キッズステーション

6:00

2013/09/30(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#20

2013/10/01(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#21

2013/10/02(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#22

2013/10/03(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#23

2013/10/04(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#24

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

#185・186

#187
06:57 ホビッチョ！

#189・190

#191
06:57 ホビッチョ！

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

7:00

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#188
07:28 ホビッチョ！

06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#51

「タケシ！ニビジムをすくえ！」
ポケットモンスター サイドストーリー
「ハナダジムのリベンジマッチ！」

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<後編>
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

<前編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

<後編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

<前編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

<後編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

08:22 ◆ピポンザABC！
#27

08:22 ピポンザABC！
#26

08:22 ピポンザABC！
#27

08:22 ピポンザABC！
#26

08:22 ピポンザABC！
#27

08:52 ぜんまいざむらい #118
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#346

08:52 ぜんまいざむらい #119
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#347

08:52 ぜんまいざむらい #120
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#348

08:52 ぜんまいざむらい #121
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#349

08:52 ぜんまいざむらい #122
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#350

08:55 ぜんまいざむらい 傑作選 #132
09:00 ピポンザABC！
#27

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<前編>
09:55 GO!GO!カートくん #11
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #12
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

<前編>
09:55 GO!GO!カートくん #13
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #14
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウのおばけカーニバル

10:00 ◆アンパンマン情報局
#1310

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #10
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#6
10:30 チャギントン シーズン2
#6
10:45 パブー＆モジーズ #25
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#382
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#182

0:00

07:57 ホビッチョ！
08:00 こびと観察入門 傑作選
#2

08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #124

08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #124

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん #27

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

～不思議な森のいいつたえ～ 傑作選 #1

4:00

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

#7
10:30 チャギントン シーズン2
#7
10:45 ◆ロボカーポリー #13
11:00 (字)おやこでクッキング
#381

#8
10:30 チャギントン シーズン2
#8
10:45 パブー＆モジーズ #26
11:00 (字)おやこでクッキング
#382

#9
10:30 チャギントン シーズン2
#9
10:45 ロボカーポリー #13
11:00 (字)おやこでクッキング
#381

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#183

#184

#185

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:30 チャギントン シーズン2
#10

ＴＶスペシャル「それいけ！アンパンマン
/みなみの海をすくえ！」

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #4

11:00 (字)おやこでクッキング
#382

11:12 カルルとふしぎな塔 傑作選 #1
11:19 ぜんまいざむらい #77

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ☆U900の「ウクレレひきまショー」 #1

#186

11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 名探偵ホームズ
#22

00:00 名探偵ホームズ
#23

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#64

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#65

00:00 名探偵ホームズ
#24
00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#66

00:00 名探偵ホームズ
#25

01:00 モジャ公
#21

01:00 モジャ公
#22

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#167

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#168

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#169

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#170

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#171

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

<後編>

<前編>

<後編>

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

02:30 (字)おやこでクッキング
#381
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 ピポンザABC！
#27

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#20
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#21
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#22
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#23
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#24
03:58 なるほど！エージェント

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

#50

クロノ・ストーン

#51(終)

11:00

かいけつゾロリ

#60
11:56 なるほど！エージェント
00:00 キッズ・ホリデースペシャル

11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #16

00:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル

0:00

劇場版ポケットモンスター
「ミュウツーの逆襲」完全版
劇場版ポケットモンスター
「ピカチュウのなつやすみ」

01:41 こびと観察入門 傑作選
#1
02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ
#23・24

02:00 (字)銀魂
#212・213

2:00

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#23・24

03:00 (字)BLEACH
#77・78

3:00

04:00 ☆◆デュエル・マスターズ ビクトリーV3

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

03:57 ホビッチョ！
#1

「カスミ真剣勝負！命賭けます!?」

4:00

#10

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#45

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#46

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#47

「迷探偵二ャース参上！」
「メイッコルリリは大迷惑？」
04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#48

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#49

04:42 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選 #1・2

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#187
05:28 ホビッチョ！

#189
05:28 ホビッチョ！

#191
05:28 ホビッチョ！

#1
05:28 ホビッチョ！

#3
05:28 ホビッチョ！

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

「ポケモン捜査網！オーキド博士をさがせ!!」

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
リリカル★マジカルまほうの学校」
劇場版「それいけ！アンパンマン
みんな集まれ！アンパンマンワールド」
アンパンマン情報局 #1310

1:00

02:30 (字)おやこでクッキング
#381
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 ピポンザABC！
#26

クロノ・ストーン

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

「メロエッタのキラキラリサイタル」

01:00 モジャ公
#20

9:00

#67・68

「キュレムVS（たい）聖剣士 ケルディオ」
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

#67

01:00 モジャ公
#19

<前編>

#10
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

01:00 モジャ公
#18

8:00

09:57 なるほど！エージェント

00:00 名探偵ホームズ
#21

<後編>

3:00

オリジナルビデオ

7:00

<後編>

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

#63

2:00

セレクション～

はろ～！あにまる 傑作選 #170

6:00

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#25

08:00 こびと観察入門 傑作選
#1

07:55 ボノロン

11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

1:00

オリジナルビデオ

2013/10/06(日)
06:00 ◆(字)無人惑星サヴァイヴ
#52(終)

7:00 わくわく☆サンリオタイム
07:00 キッズ名作アワー
チャーミーキティ１
母をたずねて三千里
けろけろけろっぴのぼくたちのたからもの #39・40

07:28 ホビッチョ！

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

9:00

かいけつゾロリ

#60

#192(終)

07:28 ホビッチョ！

8:00

2013/10/05(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

04:27 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ

#124

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#14

04:54 爆TECH!爆丸 #14
5:00

#188
6:00

7:00

8:00

9:00

#190

#192(終)

