそこにたくましく生きる生き物たち。 

旅行の目的地としても大人気の魅力溢れるヨーロッ

パ各地の自然と文化を、映像で案内する。 

 

マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フフフフーテンーテンーテンーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎    
第 1 話、2 話 11 日（日） 18：00～19：00 

第 3 話以降  毎週火曜 20：00～20：30 

    

アニマルプラネットが製作委員会に参加している「マメ

シバ一郎 フーテンの芝二郎」は、大人気「マメシバ」

シリーズの待望の最新作！ 

芝二郎は、この夏「労働者」になっていた。変人扱

いされつつも、ペットショップで働く芝二郎。家に帰

れば、マメシバの「一郎」が尻尾を振って出迎えてくれる。しかしそんな彼の生活もちょっとした変化を

迎えようとしていた――はたして、長年培ってきたニート魂は変えられるのか？ 



 
Animal Planet program line-up     (2) 

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのののの雄大雄大雄大雄大なななな自然自然自然自然とととと動物動物動物動物、、、、伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化にににに出会出会出会出会うううう旅旅旅旅    

長い歴史に育まれた伝統の風景に、発達した文明

が息づく、魅惑の地 ヨーロッパ。 

豊かな自然が残る大陸と、荒々しい表情を見せる

島々、そしてそこにたくましく生きる生き物たち。 

旅行の目的地としても大人気の魅力溢れるヨーロッ

パ各地の自然と文化を、映像で案内する。 
    
「「「「イタリアイタリアイタリアイタリアのののの庭園庭園庭園庭園」」」」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    

美しく、魅力にあふれ、歴史的にも興味深いイタリアの庭

園を、世界的なガーデニング専門家モンティ・ドンがご案

内。イタリアの庭園は目の保養になるだけでない。ルネサ

ンス時代や過去の芸術運動や庭園の歴史への理解が深まる場所なのだ。モンティと好奇心を刺激する旅に出よう。 

    
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ自然紀行自然紀行自然紀行自然紀行１１１１((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11112222 日日日日））））    
ヨーロッパの大地に訪れる四季の風景を通じ、そこに息づく生命の物語を追う／第１話「春」…豊かな文明が花開いたヨ
ーロッパ大陸には、今もまだ多くの自然が残されている。 
 
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ自然紀行自然紀行自然紀行自然紀行 2222((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11113333 日日日日）））） 
ヨーロッパの大地に訪れる四季の風景を通じ、そこに息づく生命の物語を追う／第２話「夏」…豊かな文明が花開いたヨ
ーロッパ大陸には、今もまだ多くの自然が残されている。 
 
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ自然紀行自然紀行自然紀行自然紀行 3333((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11114444 日日日日）））） 
ヨーロッパの大地に訪れる四季の風景を通じ、そこに息づく生命の物語を追う／第３話「秋」…豊かな文明が花開いたヨ
ーロッパ大陸には、今もまだ多くの自然が残されている。 
 
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ自然紀行自然紀行自然紀行自然紀行 4444((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11115555 日日日日））））    
ヨーロッパの大地に訪れる四季の風景を通じ、そこに息づく生命の物語を追う／第４話「冬」…豊かな文明が花開いたヨ
ーロッパ大陸には、今もまだ多くの自然が残されている。 
 
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】スコットスコットスコットスコットランドランドランドランドのののの大自然大自然大自然大自然((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11116666 日日日日））））    
自然豊かで魅力的な動物が生息しているグレートブリテン島北部の様子をご紹介／スコットランドはヒツジが多いことで
有名だが、ウミドリの多さでも知られている。ヨーロッパでも有数の営巣地があるのだ。またラッコやミサゴが豊富な魚を
求めて集まってくる。番組では航空カメラを使い、スコットランド高地や島々の美しい景色を紹介する。また、ライチョウとミ
サゴの闘いを超スローモーション映像でお届けする。 
    
イタリアイタリアイタリアイタリアのののの庭園庭園庭園庭園：：：：ローマローマローマローマ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（11119999 日日日日））））    
モンティ・ドンがイタリアの壮大な庭園を巡り旅する自然博物旅行記／今回旅したのはローマ。モンティがイタリアの美し
い庭園を巡るツアーの始まり。彼が最初に訪れたのはローマの庭園。皇帝や法王の力があちらこちらに見られる町に合
った、荘厳な庭園だ。歴史上、最も贅沢で豪華な庭園を探検しよう。 
    
イタリアイタリアイタリアイタリアのののの庭園庭園庭園庭園：：：：フィレンツェフィレンツェフィレンツェフィレンツェ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（20202020 日日日日））））    
モンティ・ドンがイタリアの壮大な庭園を巡り旅する自然博物旅行記／フィレンツェの庭園の特徴とは？今回モンティ・ドン
が訪れるのはフィレンツェ。太陽が輝くトスカーナの田舎町だ。そこで見たルネサンスの影響を受けた庭園はまるで彫刻
のよう。そして花は一切咲いていないのだ。それにはイタリアの庭園に対する勘違いがあった。 
    
イタリアイタリアイタリアイタリアのののの庭園庭園庭園庭園：：：：南部南部南部南部((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（21212121 日日日日））））    
モンティ・ドンがイタリアの壮大な庭園を巡り旅する自然博物旅行記／イタリア南部の庭園を訪れる。今回モンティ・ドンが
訪れるのはナポリ。南イタリアで最も壮大でロマンチックなリゾートをご紹介する。ローマとフィレンツェの庭園は形式的で
あったのに対し、イタリア南部の庭園は気取らず、花にあふれていた。 
    
イタリアイタリアイタリアイタリアのののの庭園庭園庭園庭園：：：：北部北部北部北部((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（23232323 日日日日））））    
モンティ・ドンがイタリアの壮大な庭園を巡り旅する自然博物旅行記／今回はヴェネト州を旅する。イタリアのツアーは最
後。今回彼が訪れたのは北部にあるリッチな庭園。ここでは戯れや楽しみのために庭園が作られていた。そして旅の終
わりにモンティはマッジョーレ湖まで行き、まるで舞台装置のような美しい庭園を堪能する。 
    
