


日 10・17・24・31

6
デュエル・マスターズ キング

30
イナズマイレブン アレスの天秤

7
10日～  けだまのゴンじろー セレクション

30
～31日 妖怪ウォッチ！ 　　　    58

8
妖怪学園Y～Nとの遭遇～

30
ポケットモンスター（2019年） 　58

9
劇場版

それいけ !
アンパンマン

10日 ゆうれい船を 
　　  やっつけろ！！（9:37～） 
17日 空とぶ絵本とガラスの靴（9:37～） 
24日 虹のピラミッド（9:32～） 
31日 てのひらを太陽に（9：32～） 10

45
ポータウンのなかまたち

11 30
ミュークルドリーミー

トミカ絆合体 アースグランナー

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
ベストウイッシュ  

10日  「キュレムＶＳ（たい） 
　　 聖剣士 ケルディオ」 
17日  「神速のゲノセクト  
　　 ミュウツー覚醒」 
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ  
24日  「破壊の繭と 
　　 ディアンシー」
31日  「光輪（リング）の
　　 超魔神 フーパ」

2

～

3

10日  弱虫ペダル Re:RIDE 
17日  弱虫ペダル Re:ROAD 
24日  劇場版 弱虫ペダル 
31日 弱虫ペダル SPARE BIKE 

4 妖怪学園Y～Nとの遭遇～

5
～31日 妖怪ウォッチ！

30
デュエル・マスターズ キング

6

～

9

美少女戦士セーラームーンCrystal
　10日 #1～#9
　17日 #10～#18
　24日 #19～#27 
　31日 #28～#39（～11:30）

10

～  

0

乃木坂46版 ミュージカル
「美少女戦士セーラームーン」　

　 10日 【Team MOON】（～1:05）
　 17日 【Team STAR】（～1:05）
　 24日  2019（～1:15） 
31日 銀魂 セレクション（11:30～）

1
モンスターファーム ～円盤石の秘密～
※10・17日（1:05～）
※24日（1:30～）

2 30
イナズマイレブン アレスの天秤

10日～ けだまのゴンじろー セレクション

3
トミカ絆合体 アースグランナー

30
～31日 妖怪ウォッチ！

4

10・17日 ふるさと再生　
　　　　日本の昔ばなし セレクション
24・31日 銀魂 （～5:00）

30
10・17日 ポケットモンスター 
　　　　サン＆ムーン セレクション

5 銀魂 セレクション

土 9・16・23・30

6 30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

デュエル・マスターズ キング

7 30
アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ！   28

最響カミズモード！ 

8 30
パウ・パトロール セレクション

ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

9

劇場版
それいけ !
アンパンマン

  9日 鉄火のマキちゃんと
　　 金のかまめしどん 
16日 怪傑ナガネギマンとドレミ姫 
23日 つきことしらたま
　　 ～ときめき
　　 ダンシング～ 
30日 くろゆき姫と
　　 モテモテ
　　 ばいきんまん 

10

30
ABCブロッコリ！

11

ポータウンのなかまたち
15

GO!GO!アトム
30

9日～ ひみつ×戦士  
　　　ファントミラージュ！ セレクション

12

～

1

映画クレヨンしんちゃん
 9日 オラの引越し物語 
　　 ～サボテン大襲撃～ 
16日 爆睡！ユメミーワールド大突撃 
23日 襲来！！宇宙人シリリ 
30日 爆盛！カンフーボーイズ  
　　 ～拉麺大乱～  

2 ポケットモンスター

3 30
ＨＵＧっと！プリキュア

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
トミカ絆合体 アースグランナー

デュエル・マスターズ キング

5 妖怪学園Y～Nとの遭遇～　　58

6 ポケットモンスター（2019年）   58

7 ソニックＸ

8 ヒカルの碁

9

～

10

ルパン三世
  9日 血の刻印 永遠のmermaid 
16日 東方見聞録  
　　 ～アナザーページ～ 

dTVオリジナルドラマ
23日 銀魂 -ミツバ篇- 
30日 銀魂２  
　　-世にも奇妙な銀魂ちゃん- 

11 

～  

5

銀魂
　 9日 #65～#80
　16日 #81～#96
　23日 #97～#99 （～0:30）
23日 劇場版銀魂 新訳紅桜篇
　　（0:30～2:15）
　　 劇場版銀魂 完結篇  
　　 万事屋よ永遠なれ（2:15～） 
30日 舞台『弱虫ペダル』（～1:45）
　　 舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇 
　　 ～眠れる直線鬼～（1:45～） 