#2

#10

#4

06:00 幽☆遊☆白書
#51

06:00 幽☆遊☆白書
#52

06:00 幽☆遊☆白書
#53

06:00 幽☆遊☆白書
#54

06:00 幽☆遊☆白書
#55

06:30 (字)銀魂
#186
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#36

06:30 (字)銀魂
#187
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#37

06:30 (字)銀魂
#188
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#38

06:30 (字)銀魂
#189
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#39

06:30 (字)銀魂
#190
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#40

07:30 (字)BLEACH
#184

07:30 (字)BLEACH
#185

07:30 (字)BLEACH
#186

07:30 (字)BLEACH
#187

07:30 (字)BLEACH
#188

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#74

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#75

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#76

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#77

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#78

08:30 (字)銀魂
#41

08:30 (字)銀魂
#42

08:30 (字)銀魂
#43

08:30 (字)銀魂
#44

08:30 (字)銀魂
#45

09:00 モジャ公
#18
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#11

09:00 モジャ公
#19
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#1

09:00 モジャ公
#20
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#7

09:00 モジャ公
#21
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#11

09:00 モジャ公
#22
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#13

05:00 ☆デュエル・マスターズ ビクトリーV3

5:00

#1

05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
#14
05:58 ホビッチョ！

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#25

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

#121・122(終)

6:00

#67・68

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#212・213

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#23・24

08:00 ◆(字)BLEACH
#77・78

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#23・24

8:00

09:00 ルパン三世

09:00 幽☆遊☆白書
#101～104

9:00

バビロンの黄金伝説

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

10:00 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 ★(字)電脳コイル
#20
#21
#22(終)
#1
10:30 花咲くいろは
#21

10:00 (字)電脳コイル
#2

10:30 花咲くいろは
#22

10:30 花咲くいろは
#23

10:30 花咲くいろは
#24

10:30 花咲くいろは
#25

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#63

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

10:00

10:49 フルーティー侍 #5
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #3

#171
0:00

1:00

2:00

#64

#65

#172

#67

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#174

#100～103

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#44

#175

00:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#60

00:00 ◆有頂天家族
#13(終)

00:00 ☆◆モーレツ宇宙海賊
#1

00:00 ◆アニぱら音楽館
#380

00:00 有頂天家族
#12

00:30 ◆AIR
#9

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#24

00:30 ◆絶園のテンペスト
#4

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#12

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#41

01:00 (字)銀魂
#42

01:00 (字)銀魂
#43

01:00 (字)銀魂
#44

01:00 (字)銀魂
#45

01:00 アニぱら音楽館
#380

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#55

01:30 (字)BLEACH
#184

01:30 (字)BLEACH
#185

01:30 (字)BLEACH
#186

01:30 (字)BLEACH
#187

01:30 (字)BLEACH
#188

01:30 (字)銀魂
#212・213

01:30 AIR
#8

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#74

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#75

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#76

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#77

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#78

02:30 緋色の欠片
#4

02:30 緋色の欠片
#5

02:30 緋色の欠片
#6

02:30 緋色の欠片
#7

02:30 緋色の欠片
#8

第二章

第二章

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#171

#64

第二章

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#65

#172

第二章

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#66

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#173

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#174

#4

第二章

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#175
04:00 アニぱら音楽館
#380

04:30 AIR
#9

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#24

04:30 絶園のテンペスト
#4

04:30 ソードアート・オンライン
#12

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#51

05:00 幽☆遊☆白書
#52

05:00 幽☆遊☆白書
#53

05:00 幽☆遊☆白書
#54

05:00 幽☆遊☆白書
#55

05:30 (字)銀魂
#186

05:30 (字)銀魂
#187

05:30 (字)銀魂
#188

05:30 (字)銀魂
#189

05:30 (字)銀魂
#190

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

1:00

2:00

02:30 俗・さよなら絶望先生 傑作選
#11
03:00 ソードアート・オンライン
#11

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#100～103

04:00 ☆モーレツ宇宙海賊
#1

☆新番組（KIDS初）

02:30 (字)BLEACH
#77・78

#67

04:00 有頂天家族
#13(終)

(解)解説放送

02:00 リトルバスターズ！
#22

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

04:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#60

(字)字幕放送

0:00

#3

04:00 リトルバスターズ！
#23

(二)二カ国語放送

11:00

11:30 アニぱら音楽館
#380

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

00:00 ◆リトルバスターズ！
#23

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

5:00

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#173

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#63

4:00

#66

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

3:00

03:30 絶園のテンペスト
#3
04:00 (字)銀魂
#212・213

4:00

05:00 (字)BLEACH
#77・78

5:00

#4

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

7:00

8:00

2013/10/07(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#25

2013/10/08(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#26

2013/10/09(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#27

2013/10/10(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#28

2013/10/11(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#29

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

「オーキド邸 だいけっせん！」
「がんばれ！前向きロケット団」
ポケットモンスター サイドストーリー
06:57 ホビッチョ！
「カスミ！ブルーバッジをゲットせよ！」 07:00 ポケットモンスター サイドストーリー
「出会いのミレニアムタウン」
07:28 ホビッチョ！
「アルバイトはたいへん二ャース!?」
07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#328
<後編>
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン 07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78
#77

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

08:22 ☆◆ピポンザABC！
#31

08:22 ピポンザABC！
#27

08:52 ぜんまいざむらい #123
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#351

「ポケモン捜査網！オーキド博士をさがせ!!」

ポケットモンスター サイドストーリー
「迷探偵二ャース参上！」「メイッコルリリは大迷惑？」

「カスミ真剣勝負！命賭けます!?」
06:57 ホビッチョ！
07:00 ポケットモンスター サイドストーリー

2013/10/12(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#52(終)

「もうひとつのセレビィ伝説」
ポケットモンスター サイドストーリー
「マサラタウン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
09:55 GO!GO!カートくん #15
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

08:22 ☆ピポンザABC！
#31

08:22 ピポンザABC！
#27

08:22 ☆ピポンザABC！
#31

08:52 ぜんまいざむらい #124
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#352

08:52 ぜんまいざむらい #125
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#353

08:52 ぜんまいざむらい #126
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#354

08:52 ぜんまいざむらい #127
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#355

08:55 ぜんまいざむらい 傑作選 #133
09:00 ピポンザABC！
#28

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
09:55 GO!GO!カートくん #17
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #16
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328

～アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
09:55 GO!GO!カートくん #19
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウのわんぱくアイランド

#10
10:30 チャギントン シーズン2
#11
10:45 パブー＆モジーズ #27
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#383
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#187