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ～～～～時空時空時空時空をををを越越越越えるえるえるえる驚異驚異驚異驚異のののの大陸大陸大陸大陸：：：：大陸大陸大陸大陸のののの誕生誕生誕生誕生（（（（二二二二））））（（（（26262626 日日日日））））    
ヨーロッパ大陸の誕生から今日までの壮大な物語。今回はヨーロッパ大陸が誕生するまでの５億年にわたる歴史を探る。
ヨーロッパ大陸は、どのようにして現在の姿になったのだろうか？５億年前、離れ離れだった陸地が地殻変動によって移
動を始めた。熱帯雨林に覆われていた時代、そして恐竜に支配されていた時代を経て形成されたヨーロッパ大陸の歴史
が、ダイナミックなＣＧ映像によって鮮やかに甦る。 

特集特集特集特集：：：：ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパをををを旅旅旅旅するするするする    
 

放送日時： 12 日（月）～30 日（金） 23：00～24：00 ※土日除く ほか 
HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 
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（Ｃ）2012「マメシバ一郎 フーテンの芝二郎」製作委員会 

    
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ～～～～時空時空時空時空をををを越越越越えるえるえるえる驚異驚異驚異驚異のののの大陸大陸大陸大陸：：：：氷河期氷河期氷河期氷河期（（（（二二二二））））（（（（27272727 日日日日））））    
ヨーロッパ大陸の誕生から今日までの壮大な物語。今回はヨーロッパ大陸の地形に大きな影響を与えた氷河期を探る。
今から２００万年前、ヨーロッパ大陸には氷河期が訪れたとされている。今もその地形に氷河期の影響を色濃く残すヨー
ロッパ大陸。番組では、厚さ２０００メートルにも及ぶ巨大な氷河を CG で再現し、氷河期がヨーロッパの地形にどのような
影響を与えたかに迫る。 
    
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】フランスフランスフランスフランスのののの大自然大自然大自然大自然((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（28282828 日日日日））））    
シャンボール城の周りに広がる森林公園の豊かな自然をご紹介／１６世紀、フランソワ１世のために建てられた美しいシ
ャンボール城はルネサンス時代の宝だ。城を囲むのは広大で、古くからある森林公園だ。ミサゴにサンショウウオにヤマ
ネコ。様々な木々に囲まれた環境で、多種多様な動物たちが保護されているのだ。美しい公園の季節の移り変わりを堪
能しよう。 
    
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】セルビアセルビアセルビアセルビアのののの大自大自大自大自然然然然((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（29292929 日日日日））））    
バルカン半島の中央に位置するセルビアの、美しく豊かな自然をご紹介／息をのむほど雄大な自然があり、ユニークな
動物たちが生息するセルビア。この豊かな地が“リトル・ヨーロッパ”と呼ばれているのも納得できる。野生のジャッカルや
ナベコウなどが見られ、ヨーロッパの中でも種多様性が高い地域なのだ。 
    
【【【【地球地球地球地球ものがたりものがたりものがたりものがたり】】】】ハンガリーハンガリーハンガリーハンガリーのののの大自然大自然大自然大自然((((二二二二))))（（（（新新新新））））))))（（（（30303030 日日日日））））    
ハンガリーの雄大な自然の中で生きる動物たちと人間たち／オジロワシの一家にカワウソに巨大なナマズ。これらはハ
ンガリーの湿地に生息している動物たちだ。この地では漁師や牧夫は川のリズムに合わせて１年を過ごす。世界中で
数々の賞を獲得したドキュメンタリー。 

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

待望待望待望待望のののの新新新新シリーズシリーズシリーズシリーズがががが登場登場登場登場！！！！  

アニマルプラネットが製作委員会に参加している「マメシ

バ一郎 フーテンの芝二郎」は、大人気「マメシバ」シリー

ズの待望の最新作！ 

 

芝二郎は、この夏「労働者」になっていた。変人扱いされ

つつも、ペットショップで働く芝二郎。 

家に帰れば、マメシバの「一郎」が尻尾を振って出迎えて

くれる。しかしそんな彼の生活もちょっとした変化を迎え

ようとしていた―― 

はたして、長年培ってきたニート魂は変えられるの

か？ 

★★★★PICK UP★★★★     

「「「「ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ自然紀行自然紀行自然紀行自然紀行」」」」とはとはとはとは    

ヨーロッパの知られざる自然と、そこに暮らす動物たちを美しい映像で紹介するシリー

ズ。エピソード 1が春、エピソード 2が夏、エピソード 3が秋、エピソード 4が冬、とい

ったように 1エピソードずつ大自然の四季を紹介していく。 

 

魚を捕る海鳥、渡り鳥の求愛行動、ハチとネズミの戦い、ビーバーの子育て、馬の出

産など、さまざまな動物の生態をとらえ、その生き物の特徴を伝えていく。哺乳動物か

ら鳥類、魚、昆虫まで、あらゆる生き物が登場し、ヨーロッパの生態系の豊かさを感じ

させる。 

アップやスロー、空撮などを駆使した映像は美しく、まさに映像叙事詩のよう。自然や

生き物とともに、ヨーロッパ各地の町の風景や、その町の人々の営みについても紹介

する、見ごたえある本格派自然ドキュメンタリー。 

マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎（（（（新新新新））））    
放送日時：  第 1 話、2 話 11 日（日）18：00～19：00、第 3 話以降 毎週火曜 20：00～20：30 ほか 

HV 制作／日本語放送／30 分番組×全 12 話 
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（Ｃ）2012「マメシバ一郎 フーテンの芝二郎」製作委員会 

    
マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎１１１１((((日日日日))))（（（（新新新新））））（（（（11111111 日日日日 18181818：：：：00000000））））    
芝二郎は、「労働者」になっていた。長年培った「ニート魂」を本当に変えることができるのか…。（第 1 話）    
    
マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎２２２２((((日日日日))))（（（（新新新新））））（（（（11111111 日日日日 18181818：：：：30303030））））    
芝二郎は、「労働者」になっていた。長年培った「ニート魂」を本当に変えることが
できるのか…。（第 2 話） 
    
マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎３３３３((((日日日日))))（（（（新新新新））））(13(13(13(13 日日日日 20202020：：：：00)00)00)00)    
芝二郎は、「労働者」になっていた。長年培った「ニート魂」を本当に変えることが
できるのか…。（第 3 話） 
    
マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎４４４４((((日日日日))))（（（（新新新新））））（（（（20202020 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
芝二郎は、「労働者」になっていた。長年培った「ニート魂」を本当に変えることが
できるのか…。（第 4 話） 
    
マメシバマメシバマメシバマメシバ一郎一郎一郎一郎    フーテンフーテンフーテンフーテンのののの芝二郎芝二郎芝二郎芝二郎５５５５((((日日日日))))（（（（新新新新））））（（（（27272727 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
芝二郎は、「労働者」になっていた。長年培った「ニート魂」を本当に変えることが
できるのか…。（第 5 話） 

    

    

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな角度角度角度角度からからからからマレーシアマレーシアマレーシアマレーシアのののの魅力魅力魅力魅力をおをおをおをお伝伝伝伝えするえするえするえする    

アジア特有の雰囲気に包まれたマレーシアを旅してまわり、そ

の魅力に迫る新シリーズ。異なるテーマに基づいて制作された

各エピソードでは、現在のマレーシアをさまざまな角度から切り

取っていく。荘厳な大自然や親しみやすい人々が観光客を迎え

る国、マレーシア。さまざまな側面で人々を魅了する地へ冒険

の旅に出よう。 
    
    
まるごとまるごとまるごとまるごとマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア１１１１((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（22223333 日日日日 22221111：：：：00000000））））    
マレーシアの各地を巡り、その魅力に迫るシリーズ／マレーシアを巡
る旅は玄関口であるクアラルンプールから始まる。クアラルンプールは韓国や中国と同じように、急速に発展している。Ｆ
１マレーシアグランプリの開催や大型商業施設の建設など、アジアを代表する国際都市へと成長した。しかし、訪れた者
の心に一番残るのは、地元の人々の親しみやすさ、もてなしの心なのだ。 
    
まるごとまるごとまるごとまるごとマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 2222((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（22223333 日日日日 22222222：：：：00000000））））    
マレーシアの各地を巡り、その魅力に迫るシリーズ／今回は海に浮かぶ島々、ランカウイ島やペナン島、パンコール島を
訪ねる。西海岸ではマレーシアの歴史に触れることができる。香辛料の貿易商や海賊、王様、戦士にまつわる物語が、こ
の地には多く残っているのだ。観光客はアジア独特の文化に触れることもできれば、美しい自然を満喫することもできる。 
    
まるごとまるごとまるごとまるごとマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 3333((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（33330000 日日日日 22221111：：：：00000000））））    
マレーシアの各地を巡り、その魅力に迫るシリーズ／今回はボルネオ島で緑豊かな自然を満喫し、野生生物と出会う。
番組ホストのデニス・ケラーは、古代から続く森が広がるマリアウ・ベシンを訪ねる。その後キナバタンガン川へ向かうと、
ボルネオの象徴とされるオランウータンを見ることができる。この他にもユネスコの世界遺産に登録されているグヌン･ム
ル国立公園の洞くつ群や米の収穫祭など、見どころが満載だ。 
    
まるごとまるごとまるごとまるごとマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 4444((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（33330000 日日日日 22222222：：：：00000000））））    
マレーシアの各地を巡り、その魅力に迫るシリーズ／今回は牧歌的な風景の広がるマレー半島の東海岸で伝統工芸に
触れる。番組ホストのデニスが訪ねるトレンガヌ州とクランタン州には伝統的な文化が今も大切に受け継がれている。職
人や表現者たちは、彼らのすることや作るものがすべて土地や人々の魂とつながっているのだと言う。デニスはこの旅を
通し、東海岸に住む人々の生活の素晴らしさを知るのだった。 
    

 

まるごとまるごとまるごとまるごとマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア    
放送日時： 23 日（水）スタート 毎週金曜 21：00～23：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組×全 5 話 



 
Animal Planet program line-up     (5) 

大自然大自然大自然大自然とそこにとそこにとそこにとそこに生息生息生息生息するするするする動物動物動物動物 

大自然には壮大な景色が広がり、そこに生息する動物は多様性に

富んでいる。手つかずの自然が広がる地を探検する人が増えるに

つれ、旅行の形は変わりつつある。本シリーズでは番組ホストのリ

ン・サザーランドが世界的に有名な地を訪ね、１ランク上の旅を紹

介する。さらに、ただの観光地紹介にとどまらず、その自然を保存

ずるためにどのような取り組みが行われているのか、今後どうす

ればいいのかを探っていく。 

 
ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・トラベルトラベルトラベルトラベル：：：：メキシコメキシコメキシコメキシコ((((二二二二))))（（（（新新新新））））(5(5(5(5 日日日日))))    
世界的に有名な自然の残る地を訪ね、１ランク上の旅を紹介する／観
光客の憧れの地となっているリビエラマヤとカンクンの魅力をお届け。ここでは５つ星のリゾートホテルに宿泊したり、テ
ーマパークでマヤ文化に触れることもできる。また地下水がたまってできた泉、“セノーテ”を見ることもでき、見所が多い。
そのような人気の観光地で、地元の人々はどのように観光事業に取り組んでいるのだろうか。 
    
ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・トラベルトラベルトラベルトラベル：：：：ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（12121212 日日日日））））    
世界的に有名な自然の残る地を訪ね、１ランク上の旅を紹介する／緑豊かな国として評判の高いニュージーランドの魅
力をお届けする。ニュージーランドは探検家にも人気が高い。リンは５歳の息子を連れて旅に出ることに。まずはペンギ
ンの生息地があるオマルーへ行き、次に映画「ロード・オブ・ザ・リング」のロケ地となったダート川へ向かう。その他、多く
の観光客が訪れる国立公園や小さな町カイコウラも訪ねる。 
    
ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・トラベルトラベルトラベルトラベル：：：：パラオパラオパラオパラオ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（19191919 日日日日））））    
世界的に有名な自然の残る地を訪ね、１ランク上の旅を紹介する／美しい海でダイバーに人気のパラオは、ある生き物
の聖域でもあった。もし画家が“楽園の島”というテーマで絵を描くなら、パラオを見ればすぐにイメージがわくだろう。ター
コイズブルーの海と金色に輝く太陽、白い砂浜。そこに生息する生き物も多い。また、サメの聖域としても知られており、
サメは生態系に欠かせない存在となっているのだった。 
    
ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・トラベルトラベルトラベルトラベル：：：：パプアニューギニアパプアニューギニアパプアニューギニアパプアニューギニア((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（26262626 日日日日））））    
世界的に有名な自然の残る地を訪ね、１ランク上の旅を紹介する／今回の旅の舞台は民族の伝統文化が今も残るパプ
アニューギニア。この国では６００以上の言語が話され、外界とは極力、接触せずに暮らす民族もおり、多様性に富んで
いる。伝統文化を観光客に紹介することは、村の利益になっているのだろうか。番組ホストのリンが調べに向かう。火山
や川など、パプアニューギニアの魅力的な自然もお届けする。 

    

    

世界中世界中世界中世界中にあるにあるにあるにある「「「「緑緑緑緑のののの楽園楽園楽園楽園」」」」をををを紹介紹介紹介紹介 

ジャングルから自然保護区まで、世界中の美しい緑の楽園を

ご紹介する。 

 
グリーングリーングリーングリーン・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス：：：：オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（5555 日日日日））））    
ジャングルから自然保護区まで、世界中の美しい緑の楽園をご紹
介／今回はオーストラリアの美しい自然を訪ねる。大都市のイメー
ジが強いオーストラリアの東海岸は、自然豊かな国立公園も有して
いる。ブルー・マウンテンズ国立公園では、ユーカリが生い茂る森や、
深さ７６０メートルの谷が待ち受ける。フレーザー島やマッケンジー
湖へも足を伸ばしてみよう。オーストラリアは、実に多様な景観で
人々の目を楽しまるのだ。 
    
グリーングリーングリーングリーン・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス：：：：バハマバハマバハマバハマ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（12121212 日日日日））））    
ジャングルから自然保護区まで、世界中の美しい緑の楽園をご紹介／今回は美しい海が自慢のバハマ。コロンブスが新
世界探検で最初に上陸した地、バハマは昔から船乗りや冒険家をひきつけてきた。７００もの島々からなるバハマ諸島周

ワイルドワイルドワイルドワイルド・・・・トラベルトラベルトラベルトラベル（（（（新新新新））））    
放送日時： 毎週月曜 22：00～22：30 ほか  

HV 制作／二ヶ国語放送／30 分番組×全 13 話 

 

グリーングリーングリーングリーン・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス（（（（新新新新））））    
放送日時： 毎週月曜 22：30～23：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／30 分番組×全 8 話 

 



 
Animal Planet program line-up     (6) 

辺には暖かいメキシコ湾流が流れこみ、透明度の高い海水と多様な生物のくらしを支えている。海を探索するには最適
な場所だ。 
    
グリーングリーングリーングリーン・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス：：：：ベリーズベリーズベリーズベリーズ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（19191919 日日日日））））    
ジャングルから自然保護区まで、世界中の美しい緑の楽園をご紹介／森林と海の両方を楽しめる国、ベリーズを訪れる。
メキシコとグアテマラと国境を接するベリーズは、昔はイギリス領ホンジュラスと呼ばれていた。人口の少ないこの国の森
林は、およそ３分の１が保護されている。ベリーズを訪れたら見逃せないのが海に開いた巨大な穴、ブルーホールだ。 
    
グリーングリーングリーングリーン・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス：：：：ブラジルブラジルブラジルブラジル((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（26262626 日日日日））））    
ジャングルから自然保護区まで、世界中の美しい緑の楽園をご紹介／イグアスの滝にパンタナール、ブラジルの水辺に
は多くの生物が集まる。世界遺産にも登録されているイグアスの滝は、世界最大級の滝だ。この滝の周辺には独特な生
態系が広がっている。ブラジルには他にも生物にとって重要な場所ある。パンタナール大湿原だ。カイマンやジャガーな
ど、数多くの種が生息しているのだ。 

    

    

守守守守るべきるべきるべきるべき大自然大自然大自然大自然    

    

    

    

    

    

 

地球は自然の宝にあふれている。我々はこの自然を保護しな

ければならない。番組では世界のあらゆる地域の美しい自然や、

それを保護する人々を紹介する。さまざまな地域の自然につい

ての理解を深めるため、専門家の説明も。自然保護はその国

の伝統や風習によって実に多様なのだ。尊くてはかない自然に

ついての理解を深めよう。 
 

大自然大自然大自然大自然のののの守守守守りりりり人人人人：：：：フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（7777 日日日日））））    
世界中の美しい自然や、それを保護する人々を紹介…尊くてはかない自然についての理解を深めよう／今回は北欧の
フィンランドを案内する。フィンランドは国土の３分の２が北方林で覆われているほど自然が豊かだ。野生のトナカイやク
マやヤマネコなどが生息し、懸命な動物保護活動が行われている。フィンランドには数々の湖や島、世界有数の大きさを
誇る群島もある。豊かな自然はこの国の学者や専門家たちに守られているのだ。 
    
大自然大自然大自然大自然のののの守守守守りりりり人人人人：：：：エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（14141414 日日日日））））    
世界中の美しい自然や、それを保護する人々を紹介…尊くてはかない自然についての理解を深めよう／今回紹介する
のはエクアドル。エクアドルは貴重な自然遺産に恵まれた国だ。小さな国だが、様々な景色や生態系が楽しめる。雲霧林、
火山、川、湿原、熱帯林…。環境政策に力を入れている国だが、苦戦もしている。絶滅危惧種が数多く生息しているうえ、
資金不足。さらに森林伐採や石油採掘による環境破壊にも悩まされているのだ。 
    
