


2019.11 「ホビッチョ ！ 」いま話題のおもちゃ・
ゲーム・お菓子・イベントなどの最新
情報を紹介する、キッズ向け情報番組。

赤文字 = 初放送 / オススメ
青文字 =1 話スタート

映画・劇場版

月 4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27

7・14・
21・28

1・8・
15・22・
29

金木水火

6 30
ポチっと発明 ピカちんキット １話からおさらい

　　　　　　　　　　　　　     ポケットモンスター XY      　　　　　  　   　　
28

7 30
妖怪ウォッチ

8
～21日 おじゃる丸 ※21日（～8:15）

21日 おしえて魔法のペンデュラム ～リルリルフェアリル～ セレクション（8:15～）
22日～ 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ!

30
れいぞうこのくにのココモン2 

9 30
それいけ！アンパンマン

［ハピクラ♪タイム］ 子育てTV ハピクラ・ゴーゴー！のりものタウン（～10:25）
 トレインズ -TRAINS- セレクション（10:25～）

10 30
ABCブロッコリ ！

11
30

～11日 ぽけっとあにめプチ！パンパカパンツ ＷおＮＥＷ！
12日～ ぽけっとあにめプチ!パンパカパンツ おＮＥＷ!

それいけ！アンパンマン

12 30
スナックワールド

1 30

㊊～㊌  ～19日 ポケットモンスター ＸＹ　
　　　20日～ ポケットモンスターXY&Z　 ㊍㊎ 情報

～6日 妖怪ウォッチ
7日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし

2 ［ハピクラ♪タイム］子育てTV ハピクラ・ゴーゴー！のりものタウン（～2:55）
本とあそぼう！（2:55～）

3 30

～5日 ABCブロッコリ！
6日～ パウ・パトロール

まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

4 それいけ！アンパンマン

5 　　                         ポケットモンスター サン＆ムーン 1話からおさらい                    58

6
～25日 妖怪ウォッチ シャドウサイド ※25日（～6:30）

25日 けだまのゴンじろー セレクション（6:30～）
26日～ 妖怪ウォッチ

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

ひみつ×戦士 
ファントミラージュ！  

爆丸バトル
プラネット

ポケットモンスター 
サン＆ムーン 妖怪ウォッチ ! 

～1日 魔法×戦士 
マジマジョピュアーズ！ 
ハロウィンスペシャル

8日～ けだまの
ゴンじろー セレクション

30
新幹線変形ロボ シンカリオン　

8 ～8日 バクマン。3rd Series ※8日（～8:30）　 8日 銀魂 セレクション（8:30～）
11日～ イナズマイレブン

9 ～18日 「鬼灯の冷徹」第弐期　19日～ 弱虫ペダル

10
1日 銀魂 将軍セレクション

4～20日 マギ The labyrinth of magic ※20日（～10:30）
20日～ マギ The kingdom of magic ※20日（10:30～）

11 ～7日 蒼穹のファフナー EXODUS
8～26日 はじめの一歩 New Challenger　27日～ はじめの一歩 Rising

0 ～6日 暁のヨナ　7日～ 銀魂

1 ～18日 「鬼灯の冷徹」第弐期　19日～ 弱虫ペダル

2 ～8日 バクマン。3rd Series ※8日（～2:30）　8日 銀魂 セレクション（2:30～）
11日～ イナズマイレブン

3
1日 銀魂 将軍セレクション

4～20日 マギ The labyrinth of magic ※20日（～3:30）
20日～ マギ The kingdom of magic ※20日（3:30～）

4
新幹線変形ロボ シンカリオン

30
～1日 情報　4日～ ポケットモンスター サン＆ムーン １話からおさらい（～5:30）

5 ～1日 ポケットモンスター サン＆ムーン １話からおさらい　4日～ 情報（5:30～）
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土 2・9・16・23・30

6 30
爆丸バトルプラネット

デュエル・マスターズ！！

7 30
けだまのゴンじろー セレクション  28

～16日 妖怪ウォッチ セレクション
23日～ ゾイドワイルド ZERO

8 30
パウ・パトロール

ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

9 30
それいけ ！アンパンマン

 劇場版それいけ !
アンパンマン
2日 ルビーの願い 
　　 （9:58～）
9日 ばいきんまんの逆襲 
16日 アンパンマンと 
　　 ハッピーおたんじょう日（10:03～）
23日 恐竜ノッシーの大冒険 
30日 アンパンマンとたのしい仲間たち 