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

#11
10:30 チャギントン シーズン2
#12
10:45 ◆ロボカーポリー #14
11:00 (字)おやこでクッキング
#382

#12
10:30 チャギントン シーズン2
#13
10:45 パブー＆モジーズ #28
11:00 (字)おやこでクッキング
#383

#13
10:30 チャギントン シーズン2
#14
10:45 ロボカーポリー #14
11:00 (字)おやこでクッキング
#382

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#188

#189

#190

08:00 こびと観察入門 傑作選
#3

07:57 ホビッチョ！
08:00 こびと観察入門 傑作選
#4

08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #125

08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #125

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん #28

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

07:53 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ 傑作選 #2

00:00 名探偵ホームズ
#26(終)
00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#68
1:00

2:00

3:00

4:00

00:00 ☆小公女セーラ
#1
00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#69

7:00

8:00

9:00

#70

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:30 チャギントン シーズン2
#15

ＴＶスペシャル「それいけ！アンパンマン
/消えたジャムおじさん」

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #5

11:00 (字)おやこでクッキング
#383

11:08 カルルとふしぎな塔 傑作選 #2・3
11:19 ぜんまいざむらい #78

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 U900の「ウクレレひきまショー」 #2
11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 小公女セーラ
#4

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#71

かいけつゾロリ

#61
11:56 なるほど！エージェント
00:00 番組未定

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

11:00

11:35 チャギントン シーズン2 傑作選 #1
11:50 チーズスイートホーム 傑作選 #71
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #17

00:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル

「キュレムVS（たい）聖剣士 ケルディオ」
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#72

「メロエッタのキラキラリサイタル」

01:00 モジャ公
#27

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#172

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#173

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#174

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#175

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#176

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#328

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#328

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#328

02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ
#25・26

02:30 (字)おやこでクッキング
#383
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 ピポンザABC！
#27

02:30 (字)おやこでクッキング
#383
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 ☆ピポンザABC！
#31

02:30 (字)おやこでクッキング
#383
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#25・26

03:00 (字)BLEACH
#79・80

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#25
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#26
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#27
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#28
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#29
03:58 なるほど！エージェント

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー
04:00 ポケットモンスター サイドストーリー
04:00 ポケットモンスター サイドストーリー
「マサラタウン ポケモントレーナーの旅立ち」 「ポケモン研究者シゲルと復活のプテラ」 「ナナコとリザードン！炎の猛特訓！」

04:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーV3

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

「もうひとつのセレビィ伝説」

1:00

ＤＡＮＣＥ

01:41 こびと観察入門 傑作選
#2
02:00 (字)銀魂
#214・215

06:00 幽☆遊☆白書
#56

06:00 幽☆遊☆白書
#57

06:00 幽☆遊☆白書
#58

06:00 幽☆遊☆白書
#59

06:30 (字)銀魂
#191
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#41

06:30 (字)銀魂
#192
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#42

06:30 (字)銀魂
#193
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#43

06:30 (字)銀魂
#194
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#44

07:30 (字)BLEACH
#189

07:30 (字)BLEACH
#190

07:30 (字)BLEACH
#191

07:30 (字)BLEACH
#192

07:30 (字)BLEACH
#193

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#79

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#80

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#81

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#82

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#83

08:30 (字)銀魂
#46

08:30 (字)銀魂
#47

08:30 (字)銀魂
#48

08:30 (字)銀魂
#49

08:30 (字)銀魂
#50

09:00 モジャ公
#23
09:26 ★有頂天家族
#1

09:00 モジャ公
#24
09:26 有頂天家族
#2

09:00 モジャ公
#25
09:26 有頂天家族
#3

09:00 モジャ公
#26
09:26 有頂天家族
#4

09:00 モジャ公
#27
09:26 有頂天家族
#5

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#50

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#51

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#52

05:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

#5
05:28 ホビッチョ！

#7
05:28 ホビッチョ！

#9
05:28 ホビッチョ！

05:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

05:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー プレイバック

#8

#10

05:00 ★(字)イナズマイレブン
#68
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#53

2:00

3:00

03:57 ホビッチョ！

#11
04:27 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ
ポケットモンスター サイドストーリー
「天駆ける伝説 ヒロシとファイヤー！」 #125
04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
04:42 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選 #3・4
#15
04:54 爆TECH!爆丸 #15
05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー
05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーV3
05:00 (字)イナズマイレブン
#69
#11
#2
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#54
#15
#26
05:58 ホビッチョ！
06:00 「ポケットモンスター Ｘ・Ｙ」発売記念SP！ 06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ
06:00 幽☆遊☆白書
(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN
#60
#69・70
#122(終)
06:30 「ポケットモンスター Ｘ・Ｙ」発売記念SP！
06:30 (字)銀魂
☆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン２ デコロラアドベンチャー #123
#195
06:57 ホビッチョ！
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
07:00 ◆(字)銀魂
07:00 (字)ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ
#45
#214・215
#25・26

ポケットモンスター サイドストーリー
「カスミとラブカス！ラブバトル！」

0:00

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

01:00 モジャ公
#26

<後編>

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
ゴミラの星」
劇場版「それいけ！アンパンマン
怪傑ナガネギマンとやきそばパンマン」
アンパンマン情報局 #1310

01:00 モジャ公
#25

<後編>

9:00

#69・70

01:00 モジャ公
#24

#6
6:00

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

8:00

09:57 なるほど！エージェント

#191

00:00 小公女セーラ
#3

7:00

#11
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

01:00 モジャ公
#23

「ロケット団！愛と青春の原点」

5:00

00:00 小公女セーラ
#2

はろ～！あにまる 傑作選 #171

10:00 アンパンマン情報局
#1310

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

0:00

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#26

07:00 キッズ名作アワー
母をたずねて三千里
マイメロディのオオカミさんにきをつけて #41・42
ポムポムプリンのウサギとカメ

<後編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #18
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

6:00

チャーミーキティ２『チャーミー＆フレンズ』

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

2013/10/13(日)
06:00 こびと観察入門 傑作選
#1・2

ポケモントレーナーの旅立ち」 7:00 わくわく☆サンリオタイム

「ロケット団！愛と青春の原点」

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

9:00

かいけつゾロリ

#61

4:00

#2

5:00

6:00

7:00

08:00 ◆(字)BLEACH
#79・80

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#25・26

8:00

09:00 「ポケットモンスター Ｘ・Ｙ」発売記念SP！

09:00 幽☆遊☆白書
#105～108

9:00

(字)ポケットモンスター 先行放送
#1～4

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

10:00 10:00 (字)電脳コイル
#3

10:00 (字)電脳コイル
#4

10:00 (字)電脳コイル
#5

10:00 (字)電脳コイル
#6

10:00 (字)電脳コイル
#7

10:30 ☆小公女セーラ
#1

10:30 小公女セーラ
#2

10:30 小公女セーラ
#3

10:30 小公女セーラ
#4

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#68

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

10:30 花咲くいろは
#26(終)