大自然大自然大自然大自然のののの守守守守りりりり人人人人：：：：米国米国米国米国ワシントンワシントンワシントンワシントン州州州州((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（21212121 日日日日））））    
世界中の美しい自然や、それを保護する人々を紹介…尊くてはかない自然についての理解を深めよう／ワシントン州の
自然とは？今回はアメリカ北西部に位置するワシントン州。州西部は雨と雪が多く、自然が豊かである反面、自然災害も
起こりやすい場所だ。最近では人口の増加により、気候変動が起きており、
それにより氷河の融解や種の絶滅が深刻になってきている。学者たちのチ
ームが生態系の保護に奮闘する。 
    
大自然大自然大自然大自然のののの守守守守りりりり人人人人：：：：カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（28282828 日日日日））））    
世界中の美しい自然や、それを保護する人々を紹介…尊くてはかない自然
についての理解を深めよう／カンボジアの豊かな自然の現状とは。カンボ
ジアはジャングルや原生林を有し、東南アジアでも生物多様性の豊かな地
域だ。しかし人口の増加により、ダムの建設や農地の拡大が進み、自然が
破壊されつつある。そして豊かな熱帯林では野生動物の乱獲などの違法な
活動も後を絶たない。学者たちはこの難しい課題に立ち向かう。 

    

    

大自然大自然大自然大自然のののの守守守守りりりり人人人人    
 

放送日時： 毎週水曜 22：00～23：00 ほか 

ＨＶ制作／二ヶ国語放送／60 分番組 



 
Animal Planet program line-up     (7) 

巧巧巧巧みなみなみなみな造園術造園術造園術造園術でででで造造造造りあげられたりあげられたりあげられたりあげられた庭園庭園庭園庭園のののの四季四季四季四季のののの移移移移りりりり変変変変わりわりわりわり 

北米で最も訪れる人が多いと言われる庭園で、その美しい季

節の移り変わりの様子を切り取った番組。ケベックのガスペ半

島にあるリフォード・ガーデンからお届けする。１９２０年代にエ

ルシー・リフォードによって造園されたこの庭園は、現在、孫の

アレクサンダーの管理のもと、毎年数万人が訪れる世界有数

の庭園となっている。インターナショナル・ガーデン・フェスティ

バルでも名を馳せた、情熱と大胆さにあふれた造園術に迫

る。 

    

    

素手素手素手素手ででででナマズナマズナマズナマズをををを捕捕捕捕まえるまえるまえるまえる漁法漁法漁法漁法    ““““ヌードリングヌードリングヌードリングヌードリング““““        今今今今までのまでのまでのまでの衝撃衝撃衝撃衝撃ランキングランキングランキングランキング！！！！！！！！ 

素手でナマズを捕まえる漁法ヌードリングを極めようとする人間たち

に密着する／スキッパーとジャクソンがこれまでのヌードリングを振り

返る。多くの挑戦者をオクラホマの荒野に連れだしてきた２人が、最

も衝撃的だった場面を決定する。長年の経験をもってしても、ヌードリ

ングでは何が起こるか予想できない。彼らにとって最も予想外だった

瞬間とは？そして捕獲した怪物魚のトップ５をカウントダウンする。 

    

    

110110110110 番番番番をかけてしまうをかけてしまうをかけてしまうをかけてしまうサルサルサルサル、、、、家中家中家中家中のののの物物物物ををををソファーソファーソファーソファーのののの下下下下にににに隠隠隠隠すすすすチワワチワワチワワチワワなどなどなどなど    手手手手のかかるのかかるのかかるのかかるペットペットペットペット大集合大集合大集合大集合！！！！    

飼い主の手を焼かせたら、世界一というペットと、そんな

ペットを愛する飼い主に密着する。 

 
行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいいペットペットペットペットたちたちたちたち２２２２－－－－１１１１((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（10101010 日日日日））））    
飼い主の手を焼かせたら世界一というペットと、そんなペットを
愛する飼い主に密着／飼い主から片時も離れないワンちゃん
が登場。彼女が仕事に出かけようとすると、このパグは飼い主
にしがみつき、邪魔をするのだ。ポメラニアンのハニーバンは、
飼い主のダイヤモンドのイヤリングが大好物？そして自宅のゴ
ミ箱をあさることが大好きなラブラドールなど、困ったペットたち
が大集合！ 
    
行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいいペットペットペットペットたちたちたちたち２２２２－－－－２２２２((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（17171717 日日日日））））    
飼い主の手を焼かせたら世界一というペットと、そんなペットを愛する飼い主に密着／大食いのパグは、キャビネットの下
に入り込み、身動きができなくなる。穴掘りをするのが大好きなビーグルは、飼い主の庭を掘りまくる。あまりにも深く穴を

カナダカナダカナダカナダのののの庭園庭園庭園庭園～～～～リリリリフォードフォードフォードフォード・・・・ガーデンガーデンガーデンガーデン～～～～（（（（新新新新））））    
放送日時： 24 日（土）21：00～22：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 

 

ヌードリングヌードリングヌードリングヌードリング    究極究極究極究極のののの素手漁法素手漁法素手漁法素手漁法～～～～傑作集傑作集傑作集傑作集～～～～（（（（新新新新））））    
放送日時： 25 日（日）9：00～10：00 ほか 

HV 制作／字幕放送／60 分番組 

 

行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいいペットペットペットペットたちたちたちたち２２２２（（（（新新新新））））    
放送日時： 10 日（土） スタート 毎週土曜日 11：00～12：00 ほか 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組 
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掘ってしまったため、ついにはパティオの改修が必要な事態に。さらに、魚を獲ろうとして冷凍庫に忍び込むネコなど、困
ったペットたちが大集合！ 
    