5・12・
19・26

4・11・
18・25

6・13・
20・27

7・14・
21・28

8・15・
22・29金月 木水火

6 30

～27日 れいぞうこのくにのココモン2  
28日～ れいぞうこのくにのココモン3  

30

4日～ 新幹線変形ロボ シンカリオン  　　　     　
28

7 子育てTV ハピクラ

8 30

4日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
5日～  ＨＵＧっと！プリキュア

～29日 パウ・パトロール

9
それいけ ! アンパンマン

30
子育てTV ハピクラ

10
ゴーゴー！のりものタウン

30
ABCブロッコリ！

11 30
ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2 

それいけ！アンパンマン

12 30
～29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

1
㊊～㊌ パウ・パトロール セレクション ※11日 情報　
㊍㊎ 情報 ※14日 パウ・パトロール セレクション

30
ポケットモンスター サン＆ムーン

2
子育てTV ハピクラ

30
ゴーゴー ！のりものタウン

3 30
それいけ！アンパンマン 

4日～ ＨＵＧっと！プリキュア

4

4日～ おじゃる丸 ※26日（～4:15）
26日 １００％パスカル先生 セレクション（4:15～）
27日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

30
ポチっと発明 ピカちんキット

55
本とあそぼう！

5 ポケットモンスター 　　　　　　　　　　　   58

6 妖怪ウォッチ 

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
ポリス×戦士 

ラブパトリーナ！
トミカ絆合体 
アースグランナー 

ポケットモンスター
（2019年）

妖怪学園Y
～Nとの遭遇～

デュエル・
マスターズ キング

30
4日～ 美少女戦士セーラームーンCrystal

8 4～28日 弱虫ペダル
29日 弱虫ペダル Re:RIDE （～9:40）  

9 4日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

10 銀魂

11 4～12日 ドラマ『弱虫ペダル』
13～29日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』

0

～5日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 シカマル秘伝　
　　  闇の黙に浮ぶ雲
6～11日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 木ノ葉秘伝　
　　　　祝言日和 ※11日（～0:30）
11日 銀魂 セレクション（0:30～）
12日～ NINKU-忍空-

1 4～28日 弱虫ペダル
29日 弱虫ペダル Re:RIDE（～2:40） 

2 4日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

3 銀魂

4 4日～ 美少女戦士セーラームーンCrystal
30

ポケットモンスター

5 30
情報

金 1・土 2・日 3
年 始 特 別 編 成

6 30
ゴーゴー！のりものタウン セレクション

子育てTV ハピクラ セレクション

7 30

トミカ絆合体 アースグランナー セレクション 
　　   1・2日 28

ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション
     3日 58

8

パウ・パトロール セレクション
30

1日 ポータウンのなかまたち １話からおさらい
2・3日 GO!GO!アトム セレクション

45
おじゃる丸 セレクション 　　　　 3日 58

9

劇場版 それいけ！アンパンマン
劇場版 それいけ ! アンパンマン
1日　ブルブルの宝探し大冒険！（～10:05）
2日　かがやけ！クルンといのちの星（～10:05）
3日　きらめけ！アイスの国のバニラ姫（～10:10）   

10

～

11

おじゃる丸スペシャル
1日　おじゃる丸　満月ロード危機一髪  
　　タマにはマロも大冒険（10:30～）  
2日　おじゃる丸スペシャル　 
　　 銀河がマロを 呼んでいる
　   ～ふたりのねがい星～（10:30～）  

若おかみは小学生！
3日 映画 若おかみは小学生！（10:10～） 

12

～

1

クレヨンしんちゃん 
映画クレヨンしんちゃん
1日　爆睡！ユメミーワールド大突撃 
2日　襲来! ! 宇宙人シリリ 　 
3日　爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 

2

～

3

妖怪ウォッチ
映画 妖怪ウォッチ
1日 シャドウサイド 鬼王の復活 　
2日 FOREVER FRIENDS 

3日 映画 妖怪学園Y   猫はHEROになれるか 

4
まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション

30
ミュウツーセレクション
ポケットモンスター   　　 　　　 2日 58

5

～

6

最新作公開記念 
ポケモン映画 4週連続一挙放送 !！

劇場版ポケットモンスター
1日 キミにきめた！ 　
2日 みんなの物語 
3日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 　　　