10:00

10:49 フルーティー侍 #6
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #4

#176
0:00

1:00

2:00

#69

#70

#177

#72

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#179

#104～107

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#24

#180

00:00 ★◆緋色の欠片
#1

00:00 ☆◆BUZZER BEATER
#1

00:00 ◆モーレツ宇宙海賊
#2

00:00 アニぱら音楽館
#380

00:00 有頂天家族
#13(終)

00:30 ◆AIR
#10

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#13

00:30 ◆絶園のテンペスト
#5

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#13

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#46

01:00 (字)銀魂
#47

01:00 (字)銀魂
#48

01:00 (字)銀魂
#49

01:00 (字)銀魂
#50

01:00 アニぱら音楽館
#380

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#60

01:30 (字)BLEACH
#189

01:30 (字)BLEACH
#190

01:30 (字)BLEACH
#191

01:30 (字)BLEACH
#192

01:30 (字)BLEACH
#193

01:30 (字)銀魂
#214・215

01:30 AIR
#9

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#79

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#80

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#81

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#82

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#83

02:30 緋色の欠片
#9

02:30 緋色の欠片
#10

02:30 緋色の欠片
#11

02:30 緋色の欠片
#12

02:30 緋色の欠片
#13(終)

第二章

第二章

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#176

#69

第二章

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#70

#177

第二章

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#71

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#178

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#179

#5

第二章

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#180
04:00 アニぱら音楽館
#380

04:30 AIR
#10

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#13

04:30 絶園のテンペスト
#5

04:30 ソードアート・オンライン
#13

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#56

05:00 幽☆遊☆白書
#57

05:00 幽☆遊☆白書
#58

05:00 幽☆遊☆白書
#59

05:00 幽☆遊☆白書
#60

05:30 (字)銀魂
#191

05:30 (字)銀魂
#192

05:30 (字)銀魂
#193

05:30 (字)銀魂
#194

05:30 (字)銀魂
#195

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

1:00

2:00

02:30 ☆モーレツ宇宙海賊
#1
03:00 ソードアート・オンライン
#12

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#104～107

04:00 モーレツ宇宙海賊
#2

☆新番組（KIDS初）

02:30 (字)BLEACH
#79・80

#72

04:00 ☆BUZZER BEATER
#1

(解)解説放送

02:00 リトルバスターズ！
#23

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

04:00 ★緋色の欠片
#1

(字)字幕放送

0:00

#4

04:00 リトルバスターズ！
#24

(二)二カ国語放送

11:00

11:30 アニぱら音楽館
#380

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

00:00 ◆リトルバスターズ！
#24

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

5:00

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#178

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#68

4:00

#71

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

3:00

03:30 絶園のテンペスト
#4
04:00 (字)銀魂
#214・215

4:00

05:00 (字)BLEACH
#79・80

5:00

#5

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/10/14(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#30

2013/10/15(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#31

2013/10/16(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#32

2013/10/17(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#33

2013/10/18(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#34

2013/10/19(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#62

2013/10/20(日)
06:00 ★(字)(解)環境超人エコガインダー #1

6:00

06:10 ★フルーティー侍 #1
06:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #126

06:30 ★(字)ポケットモンスター
「ポケモン研究者シゲルと復活のプテラ」 #1
ポケットモンスター サイドストーリー
06:57 ホビッチョ！
「カスミとラブカス！ラブバトル！」
07:00 (字)ポケットモンスター
#2

06:30 (字)ポケットモンスター
#3・4

07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#329
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

06:30 ポケットモンスター サイドストーリー

7:00

8:00

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

06:30 (字)ポケットモンスター
#5
06:57 ホビッチョ！
07:00 (字)ポケットモンスター
#6

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

06:30 (字)ポケットモンスター
#7・8

06:30 ★モジャ公
#1

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#27

07:00 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #126

07:00 キッズ名作アワー
母をたずねて三千里
#43・44

07:15
07:21
07:27
07:30
#29

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

★◆フルーティー侍 #1
★爆TECH!爆丸 #1
チーズスイートホーム 傑作選 #1
ぴっちぴち♪しずくちゃん

07:45 ☆(二)リトルプリンセス

シーズン３ #1

8:00 わくわく☆サンリオタイム
チャーミーキティ３『不思議の国のチャーミー』

9:00

08:22 ◆ピポンザABC！
#32

08:22 ☆ピポンザABC！
#31

08:22 ピポンザABC！
#32

08:22 ☆ピポンザABC！
#31

08:22 ピポンザABC！
#32

08:52 ぜんまいざむらい #128
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#356

08:52 ぜんまいざむらい #129
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#357

08:52 ぜんまいざむらい #130
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#358

08:52 ぜんまいざむらい #131
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#359

08:52 ぜんまいざむらい #132
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#360

08:50 ボノロン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
09:55 GO!GO!カートくん #21
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
09:55 GO!GO!カートくん #22
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#328
09:55 GO!GO!カートくん #23
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329

～アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
09:55 GO!GO!カートくん #24
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウたんけんクラブ

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
09:55 GO!GO!カートくん #20
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#14
10:30 チャギントン シーズン2
#16
10:45 パブー＆モジーズ #29
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#384
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#192(終)

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

#15
10:30 チャギントン シーズン2
#17
10:45 ◆ロボカーポリー #15
11:00 (字)おやこでクッキング
#383

#16
10:30 チャギントン シーズン2
#18
10:45 パブー＆モジーズ #30
11:00 (字)おやこでクッキング
#384

#17
10:30 チャギントン シーズン2
#19
10:45 ロボカーポリー #15
11:00 (字)おやこでクッキング
#383

11:24 ★(字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#51

かいけつゾロリ

#52

かいけつゾロリ

#53

パティ＆ジミーの君こそスーパースター
ポムポムプリンの北風と太陽
～不思議な森のいいつたえ～ 傑作選 #3・4

09:00 ピポンザABC！
#29

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:30 チャギントン シーズン2
#20

劇場版「それいけ！アンパンマン
だだんだんとふたごの星」

1:00

2:00

3:00

4:00

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
よみがえれ バナナ島」
劇場版「それいけ！アンパンマン
リズムでてあそび