行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいいペットペットペットペットたちたちたちたち２２２２－－－－３３３３((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（24242424 日日日日））））    
飼い主の手を焼かせたら世界一というペットと、そんなペットを愛する飼い主に密着／コーヒーが大好きで、あらゆるカッ
プを咥えて盗んでしまうワンちゃんが登場。入り江でワニを撃退したことで話題になっているネコや、イヌにまたがって駆
け回り、緊急電話をかけてしまうというサルなど、驚きのペットたちが大集合！ 
    
行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいいペットペットペットペットたちたちたちたち２２２２－－－－４４４４((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（12121212 月月月月 1111 日日日日））））    
飼い主の手を焼かせたら世界一というペットと、そんなペットを愛する飼い主に密着／毎朝３時にゴルフボールを転がす
テリアが登場。ボールの音に起こされる飼い主一家は寝不足に悩まされている。あるチワワは、ものを盗むのが大好き。
おもちゃやガーデニング道具、クリスマスの飾りつけまで、奪ったものをソファーの下に隠してしまうという。模様替え好き
なアライグマや、どんな場所からも脱出してしまハウンド犬など、困ったペットが大集合！ 

    

    

アップアップアップアップ映像映像映像映像ややややスローモーションスローモーションスローモーションスローモーションでおでおでおでお届届届届けけけけするするするする、、、、かわいすぎるかわいすぎるかわいすぎるかわいすぎる動物動物動物動物たちのたちのたちのたちの姿姿姿姿 

“かわいすぎる！”動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届

けする。誕生から生後数カ月まで、３匹の子犬たちの陽気

で魅力的な姿を追った、子犬版ドキュメンタリー。母犬の

お腹の中にいる時から、高解像度の技術による驚きの映像

で赤ちゃん犬の成長を記録。いままでにない赤ちゃん犬の

しぐさが見られる、子犬の自然ドキュメンタリーだ。クロ

ーズアップ映像と、スローモーションのワンちゃんの姿か

ら目が離せない！ 

 
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！子犬子犬子犬子犬とととと仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（1111 日日日日 19191919：：：：00000000））））    
“かわいすぎる！”動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／パグ、ミニ・オーストラリアン・シェパード、ロットワイラー
の成長の様子を追う。ロットワイラーのアディーと１１匹の子どもたち。冒険心あふれる子犬のベアなど、まるでそこはロッ
トワイラーの王国だ。庭にやってくるカモの一家にちょっかいを出すミニ・オーストラリアン・シェパード。パグのアイビーは、
子犬たちと一緒に障害物競走のコースを走るようになっていた。 
    
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！子犬子犬子犬子犬のののの成長成長成長成長（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（1111 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
“かわいすぎる！”動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／ジャックラッセル、ポーチュギ－ズ・ウォータードッグ、ブ
ルマスティフの子犬の成長の様子を追う。ジャックラッセルのマッケンジーは、子犬たちにモデルのようにポーズをとらせ
るのが大好き。漁用犬ポーチュギ－ズ・ウォータードッグのエースは冒険家だが、なんと水が苦手！？ブルマスティフの
デイジーは、厳しい兄弟たちの中で、いつしか最高の番犬に成長していく。 
    
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！甘甘甘甘えんえんえんえん坊坊坊坊のののの子犬子犬子犬子犬たちたちたちたち（（（（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（1111 日日日日 21212121：：：：00000000））））    
“かわいすぎる！”動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／ローデシアン・リッジバック、チャウチャウ、ハバニーズ
の子犬の成長の様子を追う。ローデシアン・リッジバックの子犬たちは、母犬の周りを走り回り、元気いっぱい。チャウチャ
ウのオスカーとトニーの兄弟は、その愛らしい見た目によらず、威勢よく誇り高い。ハバニーズのルルの５匹の子犬たち
は、それぞれ母犬の気を引きたくてしょうがない様子だが…。 
    
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！子猫子猫子猫子猫とととと仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち（（（（新新新新）（）（）（）（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（22222222 日日日日 11119999：：：：00000000））））    
『可愛すぎる！』動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／丸々とした毛玉のようだった赤ちゃんネコも、好奇心旺盛
な子猫へと成長。毛なしネコのスフィンクスの謎めいた体格から、高いところにも気おくれしない機敏なバーミーズ、自分
よりもはるかに大きなジャーマン･シェパードと仲良くなろうとするラグドールまで、ネコたちの知られざる“かわいさ”を新
発見！ 
    
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！子猫子猫子猫子猫とととと仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち２２２２（（（（新新新新）（）（）（）（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（22222222 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
『可愛すぎる！』動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／サバンナ、サイベリアン、ショートヘアの成長の様子を追
う。モルモットやカメ、ネズミであふれる家を駆けまわり、新しい土地を好奇心いっぱいに探検する子猫たち。それでも彼
らはいつだって母猫と一緒なのだ。３匹のネコの家族が愛らしく成長していく姿に密着する。 
    
かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！子猫子猫子猫子猫のののの成長成長成長成長（（（（新新新新）（）（）（）（二二二二））））（（（（新新新新））））（（（（22222222 日日日日 21212121：：：：00000000））））    
『可愛すぎる！』動物たちの愛らしい姿をたっぷりお届けする／アメリカンカール、トンキニーズ、メインクーンの成長の様
子を追う。すっかり大きく成長したアメリカンカールの子猫は、ＮＹのアパートの一室での生活が窮屈に。トンキニーズの
母猫は、おばあちゃん猫とともに４匹の子猫を育てるが、子育ては苦労の連続！メインクーンの子猫は、兄弟たちにボス
としての存在感を示したがっているが、彼の体重はあまりにも軽すぎて…。 

    

かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！        
放送日時：  1 日（木）19：00～22：00 ほか （「11 月 1 日と 11 日は、24 時間ずっと！わんこ」内で放送） 

         22 日（木）19：00～22：00 ほか （「24 時間ずっと！ねこ」内で放送） 

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組×全 6 話 
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恒例恒例恒例恒例    犬犬犬犬のののの日日日日特集特集特集特集    

1 1
ワンワン

月 1
ワン

日の「犬の日」と、 1 1
ワンワン

月

1 1
ワンワン

日は、 24 時間 かわいい相棒

たちが大集合！ 

24 時間、犬の番組を放送します。 

 

