


 

2021.5 「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

4・11・
18・25

3・10・17・
24・31

5・12・
19・26

6・13・
20・27

7・14・
21・28金木水火月

6 ～17日 れいぞうこのくにのココモン 　18日～ れいぞうこのくにのココモン2
30

～5日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2 　6日～ ポケットモンスター ※土曜ごご2:00枠から移動

7 　　～5日 ミュークルドリーミー セレクション　6日～ 妖怪学園Y～Nとの遭遇～　　　28
30

スター☆トゥインクルプリキュア

8

ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
30

～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　　  ゴマちゃん 第2シリーズ

24日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　     ゴマちゃん 第3シリーズ

45
　 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！

11 
　　   ～7日 ぽけっとあにめプチ！
　　　　　コロコロアニマル2  
　　 10日～ ぽけっとあにめプチ！
　　　　　コロコロアニマルABC 

30
それいけ！アンパンマン

12

30
～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ 
　　  ゴマちゃん 第2シリーズ

21日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　　  ゴマちゃん 第3シリーズ

45
おじゃる丸

1
㊊～㊌　10日～ パウ・パトロール セレクション  

㊍㊎ 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

それいけ！アンパンマン

3
スター☆トゥインクルプリキュア

30
～19日 イナズマイレブン アレスの天秤
20日～ イナズマイレブン オリオンの刻印

4
まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

30
～20日 ポチっと発明 ピカちんキット

21～31日 ポケットモンスター サイドストーリー

5 　 　     6日～ 怪盗ジョーカー　  6日～ 58

6
～11日 妖怪ウォッチ！

　12日～ 妖怪ウォッチ シャドウサイド　
　　　　　　　　          ～5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～

～21日 デュエル・マスターズ キング
28日～ デュエル・マスターズ キング！

30
3日～ カードキャプターさくら さくらカード編

8 るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−

9 ～31日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
TVスペシャル  ※14日（～10:17） 

10
～19日 銀魂 ※14日（10:30～）　

20～31日 ルパン三世※（～11:40） 
25日（～11:45） 

11

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
   6～10日 サスケ真伝　来光篇 ※10日（～11:30）
 10～12日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 
　　　　 ※10日（11:30～）
 13～18日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※18日（～11:30）

18・19日 新あたしンち セレクション 
　　　　　　　※18日（11:30～）

0 ～31日 ヒカルの碁 ※31日（～0:30）　31日 銀魂 セレクション（0:30～）

1 るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−

2 ～28日 こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル  ※14日（～3:17） 
31日 銀魂 セレクション（～4:00）

3 ～19日 銀魂 ※14日（3:30～）　20～30日 銀魂 セレクション

4
3日～ カードキャプターさくら さくらカード編

30
～5日 銀魂 セレクション　

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝  
6～10日 サスケ真伝　来光篇 ※10日（～5:00）　10～12日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 ※10日（5:00～）　13～18日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※18日（～5:00） 
18～28日 新あたしンち セレクション ※18日（5:00～）　31日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション5 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。

© 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。

GW特別編成
9：00〜
劇場版それいけ！アンパンマン

 3日 とばせ！希望のハンカチ 
 4日 りんごぼうやとみんなの願い 
 5日 ミージャと魔法のランプ 

10：00〜
 3日 きんだーてれび PUI PUI モルカー
　　一挙放送 
 4日 劇場版あたしンち
　　「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」 
 5日 妖怪ウォッチ 子供の日セレクション

11：00〜
 映画 妖怪ウォッチ
 3日 シャドウサイド 鬼王の復活 
 4日 FOREVER FRIENDS 
 5日 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか 

1：00〜
映画クレヨンしんちゃん

 3日 爆睡！ユメミーワールド大突撃 
 4日 襲来 !! 宇宙人シリリ 
 5日 爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 

3：00〜
 3日 映画ドラえもん
      のび太の南極カチコチ大冒険 
 4日 映画ドラえもん　のび太の宝島
 5日 第1話先行放送
　　　アイカツプラネット！
　　　新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
　　　マジカパーティ
　　　デュエル・マスターズ キング！

5：00〜
劇場版 「名探偵コナン」

 3日 業火の向日葵 
 4日 純黒の悪夢（ナイトメア） 
 5日 紺青の拳（フィスト） 

GW特別編成
9：00〜

 3日 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
　　『真選組動乱篇』 
 4日 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
　　『かぶき町四天王篇』 
 5日 劇場版銀魂 新訳紅桜篇 

11：00〜
 3日 ルパン三世 the Last Job 
 4日 ルパン三世 血の刻印 永遠のmermaid 
 5日 ルパン三世 東方見聞録 ～アナザーページ～ 

GW特別編成 7：30〜
3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！
4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！
5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 

土 1・8・15・22・29

6
30

魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！
～22日 デュエル・マスターズ キング
29日～ ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
　　　セレクション

7 30
1日～ ピポンザABC！ 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  
   1日 つきことしらたま 
 ～ときめきダンシング～ 
  8日 くろゆき姫と  
 モテモテばいきんまん 
15日 コキンちゃんとあおいなみだ 
22日 ホラーマンとホラ・ホラコ 
29日 ヒヤ・ヒヤ・ヒヤリコと
 ばぶ・ばぶ・ばいきんまん 10