　　   1・2日 28

7

～

8

名探偵コナン
劇場版「名探偵コナン」
1日 天空の難破船（ロスト・シップ）
2日 沈黙の15分（クォーター）
3日 11人目のストライカー

9

～

11

弱虫ペダル
1日　 弱虫ペダル SPARE BIKE（～10:10）
　　 弱虫ペダル Re:RIDE（10:10～）
2日　 弱虫ペダル Re:ROAD（～10:40）
 　  劇場版 弱虫ペダル（10:40～0:20）
3日　 弱虫ペダル 
　　Re:GENERATION
　 　（～10:40） 映画 犬夜叉

映画 犬夜叉 
3日 時代を越える想い
　　（10:40～0：30）
 　 鏡の中の夢幻城
　　（0:30～2：20）　　   
　 天下覇道の剣　
　　（2：20～4:10）　
　 紅蓮の蓬莱島　
　　（4:10～）　

0

～

5

1日　銀魂 セレクション
30

犬夜叉
1・2日 犬夜叉 完結編

2021.1

番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくはwww.kids-station.comでご確認ください。
©Olivestudio, EBS, Dream Search, Kids Station　© キッズステーション　©L5/YWP･TX　© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　©やなせたかし／アンパンマン製作委員会　© Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon　

「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



© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon  © 1998-2020 ピカチュウプロジェクト　© LEVEL-5／映画『妖怪
ウォッチ』プロジェクト 2014　© LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2019　©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス　©空知
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年末年始
特別編成は
中面を見てね！

12/7月～ 2021.1/3日12/7月～ 2021.1/3日
夕方 5:00夕方 5:00

最新作公開記念

ポケモン映画 ポケモン映画 
4週連続4週連続
一挙放送!!一挙放送!!

12月は『劇場版ポケットモンスター』一挙放送で、
たくさんのポケモンたちに会える♪

クリスマスには新作映画に登場する、幻のポケモン・
セレビィのエピソードをまとめた特集もお届けします！

番組ナ
ビゲー

ター

あばれ
る君

最新映画最新映画

12月25日(金)
ロードショー

第23作

映画最新作の公開を記念
して、『銀魂』を大特集！ 
実写ドラマ版「dTVオリ
ジナルドラマ 銀魂」と、
そのエピソードに対応す
るアニメ「銀魂」エピソー
ドを併せて連続放送。 夕方 6：00～よる 11：00

テレビアニメ・映画・ドラマも！
たっぷり『銀魂』！

テレビアニメ・映画・ドラマも！
たっぷり『銀魂』！

12/27㊐12/27㊐

キッズ
初放送

オリジナルドラマ
『映画 妖怪ウォッチ』 6作品がまるごと登場！

土曜 ひる 12：00、 日曜 ごご 2：00

ユニークでかわいい
妖怪たちが大集合☆
ユニークでかわいい
妖怪たちが大集合☆

12/5㊏～12/20㊐12/5㊏～12/20㊐

詳しい放送情報はwebでチェック！

第1作 第6作

ひる 12：30

おうちでクリスマスを
楽しもう♪

おうちでクリスマスを
楽しもう♪

12/24㊍12/24㊍

キッズ
初放送おさるのジョージ

早くこいこい、クリスマス

12/25㊎ あさ 8：00再

12
DECEMBER

2 020



キッズステーションでポケモンを見て、
豪華賞品を当てよう！

詳細は
webで順次
公開します！

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
12/24（木）	「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」
12/25（金）	「キュレムVS（たい）聖剣士 ケルディオ」
12/27（日）	「ビクティニと白き英雄 レシラム」
12/28（月）	「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
12/29（火）	「破壊の繭とディアンシー」
12/30（水）	「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z
12/31（木）	「ボルケニオンと
 機巧（からくり）の
 マギアナ」
劇場版ポケットモンスター
1/1（金）	 「キミにきめた！」
1/2（土）	 「みんなの物語」
1/3（日）

劇場版ポケットモンスター
12/7（月）	「ミュウツーの逆襲  完全版」 
12/8（火）	「幻のポケモン ルギア爆誕（ばくたん）」
12/9（水）	「結晶塔の帝王 エンテイ」
12/10（木）	「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
12/11（金）	「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」
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
12/14（月）	「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」  
12/15（火）	「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」  
12/16（水）	「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」  
12/17（木）	「ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ」
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
12/18（金）	「ディアルガＶＳ（たい）パルキアＶＳ （たい）ダークライ」
12/21（月）	「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」
12/22（火）	「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」
12/23（水）	「幻影の覇者 ゾロアーク」

夕方 5：00～

12/7㊊
 　   ～1/3㊐

	詳しくはwebでチェック!