 

日時日時日時日時    エピソードエピソードエピソードエピソード名名名名    シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名    

07:00 わんこの城：フレンチ・ブルドッグ（日） 

07:30 わんこの城：プードル（日） 

08:00 わんこの城：ダックスフンド（日） 

08:30 わんこの城：シーズ－（日） 

09:00 わんこの城：チワワ（日） 

09:30 わんこの城：柴犬（日） 

ドッグガイド わんこの城 

10:30 スーパーわんこ養成講座１（二） 

11:00 スーパーわんこ養成講座２（二） 

11:30 スーパーわんこ養成講座３（二） 

12:00 スーパーわんこ養成講座４（二） 

12:30 スーパーわんこ養成講座５（二） 

13:00 スーパーわんこ養成講座６（二） 

スーパーわんこ養成講座 

14:00 いぬまにあ 特別編１（二） 

15:00 いぬまにあ 特別編２（二） 

16:00 いぬまにあ 特別編３（二） 

17:00 いぬまにあ 特別編４（二） 

18:00 いぬまにあ 特別編６（二） 

いぬまにあ 

19:00 かわいい！子犬と仲間たち（二）（新） 

20:00 かわいい！子犬の成長（二）（新） 

21:00 かわいい！甘えん坊の子犬たち（二）（新） 

22:00 かわいい！子犬（二） 

かわいい！ 

23:00 いぬまにあ その 18（二） 

24：00 いぬまにあ 特別編１（二） 

25：00 いぬまにあ 特別編２（二） 

26：00 いぬまにあ 特別編３（二） 

27：00 いぬまにあ 特別編４（二） 

翌朝 4 時 いぬまにあ 特別編６（二） 

いぬまにあ 

11 月 

1 日 

翌朝 5 時 戦渦の犬たちを救え～バグダッドの奇跡～（字）   

    

    

    

    

11111111 月月月月 1111 日日日日とととと 11111111 日日日日はははは、、、、24242424 時間時間時間時間ずっとずっとずっとずっと！！！！わんこわんこわんこわんこ    
 

放送日時： 11 月 1 日（木） 朝 7：00～翌朝 6 時  再放送： 11 月 11 日（日）朝 7：00～翌朝 6 時 
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北極圏北極圏北極圏北極圏のののの極限状態極限状態極限状態極限状態でででで    たくましくたくましくたくましくたくましく生生生生きるきるきるきる動物動物動物動物にににに密着密着密着密着 

北極圏は、地球上に残された最後の原野といえるだろう。ここでは動

物たちが極限の状態で生き残るため、あらゆる進化を遂げてきたの

だ。この番組では、高緯度の北極圏に生きる動物たちの１年に密着

する。冬の北極圏は、食物も豊富でシロクマの楽園となるが、夏が

近づくにつれて、大規模な氷河の溶解が始まり、クジラの群れや何

百万もの鳥が戻ってくる。行き場をなくしたホッキョクグマは、飢えと

の闘いの時期を迎える。 

 
大自然大自然大自然大自然ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント：：：：北極圏北極圏北極圏北極圏    タイガタイガタイガタイガ((((二二二二))))    （（（（新新新新））））((((5555 日日日日／／／／9999 日日日日))))    
北極圏に生きる動物たちの１年に密着する／世界の木々の３分の１を占める極寒の森、タイガは「地球の肺」とも言える
だろう。北米、スカンジナビア、シベリアから太平洋の岸に通じるこの針葉樹林帯では、地球上でも最も雄大な動物から、
謎につつまれた動物まで、あらゆる生き物を見ることができる。冬は厳しい寒さの中で静けさが響き渡るこの地帯で、動
物たちが生存していることが不思議なくらいだ。 
    
大自然大自然大自然大自然ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント：：：：北極圏北極圏北極圏北極圏    ツンドラツンドラツンドラツンドラ((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（6666 日日日日））））    
北極圏に生きる動物たちの１年に密着する／地球の表面の５分の１を覆い、世界でも最も気温が低くて乾燥している北
極ツンドラ。この地帯の突き刺すような氷点下の気温と猛吹雪は、生命力の強い動物ですら生きていくことが困難だ。こ
の気候に適応するか、そうでなければ滅びるか―。カリブーやトナカイ、オオカミ、シロフクロウ、ホッキョクギツネなど、極
限の環境に生きる多様な動物たちの姿をお届けする。 
    
大自然大自然大自然大自然ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント：：：：北極圏北極圏北極圏北極圏    グリーンランドグリーンランドグリーンランドグリーンランド((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（7777 日日日日））））    
北極圏に生きる動物たちの１年に密着する／極地の冬は、何ヶ月間も太陽が身をひそめるが、夏になると、太陽の沈ま
ない白夜を迎える。冬の間、食べ物が豊富でホッキョクグマの楽園だった北極圏。しかし夏になれば氷が解け、グリーン
ランドの崖には何百万羽もの鳥が繁殖のために日光を求めてやってくる。イッカク、ベルーガ、ホッキョククジラなどが訪
れる一方で、棲みかを追われたホッキョクグマはどこへ行くのか―。 
    
大自然大自然大自然大自然ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント：：：：北極圏北極圏北極圏北極圏    アイスランドアイスランドアイスランドアイスランド((((二二二二))))（（（（新新新新））））（（（（8888 日日日日））））    
北極圏に生きる動物たちの１年に密着する／氷によって形成された島、アイスランド。ホッキョクギツネからツノメドリまで、
この美しい大自然には様々な動物たちが棲んでいる。そして海では、ザトウクジラなど１５種類ものクジラやイルカが発見
され、史上最大の動物といわれるシロナガスクジラも暮らしている。火山を氷が覆う特異な環境によって、ここは地球上で
も最も珍しく、驚くべき生き物たちが生息する他に類を見ない島なのだ。 

    

    

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のののの真実真実真実真実のののの物語物語物語物語をおをおをおをお届届届届けするけするけするけする    毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜のののの放送枠放送枠放送枠放送枠 

