


 

2021.4 「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

2・9・16・
23・30金1・8・15・

22・29木7・14・
21・28水6・13・

20・27火5・12・
19・26月

6
～9日 ハローココモン 　12日～ れいぞうこのくにのココモン

30
～2日 ポケットモンスター サイドストーリー　5～28日 妖怪ウォッチ！（～7:30）

29日～ ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2 　

7
　　　　　　～2日 ゾイドワイルド ZERO セレクション　29日～ ミュークルドリーミー セレクション　  28

30
～2日 子育てTV ハピクラ　5日 パウ・パトロール セレクション

6日 きんだーてれび PUI PUI モルカー 1話からおさらい　7日～ スター☆トゥインクルプリキュア 

8
～23日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 1話からおさらい　26日～ ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

30
～6日 ミュークルドリーミー セレクション（～9:00）　7日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ

45
7～9日 おじゃる丸 セレクション　12日～ マーシャとくま

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！（12日 1話から放送） 

11 
ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２ 

※29日～ GW特別編成期間中のみ、ぽけっとあにめプチ！はあさ6:30枠へ一時的に移動
30

それいけ！アンパンマン
春休み特別編成 12：00〜

1日 劇場版 カードキャプターさくら （～1:30）　
2日 劇場版 カードキャプターさくら  
　  封印されたカード（～1:30）

映画 おかあさんといっしょ（～1:15） 
5日 はじめての大冒険　
6日 すりかえかめんをつかまえろ！12

30
少年アシベ　ＧＯ!ＧＯ! ゴマちゃん 第2シリーズ（～12:45）　おじゃる丸（12:45～）

1
㊊～㊌

　 7日、26～28日 情報
12日 おさるのジョージ おばけ伝説のなぞ（～2:00）
13・14日、20・21日 劇場版 それいけ！アンパンマン（～2:00）
19日 おさるのジョージ 早くこいこい、クリスマス（～2:00）

㊍㊎　  情報

30
ポケットモンスター サン＆ムーン　※1・5日 妖怪ウォッチ セレクション、2日 妖怪ウォッチ！セレクション
春休み特別編成 1：30〜 　6日 きんだーてれび PUI PUI モルカー 1話からおさらい

2 子育てTV ハピクラ
30

～2日 ゴーゴー！のりものタウン　5日～ それいけ！アンパンマン　※～19日ごご3:00枠から移動

3

～2日 それいけ！アンパンマン　7日～ スター☆トゥインクルプリキュア
春休み特別編成 3：00〜

1日 STAND BY ME ドラえもん （～4:55）

映画ドラえもん（～4:55）
2日 新・のび太の日本誕生　
5日 のび太の南極カチコチ大冒険　6日 のび太の宝島

30
7日～ イナズマイレブン アレスの天秤

4
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 ※7日～（～5:00）

55
～2日 本とあそぼう！ 

5
　　6～12日、26～28日 新あたしンち セレクション ※6日（5:55～6:25） 　  7～12日、26～28日 5：58 

6 　   　　　　　  　　　　　 妖怪ウォッチ！ 　　　　　　　　～6日、13～23日、29日～ 6：58 

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
～30日 カードキャプターさくら クロウカード編

8 1日～ るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−

9
～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST　8・9日 OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

劇場版「名探偵コナン」（～11:00） 
12日 14番目の標的（ターゲット） 4Kデジタルリマスター版　13日 業火の向日葵　14日 純黒の悪夢（ナイトメア） 15日 紺青の拳（フィスト）　

16日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル ※16日（～10:25）

10 銀魂 ※16日（10:30～）

11
ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

～6日 自来也忍法帳～ナルト豪傑物語～ ※6日（～11:30）　6～12日 イタチ真伝篇～光と闇～ ※6日（11:30～） ※12日（～11:30）　
12～19日 忍宗の起源～二つの魂インドラ・アシュラ～ ※12日(11:30～）　20～26日 ナルトとサスケの章　27日～ Nostalgic Days

0 1日～ ヒカルの碁

1 1日～ るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−

2
～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST  8・9日 OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
ルパン三世