アンパンマンとふしぎなパラソル」

アンパンマン情報局 #1310

11:00 (字)おやこでクッキング
#384

11:13 カルルとふしぎな塔 傑作選 #4
11:19 ぜんまいざむらい #79

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 U900の「ウクレレひきまショー」 #3

かいけつゾロリ

#54

11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 小公女セーラ
#6

00:00 小公女セーラ
#7

00:00 小公女セーラ
#8

00:00 小公女セーラ
#9

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#76

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #6

00:00 小公女セーラ
#5

#75

9:00

09:57 なるほど！エージェント

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91

#74

#12
08:58 ホビッチョ！
#71・72

10:00 アンパンマン情報局
#1310

11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91

#73

8:00

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

かいけつゾロリ

#62

0:00

07:57 ホビッチョ！
08:00 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#16

7:00

11:00

11:30 チャギントン シーズン2 傑作選 #2

11:45 カルルとふしぎな塔 傑作選 #5
11:50 チーズスイートホーム 傑作選 #74

11:56 なるほど！エージェント
00:00 キッズ・ホリデースペシャル
劇場版「名探偵コナン
天国へのカウントダウン」

11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #18

00:00 番組未定

0:00

#77

01:00 モジャ公
#28

01:00 モジャ公
#29

01:00 モジャ公
#30

01:00 モジャ公
#31

01:00 モジャ公
#32

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#177

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#178

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#179

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#180

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#181

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#329

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#328

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#329

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#328

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#329

01:45 こびと観察入門 傑作選 #3
02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ
#27・28

02:00 (字)銀魂
#216・217

2:00

02:30 (字)おやこでクッキング
#384
02:54 本とあそぼう！ #334
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

02:30 (字)おやこでクッキング
#383
02:54 本とあそぼう！ #334
03:00 ☆ピポンザABC！
#31

02:30 (字)おやこでクッキング
#384
02:54 本とあそぼう！ #334
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

02:30 (字)おやこでクッキング
#383
02:54 本とあそぼう！ #334
03:00 ピポンザABC！
#32

02:30 (字)おやこでクッキング
#384
02:54 本とあそぼう！ #334
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#78

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#27・28

03:00 (字)BLEACH
#81・82

3:00

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#30
03:58 なるほど！エージェント
04:00 ★(字)ポケットモンスター
#1・2

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#31
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#3・4

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#32
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#5・6

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#33
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#7・8

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#34
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#9・10

04:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーV3

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

1:00

03:57 ホビッチョ！
#3

4:00

#12

04:27 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ

#126
04:42 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選 #5・6

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#16

04:54 爆TECH!爆丸 #16
5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

05:00 (字)イナズマイレブン
#70
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#55

05:00 (字)イナズマイレブン
#71
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#56

05:00 (字)イナズマイレブン
#72
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#57

05:00 (字)イナズマイレブン
#73
05:28 ホビッチョ！
05:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#58(終)

05:00 (字)イナズマイレブン
#74
05:28 ホビッチョ！

06:00 幽☆遊☆白書
#61

06:00 幽☆遊☆白書
#62

06:00 幽☆遊☆白書
#63

06:00 幽☆遊☆白書
#64

06:00 幽☆遊☆白書
#65

06:30 (字)銀魂
#196
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#46

06:30 (字)銀魂
#197
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#47

06:30 (字)銀魂
#198
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#48

06:30 (字)銀魂
#199
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#49

06:30 (字)銀魂
#200
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#50

07:30 (字)BLEACH
#194

07:30 (字)BLEACH
#195

07:30 (字)BLEACH
#196

07:30 (字)BLEACH
#197

07:30 (字)BLEACH
#198

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#84

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#85

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#86

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#87

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#88

08:30 (字)銀魂
#51

08:30 (字)銀魂
#52

08:30 (字)銀魂
#53

08:30 (字)銀魂
#54

08:30 (字)銀魂
#55

09:00 モジャ公
#28
09:26 有頂天家族
#6

09:00 モジャ公
#29
09:26 有頂天家族
#7

09:00 モジャ公
#30
09:26 有頂天家族
#8

09:00 モジャ公
#31
09:26 有頂天家族
#9

09:00 モジャ公
#32
09:26 有頂天家族
#10

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#12

5:00

#3

05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ

#1

05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーV3

#16
05:58 ホビッチョ！
06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン２

デコロラアドベンチャー
#123・124

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#27
06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

6:00

#71・72

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#216・217

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#27・28

08:00 ◆(字)BLEACH
#81・82

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#27・28

8:00

09:00 劇場版銀魂 新訳紅桜篇

09:00 幽☆遊☆白書
#109～112(終)

9:00

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91

10:00 10:00 (字)電脳コイル
#8
10:30 小公女セーラ
#5

10:00 (字)電脳コイル
#9

10:00 (字)電脳コイル
#10

10:00 (字)電脳コイル
#11

10:00 (字)電脳コイル
#12

10:30 小公女セーラ
#6

10:30 小公女セーラ
#7

10:30 小公女セーラ
#8

10:30 小公女セーラ
#9

10:00

10:42 ギャグマンガ日和２ 傑作選 #3
10:49 フルーティー侍 #7
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #5