 
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。驚きと感動に溢れた野生の真実の物語を、毎週お届けする。 

11 月は、海洋生物の神秘的な生殖活動にせまる「神秘のセックス～海洋

生物の世界～」や、高度な知能を持つタコの能力を紹介する「タコの生態」

など、生き物の真実の姿を紹介する。 

 
サバンナサバンナサバンナサバンナのののの王者王者王者王者たちたちたちたち（（（（二二二二））））(4(4(4(4 日日日日 20202020：：：：00)00)00)00)    
サバンナで繰り広げられる動物たちのオリンピック／さまざまな部門の金メダリストを紹介しよう。サイズ部門陸生哺乳類
の部の勝者は、もちろんゾウ。鳥類の部ではダチョウがトップ。スピード部門はチーターが金メダル…でも、ここまでは常
識レベル。番組では、牙からクモの巣のサイズ部門まで競技を細分化し、各部門のチャンピオンを紹介していく。（HD 制
作） 
    

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 ※11 日を除く 

 

大自然大自然大自然大自然ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント：：：：北極圏北極圏北極圏北極圏    一挙放送一挙放送一挙放送一挙放送（（（（新新新新））））    
放送日時： 5 日（月）～9 日（金） 23：00～24：00  

HV 制作／二ヶ国語放送／60 分番組×全 5 話 
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ライオンライオンライオンライオン    弱肉強食弱肉強食弱肉強食弱肉強食バトルバトルバトルバトル（（（（二二二二）（）（）（）（4444 日日日日 21212121：：：：00000000））））    
ボツワナ北部のオカヴァンゴで、最も過酷な夏を生き抜くライオンの群れの様子をお届けする／新たにボスとなった兄弟
ライオンが、生存競争の激しい地で大きな群れを守る。成体だけでも２１頭という大所帯の群れでは、獲物の確保も大仕
事だ。親ライオンは獲物のバッファロー狩りに奔走するが、なかなか運は巡ってこない。食料不足に苦しむ中、次なる獲
物として狙いを定めたのは…。 
    
サイサイサイサイ    角角角角のののの呪縛呪縛呪縛呪縛（（（（二二二二）（）（）（）（18181818 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
５種しかいなくなってしまったサイの現状と生態を紹介／シロサイ、クロサイ、インドサイ、ジャワサイ、そしてスマトラサイ
…３つのロケーションを訪ね、その地で暮らすサイの姿を追う。角を狙う密猟者の乱獲により、サイが姿を消しつつあるケ
ニアでは、生息数を増やす期待がかけられた若きクロサイを取材。インドからはゾウやトラと同じ居住域で暮らすサイを
紹介する。ボルネオの密林では、希少なスマトラサイを捜索する。（HD 制作） 
    
シマウマシマウマシマウマシマウマのののの大移動大移動大移動大移動（（（（二二二二）（）（）（）（18181818 日日日日 21212121：：：：00000000））））    
東アフリカでのヌーの大移動は有名だが、番組ではシマウマの大移動にスポットをあてる／あまり注目されないシマウマ
の大移動…しかし、大移動の歴史はシマウマの方が長い。主役ヌーの群れに遠慮するかのごとく移動をするシマウマ。
難関のマラ川を渡り、数々の危険を乗り越え、長旅を続ける。二回の大移動を取材し、この壮大なる旅の秘密に迫る。ま
た、豊かな生態系を支える繊細なバランスの崩れにも着目する。 
    
神秘神秘神秘神秘ののののセックスセックスセックスセックス～～～～海洋生物海洋生物海洋生物海洋生物のののの世界世界世界世界～（～（～（～（二二二二）（）（）（）（25252525 日日日日 20202020：：：：00000000））））    
海洋生物の繁殖行動はいまだ多くの謎に包まれている。この番組では、海に生きる生物たちの生命の神秘に迫る。一体
どうやってあの広い海でパートナーを見つけるのか？海水に漂いながら交尾するその方法は？子孫繁栄のために何億
年にも渡って繰り返されてきたその生命の営みを、貴重な映像とともに紹介する。(HD 制作) 
    
タコタコタコタコのののの生態生態生態生態（（（（字字字字）（）（）（）（25252525 日日日日 21212121：：：：00000000））））    
不思議な姿をした海の捕食者、タコが持つ高い知能がいま解き明かされる／８本の腕に巨大な眼が特徴的なタコには、
どれほどの知能があるのだろうか。非常に鋭いクチバシ状の口を持ち、大きなものでは体長５メートルほどにまで成長す
るタコ。時には体の色や形を変え、その姿を周りの風景にすっかり隠してしまう。そんな驚きの生態を持つタコには、複雑
な問題をも解決してしまう高度な知能があったのだ。（HD 制作） 

 

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。 

 

11 月は、パリでスタイリッシュに暮らすおしゃまなねこたちの姿を追っ

た「パリねこ」や、アニマルプラネットが日本で自主製作した、イタリア

の 4 都市気を気ままに散歩しながら猫たち出会う「世界ネコ散歩～イ

タリア～」、同じくアニマルプラネットが日本自主製作した、「じゃらん」

でおなじみのネコ “にゃらん” がプラッと旅に出る「にゃらんたび 2」

など、ネコに関する番組をまる 1 日放送！ 

 
############    
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＜＜＜＜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。 
 

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）    
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。    

アニアニアニアニマルプラネットマルプラネットマルプラネットマルプラネット 
アニマルプラネットは、美しく迫力のある映像をお届けする世界最大級の動物・自然チャンネルです。ペットから野生動物、自然・環境、人々の暮らしや文化ま
でを幅広く取り上げる番組は、子供の学ぶ意欲を高め、大人に衝撃と感動を与えます。世界 209以上の国・地域で放送されている世界最大級のドキュメンタリ

ーチャンネル「ディスカバリーチャンネル」の兄弟チャンネルで、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！、
IPTV放送で視聴いただけます。 

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（木） 7：00～翌朝 5：00 

© Alessandro Katakura 