キッズステーション初放送！
『こち亀』のテレビスペシャル27作品
がついに登場！

よる 9：00　 再 深夜 1：00
12/1㊋～25㊎

こちら葛飾区
亀有公園前派出所
TVスペシャル

〜 お楽しみに!! 〜

日 6・13・20・27

6
デュエル・マスターズ キング

30
イナズマイレブン アレスの天秤

7
１００％パスカル先生 セレクション

30
妖怪ウォッチ！　　　　　　　   58

8
妖怪学園Y～Nとの遭遇～

30
ポケットモンスター（2019年） 　58

9
劇場版

それいけ !
アンパンマン
		6日	とべ！とべ！ 
　  ちびごん（10：00～） 
13日	つみき城のひみつ（9：39～） 
20日	恐竜ノッシーの大冒険 
27日	リリカル★ マジカル

　　    まほうの学校 （9：37～） 10
45

ポータウンのなかまたち

11 30
ミュークルドリーミー

トミカ絆合体 アースグランナー

12

～
1

ミュウツーエピソードスペシャル
		6日 	 劇場版ポケットモンスター 　	
　　「ミュウツーの逆襲」完全版	 		
13日　ポケットモンスター #63、#181～ #183 
20日　 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
　　「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」	 		

2

～

3

6～20日
映画「妖怪ウォッチ」シリーズ　

全６作品一挙放送 	
27日  セレビィセレクション  

4 妖怪学園Y～Nとの遭遇～

5
妖怪ウォッチ！

30
デュエル・マスターズ キング

6

～

10

6～20日	ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝
※13日（～10：30）	※20日（～11：30） 	
13日	銀魂 紅桜篇（10:30～0:30）
27日	銀魂 ミツバ篇#86～#87（～7:00）

dTVオリジナルドラマ	銀魂	-ミツバ篇- 
#1～#3（7:00～8:10）
dTVオリジナルドラマ	銀魂２	-世にも
奇妙な銀魂ちゃん-#1～#3（8:40～） 	

11	～ 	

0

6日	銀魂 たまクエスト篇
20日	銀魂 モンハン篇（11:30～）	
27日	銀魂 竜宮編

1 モンスターファーム ～円盤石の秘密～

2 30
イナズマイレブン アレスの天秤

１００％パスカル先生 セレクション

3
トミカ絆合体 アースグランナー

30
妖怪ウォッチ！

4
6・13日	ポケットモンスター サイドストーリー 	
20日	バクマン。3rd Series　
27日	れいぞうこのくにのココモン 	

5
～13日	銀魂 セレクション※13日（～5:30）
13日	ポケットモンスター サン＆ムーン セレクション（5:30～）
20日	銀魂　27日	イナズマイレブン アレスの天秤

27日	 最新作公開記念	
　　ポケモン映画	4週連続一挙放送！！
　	詳しくは欄外を見てね！

土 5・12・19・26

6 30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

デュエル・マスターズ キング

7 30
アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ！   28
～5日	ゾイドワイルド ZERO
12日～	最響カミズモード！ 

8 30
パウ・パトロール セレクション

ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

9

劇場版
それいけ !
アンパンマン
		5日	アンパンマンと 
　　 たのしい仲間たち 
12日	やきそばパンマンと 
　　 ブラックサボテンマン 
19日	怪傑ナガネギマンと 
　　 やきそばパンマン 
26日	リズムでうたおう！ 
　  アンパンマン
　　　夏まつり 10

30
ABCブロッコリ！

11

ポータウンのなかまたち
15

GO!GO!アトム
30

妖怪ウォッチ セレクション
※5日	創造力は無限大！
～ロボット作りに込めた夢～ 
第10回ロボット教室全国大会

12

～

1

5～19日		
映画「妖怪ウォッチ」シリーズ	

全６作品一挙放送	
26日	おじゃる丸 満月ロード危機一髪 　
　 　 タマにはマロも大冒険 （～12：58）
　　    おじゃる丸スペシャル　
　　    銀河がマロを呼んでいる　　 
　　    ～ふたりのねがい星～ （12：58～）