12日 お宝返却大作戦！！(～3:40） 　13日 盗まれたルパン～コピーキャットは真夏の蝶～（～3:40）
14日 天使の策略～夢のカケラは殺しの香り～（～3:40） 　15日 セブンデイズ・ラプソディ（～3:40）

16日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル  ※16日（～3:25）

3 銀魂 ※16日（3:30～）

4
～30日 カードキャプターさくら クロウカード編

30
～2日 ゾイドワイルド ZERO セレクション　5・6日 ミュークルドリーミー セレクション

NＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝（～5:30） 
6～12日 イタチ真伝篇～光と闇～ ※6日（5:00～）、12日（～5:00）　12～19日 忍宗の起源～二つの魂インドラ・アシュラ～ ※12日（5:00～）　
20～26日 ナルトとサスケの章　27日～ Nostalgic Days

5 ～2日 ポケットモンスター サイドストーリー　5日 妖怪ウォッチ セレクション
30

情報

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。

おさるのジョージ
29日 おばけ伝説の
　　 なぞ 　
30日 早くこいこい、
　　 クリスマス 

劇場版 
それいけ！アンパンマン

29日 ロールとローラ 
　　   うきぐも城のひみつ　
30日 ルビーの願い

29日 「劇場版ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」公開記念スペシャル 
キッズステーションへしゅつどーします！

30日 映画 おかあさんといっしょ 
はじめての大冒険（～11:15）　すりかえかめんをつかまえろ！（11:15～12:30）

映画クレヨンしんちゃん 
オラの引越し物語～サボテン大襲撃～（1:00～2:55）

29日 STAND BY ME ドラえもん（～4:55） 　
劇場版「名探偵コナン　14番目の標的（ターゲット）」 

4Kデジタルリマスター版（5:00～）
30日 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生（～4:55）

劇場版「名探偵コナン　ベイカー街（ストリート）の亡霊」
 4Kデジタルリマスター版（5:00～）

29日 dTVオリジナルドラマ
銀魂 -ミツバ篇-（～9:55）
銀魂 第295.5話 愛染香篇・
前編後編（9:55～11:00）
ルパン三世 霧のエリューシヴ

（11:00～） 　
30日 dTVオリジナルドラマ

銀魂２ -世にも奇妙な銀魂ちゃん-
（～10:32）
ルパン三世 sweet lost night 
～魔法のランプは悪夢の予感～

（11:00～）

あさ7：30〜

ごぜん9：00〜

ごぜん10：00〜

ごご3：00〜

よる9：00〜

GW特別編成 29･30日

29
・
30
日 
G
W
特
別
編
成
　
詳
し
く
は
下
へ
！

春休み特別編成 5：00〜
劇場版「名探偵コナン」 （～6:58）
1日  純黒の悪夢（ナイトメア）　2日 紺青の拳（フィスト）　

5日 映画あたしンち（～6:45）　
6日 劇場版あたしンち 「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」 （～5:55）
　　 きんだーてれび PUI PUI モルカー 1話からおさらい（6:25～6:58）

土 3・10・17・24

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

3日～ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ 
　　 セレクション　　　　　　   28

最響カミズモード！

8 30
パウ・パトロール

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  
  3日 たのしくてあそび 
 ママになったコキンちゃん
10日 リズムでうたおう！  
 アンパンマン夏まつり 
17日 鉄火のマキちゃんと 
 金のかまめしどん
24日 怪傑ナガネギマンと
 ドレミ姫10

30
～24日 ABCブロッコリ！

11

3日 妖怪ウォッチ セレクション
10日～ スター☆トゥインクルプリキュア

30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 
セレクション

12
～

1

3日 STAND BY ME ドラえもん 
映画ドラえもん
10日 新・のび太の日本誕生 
17日 のび太の南極カチコチ大冒険
24日 のび太の宝島

2 ポケットモンスター

3 30
3日～ 若おかみは小学生！

3日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
　　  第1シリーズ

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 こちら葛飾区亀有公園前派出所

9

～

10

劇場版「名探偵コナン」　
 3日 業火の向日葵 
 10日 純黒の悪夢（ナイトメア） 
 17日 紺青の拳（フィスト）
24日  絵文字の国のジーン 

11 

～  

4

弱虫ペダル
3日  SPARE BIKE
　　 （～0:10） 
  Re:RIDE （0:10～1:45）
  Re:ROAD （1:45～3:20）
  劇場版 弱虫ペダル（3:20～5:00）