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#73

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#181
0:00

1:00

2:00

#74

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#75

#182

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#76

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#183

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#184

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#77

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#108～111

#185

00:00 ◆リトルバスターズ！
#25

00:00 ◆緋色の欠片
#2

00:00 ◆BUZZER BEATER
#2

00:00 ◆モーレツ宇宙海賊
#3

00:00 ◆アニぱら音楽館
#381

00:00 ☆BUZZER BEATER
#1

00:30 ◆AIR
#11

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#28

00:30 ◆絶園のテンペスト
#6

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#14

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#51

01:00 (字)銀魂
#52

01:00 (字)銀魂
#53

01:00 (字)銀魂
#54

01:00 (字)銀魂
#55

01:00 アニぱら音楽館
#381

01:00 ★緋色の欠片
#1

01:30 (字)BLEACH
#194

01:30 (字)BLEACH
#195

01:30 (字)BLEACH
#196

01:30 (字)BLEACH
#197

01:30 (字)BLEACH
#198

01:30 (字)銀魂
#216・217

01:30 AIR
#10

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#84

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#85

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#86

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#87

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#88

#1

#2

#3

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#73

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#181

5:00

#74

#42

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#75

#182

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#76

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#183

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#184

#6

#47

02:00 リトルバスターズ！
#24

#77

#185

04:00 モーレツ宇宙海賊
#3

04:00 アニぱら音楽館
#381

04:30 AIR
#11

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#28

04:30 絶園のテンペスト
#6

04:30 ソードアート・オンライン
#14

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#61

05:00 幽☆遊☆白書
#62

05:00 幽☆遊☆白書
#63

05:00 幽☆遊☆白書
#64

05:00 幽☆遊☆白書
#65

05:30 (字)銀魂
#196

05:30 (字)銀魂
#197

05:30 (字)銀魂
#198

05:30 (字)銀魂
#199

05:30 (字)銀魂
#200

☆新番組（KIDS初）

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#108～111

04:00 BUZZER BEATER
#2

(解)解説放送

03:00 ソードアート・オンライン
#13

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

1:00

2:00

02:30 モーレツ宇宙海賊
#2

#81・82

04:00 緋色の欠片
#2

(字)字幕放送

0:00

#5

04:00 リトルバスターズ！
#25

(二)二カ国語放送

11:00

11:30 アニぱら音楽館
#381

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 (字)BLEACH

4:00

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#13

3:00

03:30 絶園のテンペスト
#5
04:00 (字)銀魂
#216・217

4:00

05:00 (字)BLEACH
#81・82

5:00

#6

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/10/21(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#35

2013/10/22(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#36

2013/10/23(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#37

2013/10/24(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#38

2013/10/25(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#39

2013/10/26(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#63

2013/10/27(日)
06:00 (字)(解)環境超人エコガインダー #2

6:00

06:10 フルーティー侍 #2
06:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #127

06:30 (字)ポケットモンスター
#9・10
7:00

8:00

9:00

06:30 (字)ポケットモンスター
#11
06:57 ホビッチョ！
07:00 (字)ポケットモンスター
#12

06:30 (字)ポケットモンスター
#13・14

06:30 (字)ポケットモンスター
#15
06:57 ホビッチョ！
07:00 (字)ポケットモンスター
#16

06:30 (字)ポケットモンスター
#17・18

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

08:22 ◆ピポンザABC！
#33

08:22 ピポンザABC！
#32

08:22 ピポンザABC！
#33

08:22 ピポンザABC！
#32

08:22 ピポンザABC！
#33

8:00 わくわく☆サンリオタイム
ハローキティのシンデレラ
キティとミミィのハッピーバースデー
けろけろけろっぴの大冒険

08:52 ぜんまいざむらい #133
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#361

08:52 ぜんまいざむらい #134
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#362

08:52 ぜんまいざむらい #135
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#363

08:52 ぜんまいざむらい #136
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#364

08:52 ぜんまいざむらい #137
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#365

09:00 ピポンザABC！
#30

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
09:55 GO!GO!カートくん #26
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
09:55 GO!GO!カートくん #27
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
09:55 GO!GO!カートくん #28
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
09:55 GO!GO!カートくん #29
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウ 氷の大冒険

オリジナルビデオ

11:24 (字)まじめにふまじめ

セレクション～

かいけつゾロリ

#55

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

#19
10:30 チャギントン シーズン2
#22
10:45 ◆ロボカーポリー #16
11:00 (字)おやこでクッキング
#384

#20
10:30 チャギントン シーズン2
#23
10:45 パブー＆モジーズ #32
11:00 (字)おやこでクッキング
#385

#21
10:30 チャギントン シーズン2
#24(終)
10:45 ロボカーポリー #16
11:00 (字)おやこでクッキング
#384

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#56

かいけつゾロリ

#57

かいけつゾロリ

#58

07:45 (二)リトルプリンセス

劇場版「それいけ！アンパンマン
ブラックノーズと魔法の歌」
11:13 カルルとふしぎな塔 傑作選 #6
11:19 ぜんまいざむらい #80

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 U900の「ウクレレひきまショー」 #4

かいけつゾロリ

#59

11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 小公女セーラ
#14

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

4:00

#79

#80

#81

9:00

09:57 なるほど！エージェント
10:00 アンパンマン情報局
#1310

11:00 (字)おやこでクッキング
#385

00:00 小公女セーラ
#13

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330

10:30 ★チャギントン シーズン2
#1

00:00 小公女セーラ
#12

8:00

#73・74

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #7

00:00 小公女セーラ
#11

07:57 ホビッチョ！
08:00 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#17

09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

00:00 小公女セーラ
#10

#78

シーズン３ #2

7:00

#13
08:58 ホビッチョ！

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91

3:00

◆フルーティー侍 #2
爆TECH!爆丸 #2
チーズスイートホーム 傑作選 #2
ぴっちぴち♪しずくちゃん

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

#18
10:30 チャギントン シーズン2
#21
10:45 パブー＆モジーズ #31
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#385

2:00

07:00 キッズ名作アワー
母をたずねて三千里
#45・46

07:15
07:21
07:27
07:30
#30

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#329
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

～アンパンマン

1:00

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#28

07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#330
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
09:55 GO!GO!カートくん #25
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

0:00

06:30 モジャ公
#2
07:00 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #127

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
てのひらを太陽に」
劇場版「それいけ！アンパンマン
アンパンマンとおかしな仲間」
アンパンマン情報局 #1310
11:00

かいけつゾロリ

#63
11:56 なるほど！エージェント
00:00 キッズ・ホリデースペシャル
ルパン三世 ＴＶスペシャル
「バイバイ・リバティー・危機一発！」

#82

11:48 カルルとふしぎな塔 傑作選 #7
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #19

00:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル

0:00

劇場版ポケットモンスター
「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
劇場版ポケットモンスター
「ピカチュウたんけんたい」

01:00 モジャ公
#33

01:00 モジャ公
#34

01:00 モジャ公
#35

01:00 モジャ公
#36

01:00 モジャ公
#37

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#182

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#183

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#184

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#185

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#186

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#330

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#329

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#330

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#329

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#330

01:43 こびと観察入門 傑作選
#4
02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ
#29・30