2 ポケットモンスター

3 30
ＨＵＧっと！プリキュア

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
トミカ絆合体 アースグランナー

デュエル・マスターズ キング

5 妖怪学園Y～Nとの遭遇～　　58

6 ポケットモンスター（2019年）		 58

7 ソニックＸ

8 ヒカルの碁

9

～

10

ルパン三世
		5日	セブンデイズ・ラプソディ	
12日	霧のエリューシヴ 
19日	sweet lost night
　　 ～魔法のランプは悪夢の予感～ 
26日	the Last Job 

11	

～ 	

5

銀魂
		5日	#1～#16
12日	#17～#32
19日	#33～#48
26日	#49～#64

1・8・
15・22

7・14・
21

2・9・
16・23

3・10・
17・24

4・11・
18・25金月 木水火

6
30

～15日	れいぞうこのくにのココモン  
16日～	れいぞうこのくにのココモン２  
～2日	ポケットモンスター	※1日（～7:30）
3～23日	ポケットモンスター サイドストーリー
24日	妖怪ウォッチ！ クリスマスセレクション
25日	妖怪ウォッチ クリスマスセレクション　	3～25日	58  

7 30

2日	ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
3～25日	ミュークルドリーミー セレクション　		～2日	28
子育てTV ハピクラ

8 30

ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
※25日	おさるのジョージ	早くこいこい、クリスマス（～9:00）
パウ・パトロール

9
それいけ ! アンパンマン

30
子育てTV ハピクラ

10
ゴーゴー！のりものタウン

30
ABCブロッコリ！

11 30 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2 

それいけ！アンパンマン

12
30
～4日	ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
25日	ＨＵＧっと！プリキュア 
　　 クリスマスセレクション 7～24日	

劇場版
それいけ!
アンパンマン
おじゃる丸
おさるのジョージ1

㊊～㊌	～2日	パウ・パトロール セレクション
㊍㊎	情報
※25日	ひみつ×戦士 ファントミラージュ！  
クリスマスセレクション30
ポケットモンスター サン＆ムーン
※24日	妖怪ウォッチ！ クリスマスセレクション
※10・11・16・17・23・25日	情報

2
子育てTV ハピクラ

30
ゴーゴー！のりものタウン

3 30

それいけ！アンパンマン 
※24日	ＨＵＧっと！プリキュア クリスマスセレクション 
※25日	セレビィセレクション（～4:55）
～23日	ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション	※23日（～4:30）
24日	ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ クリスマスセレクション

4

～17日	若おかみは小学生！ 　
18～22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　
24日	ポケットモンスター クリスマスセレクション30
ポチっと発明 ピカちんキット
※24日	ポチっと発明 ピカちんキット クリスマスセレクション

55 本とあそぼう！

5 ポケットモンスター	
　　　1～4日		58

6
妖怪ウォッチ
※9日　ポケットモンスター 
サイドストーリー（6:35～）

8～25日		58 	

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
ポリス×戦士 

ラブパトリーナ！
トミカ絆合体 
アースグランナー 

ポケットモンスター
（2019年）

妖怪学園Y
～Nとの遭遇～

デュエル・
マスターズ キング

30 ～8日	新あたしンち
9～25日	ゾイドワイルド ZERO セレクション

8

1日	銀魂 セレクション（8:30～）
～8日	バクマン。2nd Series	※1・8日（～8:30）	
8～25日	バクマン。3rd Series	
※8日（8:30～）､22・25日（～8:30）
※22日	新あたしンち クリスマスセレクション（8:30～）
25日	銀魂　クリスマスセレクション（8:30～）

9 1～25日	こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 
※1・22日	（～10:30）

10 銀魂 ※1・22日（10:30～）
※23・24日	銀魂 クリスマスセレクション

11 ヒカルの碁

0 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

1 1～25日	こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル
※1・22日	（～2:30）

2
～8日	バクマン。2nd Series ※1日（2:30～）、8日（～2:30）
8～25日	バクマン。3rd Series	※8・22日（2:30～）、25日（～2:30）		
25日	妖怪ウォッチ クリスマスセレクション（2:30～）

3
銀魂 ※1・22日（～3:30）	
※1日	ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション（3:30～）	
※22日	ポケットモンスター サイドストーリー（3:30～）
※23・24日	銀魂 クリスマスセレクション