カードキャプターさくら クロウカード編
１話からおさらい 　　 

10日  #1～#14 　
17日 #15～#28 
24日  #29～#41 （～5:00） 

5 30
銀魂 セレクション
※3・24日（5:00～）

日 4・11・18・25

6
デュエル・マスターズ キング

30 ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

7
～25日 けだまのゴンじろー セレクション

30
怪盗ジョーカー　　 　　 　   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  
  4日 ブラックノーズと 
 魔法の歌（9:27～）
11日 すくえ！ココリンと 
 奇跡の星（9:27～）
18日 よみがえれ 
   バナナ島（9:27～）
25日 とばせ！希望の 
 ハンカチ（9:27～）

10 20
4日 ぼくは王さま セレクション（10:35～） 
11日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
　  　   第1シリーズ セレクション 

11
ミュークルドリーミー

30
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 
4日 「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
11日 「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」 
18日 「裂空（れっくう）
　　 の訪問者 
　　 デオキシス」 
25日 「ミュウと波導
　　（はどう）の勇者 
　　 ルカリオ」 

2

～

3

映画クレヨンしんちゃん 
 4日 爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 
 11日 襲来！！宇宙人シリリ 
 18日 爆睡！ユメミーワールド大突撃
 25日 オラの引越し物語～サボテン大襲撃～ 

4
～

5

～4日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～（～5:00）※5月に続く
怪盗ジョーカー（5:00～5:30）※5月に続く
デュエル・マスターズ キング（5:30～）※5月に編成あり

11日 STAND BY ME ドラえもん 
18日 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 
25日 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険

6

～

7

劇場版「名探偵コナン」　
 4日 14番目の標的（ターゲット） 
  4Kデジタルリマスター版
 11日 ベイカー街（ストリート）の亡霊
  4Kデジタルリマスター版
 18日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
 25日 銀翼の奇術師（マジシャン）

4日～ まじっく快斗1412

10

～

0

ルパン三世　
  4日  アルカトラズ コネクション（～11:40）

EPISODE：0 ファーストコンタクト（11:40～）
11日  お宝返却大作戦！！（～11:40）

盗まれたルパン～コピーキャットは
真夏の蝶～（11:40～）

18日  天使の策略～夢のカケラは殺しの香り～（～11:40）
セブンデイズ・ラプソディ（11:40～）

25日  霧のエリューシヴ（～11:40）
sweet lost night ～魔法のランプは
悪夢の予感～（11:40～）1

～

2
20

銀魂 セレクション 

3
トミカ絆合体 アースグランナー

30
～25日 けだまのゴンじろー セレクション

4日～ まじっく快斗1412 セレクション

©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





 

2021.3 「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

2・9・
16・23・
30

1・8・
15・22・
29

3・10・
17・24・
31

4・11・
18・25

5・12・
19・26金木水火月

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。

6
～5日 れいぞうこのくにのココモン３ 　8日～ ハローココモン

30
1～25日 ポケットモンスター（2019年） 1話からおさらい

26日～ ポケットモンスター サイドストーリー（～7:00）  
　　　　　　　　  26日～ ゾイドワイルド ZERO セレクション（7:00～）   　　　　　　287 30

子育てTV ハピクラ

8

～12日 ＨＵＧっと ！ プリキュア　15日～ ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 1話からおさらい
30

～17日 少年アシベ　ＧＯ ！ ＧＯ ！ ゴマちゃん 第1シリーズ　
18・19日 少年アシベ　ＧＯ ！ ＧＯ ！ ゴマちゃん 第2シリーズ ＊4月編成に続く

22日～ ミュークルドリーミー セレクション（～9:00）
45

～5日 若おかみは小学生 ！ 　
8～19日 おじゃる丸 セレクション

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 
ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２（～11:02） 　 