02:00 (字)銀魂
#218・219

2:00

02:30 (字)おやこでクッキング
#385
02:54 本とあそぼう！ #335
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

02:30 (字)おやこでクッキング
#384
02:54 本とあそぼう！ #335
03:00 ピポンザABC！
#32

02:30 (字)おやこでクッキング
#385
02:54 本とあそぼう！ #335
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

02:30 (字)おやこでクッキング
#384
02:54 本とあそぼう！ #335
03:00 ピポンザABC！
#33

02:30 (字)おやこでクッキング
#385
02:54 本とあそぼう！ #335
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#79

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#29・30

03:00 (字)BLEACH
#83・84

3:00

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#35
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#11・12

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#36
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#13・14

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#37
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#15・16

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#38
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#17・18

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#39
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#19・20

04:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーV3

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

1:00

03:57 ホビッチョ！
#4

4:00

#13

04:27 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ

#127
04:42 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選 #7・8

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#17

04:54 爆TECH!爆丸 #17
5:00

05:00 (字)イナズマイレブン
#75
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#76
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#77
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#78
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#79
05:28 ホビッチョ！

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#13

6:00

7:00

8:00

9:00

#3

#4

#5

#6

#17
05:58 ホビッチョ！

06:00 幽☆遊☆白書
#66

06:00 幽☆遊☆白書
#67

06:00 幽☆遊☆白書
#68

06:00 幽☆遊☆白書
#69

06:00 幽☆遊☆白書
#70

06:30 (字)銀魂
#201
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#51

06:30 (字)銀魂
#202
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#52

06:30 (字)銀魂
#203
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#53

06:30 (字)銀魂
#204
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#54

06:30 (字)銀魂
#205
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#55

07:30 (字)BLEACH
#199

07:30 (字)BLEACH
#200

07:30 (字)BLEACH
#201

07:30 (字)BLEACH
#202

07:30 (字)BLEACH
#203

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#89

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#90

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#91

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#92

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#93

08:30 (字)銀魂
#56

08:30 (字)銀魂
#57

08:30 (字)銀魂
#58

08:30 (字)銀魂
#59

08:30 (字)銀魂
#60

09:00 モジャ公
#33
09:26 有頂天家族
#11

09:00 モジャ公
#34
09:26 有頂天家族
#12

09:00 モジャ公
#35
09:26 有頂天家族
#13(終)

09:00 モジャ公
#36
09:26 ★(字)FAIRY TAIL
#49

09:00 モジャ公
#37
09:26 (字)FAIRY TAIL
#50

5:00

#4

05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ

#2

05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーV3

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン２

デコロラアドベンチャー
#124・125

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#28
06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

6:00

#73・74

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#218・219

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#29・30

08:00 ◆(字)BLEACH
#83・84

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#29・30

8:00

09:00 劇場版「名探偵コナン
天国へのカウントダウン」

09:00 番組未定

9:00

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #91

10:00 10:00 (字)電脳コイル
#13

10:00 (字)電脳コイル
#14

10:00 (字)電脳コイル
#15

10:00 (字)電脳コイル
#16

10:00 (字)電脳コイル
#17

10:30 小公女セーラ
#11

10:30 小公女セーラ
#12

10:30 小公女セーラ
#13

10:30 小公女セーラ
#14

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#78

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

10:30 小公女セーラ
#10

10:00

10:49 フルーティー侍 #8
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #6

#186
0:00

1:00

2:00

#79

#80

#187

#81

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#188

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#189

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#28

#190

00:00 ◆BUZZER BEATER
#3

00:00 ◆モーレツ宇宙海賊
#4

00:00 アニぱら音楽館
#381

00:00 BUZZER BEATER
#2

00:30 ◆AIR
#12(終)

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#49

00:30 ◆絶園のテンペスト
#7

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#15

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#56

01:00 (字)銀魂
#57

01:00 (字)銀魂
#58

01:00 (字)銀魂
#59

01:00 (字)銀魂
#60

01:00 アニぱら音楽館
#381

01:00 緋色の欠片
#2

01:30 (字)BLEACH
#199

01:30 (字)BLEACH
#200

01:30 (字)BLEACH
#201

01:30 (字)BLEACH
#202

01:30 (字)BLEACH
#203

01:30 (字)銀魂
#218・219

01:30 AIR
#11

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#89

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#90

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#91

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#92

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#93

#53

#55

#60

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#186

#79

#49

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#80

#187

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#81

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#188

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#189

#7

02:30 (字)FAIRY TAIL
#50

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#190
04:00 アニぱら音楽館
#381

04:30 AIR
#12(終)

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#49

04:30 絶園のテンペスト
#7

04:30 ソードアート・オンライン
#15

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#66

05:00 幽☆遊☆白書
#67

05:00 幽☆遊☆白書
#68

05:00 幽☆遊☆白書
#69

05:00 幽☆遊☆白書
#70

05:30 (字)銀魂
#201

05:30 (字)銀魂
#202

05:30 (字)銀魂
#203

05:30 (字)銀魂
#204

05:30 (字)銀魂
#205

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

1:00

2:00

02:30 モーレツ宇宙海賊
#3
03:00 ソードアート・オンライン
#14

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#112～115

04:00 モーレツ宇宙海賊
#4

☆新番組（KIDS初）

02:30 (字)BLEACH
#83・84

#82

04:00 BUZZER BEATER
#3

(解)解説放送

02:00 リトルバスターズ！
#25

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

04:00 緋色の欠片
#3

(字)字幕放送

0:00

#6

04:00 リトルバスターズ！
#26(終)

(二)二カ国語放送

11:00

11:30 アニぱら音楽館
#381

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

00:00 ◆緋色の欠片
#3

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#78

5:00

#112～115

00:00 ◆リトルバスターズ！
#26(終)

02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション 傑作選 02:30 ★(字)FAIRY TAIL

4:00

#82

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

3:00

03:30 絶園のテンペスト
#6
04:00 (字)銀魂
#218・219

4:00

05:00 (字)BLEACH
#83・84

5:00

#7

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/10/28(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#40

2013/10/29(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#41

2013/10/30(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#42

2013/10/31(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#43

06:30 (字)ポケットモンスター
#19・20

06:30 (字)ポケットモンスター
#21
06:57 ホビッチョ！
07:00 (字)ポケットモンスター
#22

06:30 (字)ポケットモンスター
#23・24

06:30 (字)ポケットモンスター
#25
06:57 ホビッチョ！
07:00 (字)ポケットモンスター
#26

7:00

8:00

9:00

07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#331
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#81