4
～8日	新あたしンち　
9～25日	ゾイドワイルド ZERO セレクション	
※15日	ポケットモンスター サイドストーリー

30
～4日	ポケットモンスター
7～23日	イナズマイレブン アレスの天秤
24日	ポケットモンスター セレクション（～5:00）
　　		ポチっと発明 ピカちんキット セレクション（5:00～）
25日	ポケットモンスター サン＆ムーン セレクション（～5:00）
　　		ポケットモンスター（2019年） セレクション（5:00～）

5
30 情報

※7～25日	
最新作公開記念	

ポケモン映画	
4週連続一挙放送！！
詳しくは欄外を見てね！

6 30
ゴーゴー！のりものタウン セレクション
子育てTV ハピクラ セレクション

7 30
トミカ絆合体 アースグランナー セレクション 　　　　　　　　　　  　　　　　			28～2日		28
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション  　　　　　　　　　　　　　　　　			3日		58

8
パウ・パトロール セレクション

30
28～1日	ポータウンのなかまたち １話からおさらい　2・3日	GO!GO!アトム セレクション　

45
おじゃる丸 セレクション 　　　　　　　　　　　　　3日		58

9

劇場版それいけ！アンパンマン
劇場版それいけ ! アンパンマン
28日　てのひらを太陽に　29日　勇気の花がひらくとき　
30日　人魚姫のなみだ　31日　ゴミラの星　
		1日　ブルブルの宝探し大冒険！（～10:05） 　
		2日　かがやけ！クルンといのちの星（～10:05） 　
		3日　きらめけ！アイスの国のバニラ姫（～10:10）

10
おさるのジョージ
28日　 劇場版 おさるのジョージ　
29日　 劇場版 おさるのジョージ2/
　　 ゆかいな大冒険!
30日　 劇場版 おさるのジョージ3/ 
　　 ジャングルへ帰ろう
31日　おさるのジョージ  
　　 わくわくアドベンチャー  

おじゃる丸スペシャル
1日　おじゃる丸　
　　満月ロード危機一髪  
　　タマにはマロも
　　大冒険（10:30～）  
2日　おじゃる丸スペシャル　 
　　 銀河がマロを 
　　 呼んでいる
　　 ～ふたりのねがい星～
 　　（10:30～）  11 30ラブパトリーナ！　

28～31日	ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
　　　　 セレクション

若おかみは小学生！
3日　 映画 若おかみは小学生！ （10：10～）  

12

映画プリキュア
28日	 映画プリキュアドリームスターズ！
29日	 映画プリキュアスーパースターズ！ 
30日　	 映画ＨＵＧっと！プリキュア♡
　　 ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ 

クレヨンしんちゃん 
映画クレヨンしんちゃん
31日　オラの引越し物語～サボテン大襲撃～ 

1日　爆睡！ユメミーワールド大突撃 
2日　襲来! ! 宇宙人シリリ 　 
3日　爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～ 

1
30
28～30日	ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

2

～

3

トロールズ　
28日　

映画
トロールズ 

妖怪ウォッチ
映画 妖怪ウォッチ
29日　誕生の秘密だニャン！ 　
30日　エンマ大王と5つの物語だニャン！
31日　空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！ 　
		1日　シャドウサイド 鬼王の復活 　
		2日　FOREVER FRIENDS

3日　 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか

4
まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション

30
28～31日
セレビィセレクション　 

1～3日	
ミュウツーセレクション  　2日 58

最新作公開記念 ポケモン映画 
4週連続一挙放送！！　 　　　　　　　　　　　詳しくは欄外を見てね！　　	　　28～2日 58

7

～

8

シンカリオン
28日	 劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 
　　 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』（～8:30）
　　 新幹線変形ロボ シンカリオン 
　　 師走!!超進化研究所大忘年会（8:30～）

名探偵コナン
劇場版

「名探偵コナン」
1日	天空の難破船 　
　　（ロスト・シップ）
2日	沈黙の15分（クォーター）
3日	11人目のストライカーあたしンち

29日	 映画あたしンち 　
30日	 劇場版あたしンち「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」	 　

31日	ひみつ×戦士 ファントミラージュ！  
　 　紅白ファントミ合戦！（～7:30）　　
　　  妖怪ウォッチ みんなで歌おう！
　　 妖怪紅白歌合戦！（7:30～8:00）