8日～ ぽけっとあにめプチ！ ミッドナイトホラースクール セレクション（11:02～）
30

それいけ！アンパンマン 春休み特別編成 12：00〜
22日 映画 プリキュアオールスターズＤＸ 
　　みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！ 　
23日 映画 プリキュアオールスターズＤＸ２ 
　　希望の光☆レインボージュエルを守れ！
24日 映画 プリキュアオールスターズＤＸ３ 
　　未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花 
25日 劇場用映画　ちびまる子ちゃん 
26日 映画ちびまる子ちゃん 
　　イタリアから来た少年
29日 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！  
　　～映画になってちょーだいします～ 
30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』 
31日 映画 若おかみは小学生！ 

12

30
～16日 少年アシベ　ＧＯ ！ ＧＯ ！  
　　   ゴマちゃん 第1シリーズ　
17～19日 少年アシベ　ＧＯ ！ ＧＯ ！ ゴマちゃん 
　　　　第2シリーズ ＊4月編成に続く

45
～4日 若おかみは小学生 ！　
5日～ おじゃる丸

1
㊊～㊌　パウ・パトロール セレクション  
　　　※10・17日 情報 　　
㊍㊎  情報

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
それいけ！アンパンマン 春休み特別編成 3：00〜  

映画クレヨンしんちゃん　
22日 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁
23日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦
24日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス
25日 バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル！！
26日 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん
29日 オラの引越し物語～サボテン大襲撃～
30日 爆睡！ユメミーワールド大突撃
31日 襲来！！宇宙人シリリ

30
～11日  ＨＵＧっと！プリキュア
12～19日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 
            セレクション

4
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 1～19日 ポケットモンスター（2019年）
　　　 セレクション　

　 ～21日 58 

春休み特別編成 5：00〜
劇場版「名探偵コナン」　
22日 14番目の標的（ターゲット） 4Kデジタルリマスター版
23日 ベイカー街（ストリート）の亡霊 4Kデジタルリマスター版
24日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
25日 銀翼の奇術師（マジシャン）
26日 天空の難破船（ロスト・シップ）
29日 11人目のストライカー
30日 沈黙の15分（クォーター）
31日 業火の向日葵

6
～10日 まじっく快斗1412

11日～ 妖怪ウォッチ！

22～31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
カードキャプターさくら クロウカード編

8
～10日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※10日（～8:30）
10日 新幹線変形ロボ シンカリオン セレクション（8:30～）

11日 弱虫ペダル Re:GENERATION（～9:50）
12～30日 弱虫ペダル GLORY LINE ※15日（～8:30） ※15日 ポケットモンスター サイドストーリー（8:30～）

31日 新幹線変形ロボ シンカリオン セレクション

9 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

10 銀魂

11 ～10日 まじっく快斗1412　11～23日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 無限月読・発動の章
24日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 自来也忍法帳

0 ～30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル ※15日（～1:30）
31日 ルパン三世 盗まれたルパン～コピーキャットは真夏の蝶～（～1:40）

1
～10日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※10日（～1:30）
10日 新幹線変形ロボ シンカリオン セレクション（1:30～）

11日 弱虫ペダル Re:GENERATION（～2:50）  12～30日 弱虫ペダル GLORY LINE ※15日（1:30～）

2 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

3 銀魂 ※31日（3:30～） ※31日 ポケットモンスター サイドストーリー（～3:30）

4 カードキャプターさくら クロウカード編
30

1～25日 ポケットモンスター（2019年） セレクション
26日～ ゾイドワイルド ZERO セレクション（～5:00） 26日～ ポケットモンスター サイドストーリー（5:00～）

5 30
情報

© 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　
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。

土 6・13・20・27

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

～6日 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！
13日～ ひみつ×戦士 ファントミラージュ！  
　　　セレクション　　　　　　　　 28

最響カミズモード！

8 30
パウ・パトロール

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  
   6日 はしれ！ 
 わくわくアンパンマングランプリ
13日 うたっててあそび  
 アンパンマンともりのたから 
20日 リズムでてあそび 
 アンパンマンとふしぎなパラソル
27日 みんなでてあそび  
 アンパンマンといたずらオバケ10

30
ABCブロッコリ！

11

6日 おじゃる丸 セレクション
13・20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
 　第1シリーズ セレクション
27日 妖怪ウォッチ セレクション （～11:30）