30
1日～ 子育てTV ハピクラ

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
～1日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
　　 セレクション
8日～ アイカツプラネット！

12

～

1

映画クレヨンしんちゃん 
　  1日 オラの引越し物語～サボテン大襲撃～ 
　  8日 爆睡！ユメミーワールド大突撃 
　15日 襲来!!宇宙人シリリ 
　29日 爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 

劇場版 「名探偵コナン」   
   22日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）

2
30

～1日 ポケットモンスター (～3:00）
  8～29日 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！
　 　  セレクション
8日～ ポケットモンスター サイドストーリー

3 30
若おかみは小学生！
少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第1シリーズ 

4
30

～1日 トミカ絆合体 アースグランナー
8日～ クレヨンしんちゃん外伝 
　　  エイリアン vs. しんのすけ
～29日 デュエル・マスターズ キング

5
妖怪学園Y～Nとの遭遇～※8日～(5:30～）
8日～ 新幹線変形ロボ 
　　 シンカリオンＺ(～5:30）  　　　 58

6 ポケットモンスター（2019年）※8日～(6:30～）
8日～ マジカパーティ(～6:30）　       58

7 ～15日 ソニックＸ
22日～ 結界師

8 こちら葛飾区亀有公園前派出所

9

～

10

 1日 弱虫ペダル Re:RIDE 
  8日 弱虫ペダル Re:ROAD 
 15日 劇場版 弱虫ペダル 
22日 弱虫ペダル SPARE BIKE 
29日 弱虫ペダル Re:GENERATION 

11 

～  

3

   1日  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 
　　  #42～#46（～1:30）
　　　 劇場版 カードキャプターさくら（1:30～3:00）
銀魂
   8日 #202～#211   15日 #212～#221
 22日 #222～#231   29日 #232～#241

4 

～  

5

ルパン三世
 1日 セブンデイズ・ラプソディ（3:00～） 
  8日 天使の策略～夢のカケラは殺しの香り～ 
 15日 霧のエリューシヴ 
22日 sweet lost night ～魔法のランプは悪夢の予感～ 
29日 the Last Job 

日 2・9・16・23・30

6

～23日 デュエル・マスターズ キング
30日～ ポチっと発明 ピカちんキット 
　　　セレクション

30
～23日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
30日～ ベイブレードバースト ガチ

7
2日 ポケットモンスター サイドストーリー
9日～ デュエル・マスターズ キング！

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  
  2日 りんごぼうやと 
 みんなの願い（9:29～）
  9日 ミージャと魔法のランプ 
 （9:29～）
16日 おもちゃの星の
　　 ナンダとルンダ 
23日 ブルブルの
　　宝探し大冒険！ 
30日 かがやけ！クルンといのちの星 

10 25
～9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 
16日～ パウ・パトロール セレクション（10:15～） 

11
ミュークルドリーミー

30
～2日 トミカ絆合体 アースグランナー
9日～ クレヨンしんちゃん外伝
 エイリアン vs. しんのすけ

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
　  2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
　  9日 「ディアルガＶＳ(たい)パルキア
　　　  ＶＳ(たい)ダークライ」 
　16日 「ギラティナと氷空（そら）の
　　　 花束 シェイミ」 
　23日 「アルセウス 
　　　　超克（ちょうこく）の時空へ」 
　30日 「幻影の覇者 ゾロアーク」 

2

～

3

  2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～ 
  9日  劇場版 カードキャプターさくら 
16日  劇場版 カードキャプターさくら 
　　  封印されたカード 
23日  映画クレヨンしんちゃん 
　　　爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 
30日  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 

4

～

5

2日  映画ドラえもん のび太の宝島 
9日～ 妖怪学園Y～Nとの遭遇～（～5:00）
　　　怪盗ジョーカー（5:00～5:30）
　　　デュエル・マスターズ キング（5:30～）

6

～

7

  2日  劇場版 「名探偵コナン 業火の向日葵」 
  9日  劇場版 「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」 
16日  映画あたしンち 
23日  劇場版あたしンち
　　　    「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」 
30日  映画 若おかみは小学生！ 

8

～

9

～9日 まじっく快斗1412
16～30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
        　  TVスペシャル ※16日（～4:55）  、
        　  23日（～5:00）、30日（～4:00）

10

～

2

  2日 ルパン三世 the Last Job（～11:40）
　　  ルパン三世 血の刻印 永遠のmermaid（11:40～1:20）
        銀魂 セレクション（1:20～） 
  9日 ルパン三世 東方見聞録 
       ～アナザーページ～（～11:40）
        銀魂 蓮蓬篇（11:40～2:10）
  　   銀魂 バラガキ篇（2:10～4:00）

3 30
トミカ絆合体 アースグランナー
2日 新あたしンち　セレクション

4

～

5
  ～9日 まじっく快斗1412 セレクション
  16～30日 新あたしンち ※16・23日(5:00～）





 

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
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