銀魂
31日　銀魂 忘年会でも

忘れちゃいけない 
ものがある
（8:00～8:30）
銀魂 年賀状は
筆ペンでいけ／ 
カカオよりココロ
（8:30～9:00）

dTVオリジナルドラマ 
銀魂 -ミツバ篇- （9:00～10:10）

dTVオリジナルドラマ
銀魂２ -世にも奇妙な銀魂ちゃん-  
（10:10～11:30）

銀魂 カウントダウン開始（11:30～0：00） 
劇場版銀魂  

新訳紅桜篇（0：30～2：15）
劇場版銀魂 完結篇 

万事屋よ永遠なれ（2：15～4：05）

9

～

11

28～30日
こちら葛飾区亀有公園前派出所
TVスペシャル　8作品 

弱虫ペダル
1日　SPARE BIKE（～10:10）
　　	Re:RIDE（10:10～）
2日　Re:ROAD（～10:40）
	 　	 劇場版 弱虫ペダル
 　（10:40～0:20）
3日　Re:GENERATION
　　（～10:40）

犬夜叉
1・2日	犬夜叉 完結編
　　  （0:30～）

映画 犬夜叉 
3日	時代を越える想い

　　  （ほか3作品）（10:40～）
0

～

6

28日　ヒカルの碁（～2:30）	
　　  ヒカルの碁スペシャル　
　　  北斗杯への道（2:30～4：00）
29・30日
ルパン三世 
TVスペシャル
6作品 

2020.12 「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

番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくはwww.kids-station.comでご確認ください。
©Olivestudio, EBS, Dream Search, Kids Station　© キッズステーション　© Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikak ©Pokémon　© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　©やなせたかし／アンパンマン製作委員会　©L5/YWP･TX　©やなせたかし／フレーベル館・TMS・
NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2019　©犬丸りん・NHK・NEP　DreamWorks Trolls © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved　©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2018　© 2017 映画プリキュアドリームスターズ！製作委員会　©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社/若おか
みは小学生！製作委員会　©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019　©秋本治・アトリエびーだま／集英社・ＡＤＫ　©ママレード/シンエイ　原作：モンキー・パンチ ©TMS　©モンキー・パンチ／TMS・NTV　©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009　©空知英秋／集英社・
テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス　©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2018　©2018 映画ＨＵＧっと ! プリキュア製作委員会　©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ ２０１５　©LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2018　© 青山剛昌／小学館・
読売テレビ・TMS 1996　製作・著作:BeeTV ©空知英秋/集英社　©2017「銀魂」製作委員会　©2017 dTV　原作：モンキー・パンチ ©TMS　©モンキー・パンチ／TMS・NTV　©2001 高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ・小学館プロダクション・日本テレビ・東宝・読売テレビエンタープライズ　

ぼくもわたしも、パパもママも、家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！
冬休みはキッズステーションに大集合☆

映画クレヨンしんちゃん
ハラハラドキドキがいっぱい！クレヨンし
んちゃんの映画4作品を放送 !

映画 若おかみは小学生！
大人気児童文学シリーズのアニメ映画作
品が見られるチャンス！

ルパン三世TVスペシャル
スリル満点の人気のエピソードが勢ぞろ
い！6作品を一気見しよう！

銀魂 某番組をパロディ化したエピソー
ドで年越しカウントダウン！

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 
未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』
28日よる7時から、家族みんなでシンカリ
オンを熱く応援しよう！

こちら葛飾区亀有公園前派出所
TVスペシャル

たくさんのプリキュアが大集合！楽しい映
画が3作品日替わりで登場！

両さんと個性豊かなおまわりさんたちのド
タバタ人情ギャグコメディ8作品！

映画プリキュアシリーズ

タチバナ家の日常が共感を呼ぶ！ 映画2
作品を続けて放送！

テレビシリーズ『犬夜叉 完結編』と映画
4作品をまとめてお届け！

映画あたしンち

犬夜叉

劇場版それいけ！アンパンマン
劇場版7作品を毎朝9時から放送！アンパ
ンマンと仲間たちの活躍を見てね。

おじゃる丸
おじゃる丸に毎日会える！お正月にはテレ
ビスペシャル2作品も放送するよ。

映画トロールズ
28日のごご2時から、トロール村のなかま
たちと冒険をはじめよう！