15
～6日 GO!GO!アトム
13・20日 おじゃる丸 セレクション

30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション

12

～

1

  6日 映画 おかあさんといっしょ 
 はじめての大冒険 
13日 映画 おかあさんといっしょ 
 すりかえかめんをつかまえろ！
20日 映画 プリキュアオールスターズＤＸ   
 みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！（～1:20）
 映画 プリキュアオールスターズＤＸ2   
 希望の光☆レインボージュエルを守れ！（1:20～2:40）
 映画 プリキュアオールスターズＤＸ3   
 未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花（2:40～4:00）
27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』

2 ポケットモンスター

3 30
ＨＵＧっと！プリキュア
～13日 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！
27日 妖怪ウォッチ セレクション

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 こちら葛飾区亀有公園前派出所

9

～

10

劇場版「名探偵コナン」　
 6日 14番目の標的（ターゲット）
  4Kデジタルリマスター版 
 13日 ベイカー街（ストリート）の亡霊
  4Kデジタルリマスター版 
 20日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
 27日 銀翼の奇術師（マジシャン）

11 

～  

5

新幹線変形ロボ 
シンカリオン
 6日 #31～#45 
 　　 13日 #46～#60 　20日 #61～#76
27日  「弱虫ペダル」箱根学園セレクション

 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 
#5（～11:50）
舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇
～眠れる直線鬼～（11:50～2:10）
ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 
#9（2:10～3:05）
舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇
～野獣覚醒～（3:05～）

日 7・14・21・28

6
デュエル・マスターズ キング

30
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

7
けだまのゴンじろー セレクション

30
怪盗ジョーカー　　　　　　　 　   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  
  7日 いのちの星の 
 ドーリィ（9:28～）
14日 シャボン玉の 
 プルン（9:27～）
21日 妖精リンリンの 
 ひみつ（9:27～）
28日 だだんだんと 
 ふたごの星（9:27～）

10 45
少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第1シリーズ セレクション

11
ミュークルドリーミー

30
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 
 7日 「ミュウツーの逆襲」完全版 
 14日 「幻のポケモン 
  ルギア爆誕（ばくたん）」 
 21日 「結晶塔の帝王 
  エンテイ」 
 28日 「セレビィ 時を超えた
  遭遇（であい）」 

2

～

3

クレヨンしんちゃん外伝 
 7日 エイリアン vs. しんのすけ
 14日 おもちゃウォーズ
 21日 家族連れ狼
 28日 お・お・お・のしんのすけ

4 妖怪学園Y～Nとの遭遇～

5 30
怪盗ジョーカー

デュエル・マスターズ キング

6

～

7

劇場版「名探偵コナン」　
 7日 天空の難破船（ロスト・シップ） 
 14日 沈黙の15分（クォーター） 
 21日 11人目のストライカー
 28日 純黒の悪夢（ナイトメア）

8

～

9

映画 犬夜叉　
 7日 鏡の中の夢幻城 
 14日 天下覇道の剣 
 21日 紅蓮の蓬莱島
28日   よりぬき銀魂さんオンシアター2D
　　『真選組動乱篇』（～9:45）
 　　  『かぶき町四天王篇』（9:45～11:35）

10

～

0

犬夜叉 完結編　
 7日 #7～#13 　14日 #14～#19
 21日 #20～#26
28日  銀魂
 　　   第295.5話　愛染香篇・前編（11:35～0:10）
　　   第295.5話　愛染香篇・後編（0:10～） 

1

～

2

～28日 モンスターファーム ～円盤石の秘密～
 　　　※28日（～2:30）
28日 けだまのゴンじろー セレクション（2:30～）

3 トミカ絆合体 アースグランナー
30

 7日 舞台『弱虫ペダル』インターハイ篇 
  The Second Order
 14日 舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇
  ～眠れる直線鬼～
 21日 新幹線変形ロボ シンカリオン  
  セレクション（～4:00）
   映画トロールズ（4:00～）  
 28日 銀魂 セレクション（～4:00）
   蒼穹のファフナー  
　　 HEAVEN AND EARTH （4:00～）

4

～

5