10

11 30
れいぞうこのくにのココモンセレクション 

ポチっと発明 ピカちんキット

12

～

1

2日  劇場版「名探偵コナン  
　 　水平線上の陰謀（ストラテジー）」 
9日 映画魔法つかいプリキュア! 
　　 奇跡の変身 ! キュアモフルン !（12:12～） 
16日 スチュアート・リトル  
23日 スチュアート・リトル２ 
30日 スチュアート・リトル３ 森の仲間と大冒険 

2 ポケットモンスター

3 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ！！

5 30
妖怪ウォッチ!

イナズマイレブン オリオンの刻印　 58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

7 「鬼灯の冷徹」第弐期 

8 銀魂

9

～

10

蒼穹のファフナー
 2日 RIGHT OF LEFT 
 9日 HEAVEN AND EARTH 
弱虫ペダル
 16日 Re:RIDE 
 23日 Re:ROAD 
　   30日 劇場版 弱虫ペダル   

11        

～  

4

 
ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

2日 忍界大戦・サスケとイタチ
   #555～#568  一挙放送
9日 カカシ暗部篇 ～闇を生きる忍～ 
   #569～#581 一挙放送
16日 忍界大戦・第七班再び 
   #582～#592、#596、#597 一挙放送
23日 忍界大戦・うちはオビト
   #593～#595、#598～#604 一挙放送
30日 忍界大戦・うちはオビト 
   #605～#613 一挙放送

5  銀魂 セレクション ※9・16日（4:35～）  
※23日（3:30～） ※30日（3:00～）

日 3・10・17・24

6

デュエル・マスターズ！！
30

１００％パスカル先生
45

絶体絶命でんぢゃらすじーさん

7 30
けだまのゴンじろー

イナズマイレブン オリオンの刻印　 58

8 30
妖怪ウォッチ！

ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9 それいけ ！アンパンマン
30

劇場版それいけ !
アンパンマン
 3日 キラキラ星の涙 
10日 とべ！とべ！ 

ちびごん（10:29～）
17日 つみき城のひみつ 

（10:08～） 
24日 リリカル★マジカル 

まほうの学校 
（10:08～） 

10

11
19

ボノロン　～不思議な森のいいつたえ～ セレクション
30

けだまのゴンじろー

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
　アドバンスジェネレーション 
  3日 「ミュウと波導（はどう）の勇者  
   ルカリオ」 
 10日 「ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の 
   王子 マナフィ」 
 ダイヤモンド・パール
 17日 「ディアルガＶＳ（たい） 
    パルキアＶＳ（たい）
    ダークライ」 
 24日  「ギラティナと 
   氷空（そら）の花束 
   シェイミ」 

2 銀魂

3 弱虫ペダル GLORY LINE

4 30
妖怪ウォッチ ！

イナズマイレブン オリオンの刻印

5 30

～10日 新幹線変形ロボ シンカリオン
17日～ 爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ ! !

6

～

11

3日 幽☆遊☆白書 9週連続 全話一挙放送  
 魔界編 #104～#112（～10:00）
3日 弱虫ペダル Re:ROAD（10:00～） 
ルパン三世 TVスペシャル 2カ月連続放送
 10日 アルカトラズ コネクション（～7:40） 
 17日 EPISODE：0 ファーストコンタクト 
   （～7:40） 
 24日 お宝返却大作戦！！（～7:40） 
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
 10日 #1～#9（8:00～） 
 17日 #10～#18（8:00～） 
 24日 #19～#27（8:00～） 

0 ～10日 銀魂 ※3日（～1:24） 
17日～ 銀魂 セレクション　

1 3日 けだまのゴンじろー セレクション（1:30～）
10日～ マギ The labyrinth of magic

2
青の祓魔師 ※10日（～2:30）

10日 銀魂 セレクション（2:30～）
17日～ ∀ガンダム

3 「鬼灯の冷徹」第弐期

4
〜 

5
 イナズマイレブン アレスの天秤 ※24日（～5:00）

24日 銀魂 セレクション（5:00～）