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#331
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#81

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

08:22 ◆ピポンザABC！
#34

08:22 ピポンザABC！
#33

08:22 ピポンザABC！
#34

08:22 ピポンザABC！
#33

08:52 ぜんまいざむらい #138
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#366

08:52 ぜんまいざむらい #139
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#367

08:52 ぜんまいざむらい #140
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#368

08:52 ぜんまいざむらい #141
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#369

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
09:55 ☆GO!GO!カートくん #31
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#331
09:55 GO!GO!カートくん #32
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#330
09:55 GO!GO!カートくん #33
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

～アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#331
09:55 GO!GO!カートくん #30
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#22
10:30 チャギントン シーズン2
#2
10:45 パブー＆モジーズ #33
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#386
11:24 (字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#60

0:00

2:00

3:00

4:00

5:00

セレクション～

オリジナルビデオ

セレクション～

オリジナルビデオ

#24
10:30 チャギントン シーズン2
#4
10:45 パブー＆モジーズ #34
11:00 (字)おやこでクッキング
#386

#27
10:30 チャギントン シーズン2
#5
10:45 ロボカーポリー #17
11:00 (字)おやこでクッキング
#385

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

11:24 (字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#61

かいけつゾロリ

#62

2013/11/03(日)
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

かいけつゾロリ

#63

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92

00:00 小公女セーラ
#15

00:00 小公女セーラ
#16

00:00 小公女セーラ
#17

00:00 小公女セーラ
#18

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#84

2013/11/02(土)

セレクション～

#23
10:30 チャギントン シーズン2
#3
10:45 ◆ロボカーポリー #17
11:00 (字)おやこでクッキング
#385

11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92

#83
1:00

オリジナルビデオ

2013/11/01(金)

#85

0:00

#86

01:00 モジャ公
#38

01:00 モジャ公
#39

01:00 モジャ公
#40

01:00 モジャ公
#41

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#187

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#188

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#189

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#190

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#331

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#330

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#331

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#330

02:30 (字)おやこでクッキング
#386
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

02:30 (字)おやこでクッキング
#385
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 ピポンザABC！
#33

02:30 (字)おやこでクッキング
#386
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#80

02:30 (字)おやこでクッキング
#385
02:54 本とあそぼう！ #333
03:00 ピポンザABC！
#34

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#40
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#21・22

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#41
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#23・24

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#42
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#25・26

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#43
03:58 なるほど！エージェント
04:00 (字)ポケットモンスター
#27・28

05:00 (字)イナズマイレブン
#80
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#81
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#82
05:28 ホビッチョ！

05:00 (字)イナズマイレブン
#83
05:28 ホビッチョ！

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック 05:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ プレイバック

#7
6:00

7:00

8:00

9:00

#8

#9

#10

06:00 幽☆遊☆白書
#71

06:00 幽☆遊☆白書
#72

06:00 幽☆遊☆白書
#73

06:00 幽☆遊☆白書
#74

06:30 (字)銀魂
#206
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#56

06:30 (字)銀魂
#207
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#57

06:30 (字)銀魂
#208
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#58

06:30 (字)銀魂
#209
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#59

07:30 (字)BLEACH
#204

07:30 (字)BLEACH
#205

07:30 (字)BLEACH
#206

07:30 (字)BLEACH
#207

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#94

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#95

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#96

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#97

08:30 (字)銀魂
#61

08:30 (字)銀魂
#62

08:30 (字)銀魂
#63

08:30 (字)銀魂
#64

09:00 モジャ公
#38
09:26 (字)FAIRY TAIL
#51

09:00 モジャ公
#39
09:26 (字)FAIRY TAIL
#52

09:00 モジャ公
#40
09:26 (字)FAIRY TAIL
#53

09:00 モジャ公
#41
09:26 (字)FAIRY TAIL
#54

6:00

7:00

8:00

9:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #92

10:00 10:00 (字)電脳コイル
#18

10:00 (字)電脳コイル
#19

10:00 (字)電脳コイル
#20

10:00 (字)電脳コイル
#21

10:30 小公女セーラ
#16

10:30 小公女セーラ
#17

10:30 小公女セーラ
#18

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#83

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

10:30 小公女セーラ
#15

#191

#84

#85

#192

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#193

#194

00:30 ☆◆青い花 Sweet Blue Flowers 00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#50
#1

00:30 ◆絶園のテンペスト
#8

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#16

01:00 (字)銀魂
#61

01:00 (字)銀魂
#62

01:00 (字)銀魂
#63

01:00 (字)銀魂
#64

01:30 (字)BLEACH
#204

01:30 (字)BLEACH
#205

01:30 (字)BLEACH
#206

01:30 (字)BLEACH
#207

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#94

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#95

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#96

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#97

02:30 (字)FAIRY TAIL
#51

02:30 (字)FAIRY TAIL
#52

02:30 (字)FAIRY TAIL
#53

02:30 (字)FAIRY TAIL
#54

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#83

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

2:00

#191
4:00

5:00

00:00 ◆緋色の欠片
#4

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

00:00 ◆モーレツ宇宙海賊
#5

1:00

00:00 俗・さよなら絶望先生 傑作選
#2

#84

#85

#192

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#193

04:00 モーレツ宇宙海賊
#5

04:30 ☆青い花 Sweet Blue Flowers
#1

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#50

04:30 絶園のテンペスト
#8

04:30 ソードアート・オンライン
#16

05:00 幽☆遊☆白書
#71

05:00 幽☆遊☆白書
#72

05:00 幽☆遊☆白書
#73

05:00 幽☆遊☆白書
#74

05:30 (字)銀魂
#206

05:30 (字)銀魂
#207

05:30 (字)銀魂
#208

05:30 (字)銀魂
#209

☆新番組（KIDS初）

2:00

3:00

#194

04:00 BUZZER BEATER
#4

(解)解説放送

1:00

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

04:00 緋色の欠片
#4

(字)字幕放送

0:00

#86

04:00 俗・さよなら絶望先生 傑作選
#2

(二)二カ国語放送

11:00

#86

00:00 ◆BUZZER BEATER
#4

0:00

10:00

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

4:00

5:00

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

