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詳しい
番組情報は
こちら！

見た目はおしり、推理はエクセレントな
名探偵「おしりたんてい」が活躍する映画第１作。

CS
初放送

ガールズ戦士シリーズ第5弾が早くも登場！ゲームの世界から飛び出して
きたキラパワ王国のプリンセスを助けるため、キラメキパワーズが世界の
闇をキラッキラにきらめかせちゃうよ！

8/28㊏スタート 毎週土曜 あさ 8:30毎週土曜 あさ 8:30
事前

スペシャル特番
ビッ友×戦士キラメキパワーズ！新ガールズ戦士誕生スペシャル

8/21㊏ 8/27㊎ひる 12:00 ひる 12:00 ごご 1:30 ごご 1:30 再

おしりたんてい特集‼

毎週月～金曜
あさ 7:30/ごご 3:00

CS
初放送

おしりたんていと一緒に謎解きに挑戦しよう！
映画2作品とアニメシリーズを一挙放送！！

8/2㊊スタート8/2㊊スタート

番組を見て
スマホで参加しよう！

ガル学。
～ガールズガーデン～

8/28㊏スタート
毎週土曜 あさ 8:00 

Girls2を描いたアニメの
続きが実写ドラマ化♪

8/7㊏
ひる 12:00 ひる 12:00 

8/30㊊ ごご 1:10 ごご 1:10 再

映画第２作は、おしりたんていとおしりダンディの
親子タッグで遺跡の謎にいどむ冒険活劇！

CS
初放送

8/14㊏
ひる 12:00 ひる 12:00 

8/2㊊スタート8/31㊋ ごご 1:10 ごご 1:10 再

第1期

8
AUGUST

2 0 21

大冒険をビッ友 × 戦士 

キラメキパワーズ！
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3・10・17・
24・31

2・9・16・
23・30

4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27金木水火月

6 30
ハローココモン

ポケットモンスター

7 30

～2日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～
3～10日 ポケットモンスター(2019年) セレクション

                                 11日～ トミカ絆合体 アースグランナー  　 　 　　　　　　　28

2～18日 おしりたんてい(第1期)
19～25日 クレヨンしんちゃん外伝 おもちゃウォーズ  

26日～ クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼

8 30

～2日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
3日～ ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

～11日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ（～8:45）
5日～ マーシャのものがたり（8:45～）   12日～ はなかっぱ第1期（～8:45）

9 30
それいけ！アンパンマン ※16～20日  劇場版「それいけ！アンパンマン」(～10:00)

子育てTV ハピクラ　

10 30
ゴーゴー！のりものタウン

　　　　　ABCブロッコリ ！ ※5～10日、19・20日、26・27日 情報

11 30

～13日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２
16日～ ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC

それいけ！アンパンマン 

12
～25日  ポケモン映画 22作品一挙放送

26日 サーフズ・アップ
27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～ (～1:30)

　　　ビッ友×戦士キラメキパワーズ！新ガールズ戦士誕生スペシャル (1:30～)
30日  映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険 (～1:10)

   映画おしりたんてい カレーなる じけん (1:10～)
31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！(～1:10)

　　　　　   映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (1:10～)
1

2 30
子育てTV ハピクラ ※16～20日  劇場版「それいけ！アンパンマン」(～3:00)

それいけ！アンパンマン

3 30

2～18日 おしりたんてい(第1期)
19～25日 クレヨンしんちゃん外伝 おもちゃウォーズ

26日～ クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
～27日 アイカツプラネット！ 
30日～ ミュークルドリーミー

4 30

～11日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 1話からおさらい
12日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
13～20日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

23日～ ベイブレードバースト ガチ
～12日 マジカパーティ 1話からおさらい

13・31日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
16～20日 ポケットモンスター(2019年) セレクション

23～30日 SDガンダムワールド ヒーローズ 1話からおさらい

5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58

6
～4日 弱虫ペダル GRANDE ROAD

5日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
6日 劇場版あたしンち「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」

9日～ 結界師

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！ マジカパーティ ポケットモンスター

（2019年） 妖怪ウォッチ♪ デュエル・マスターズ 
キング ！

～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
23～30日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

31日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ

8 ポケットモンスター

9 ドラゴンボール超

10 ～27日 あひるの空
30・31日 銀魂 セレクション

11 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

0
～20日 美少女戦士セーラームーンCrystal ※20日(～0:30)

20日 銀魂 セレクション (0:30～)
23日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

1 ポケットモンスター

2 ドラゴンボール超

3 ～27日 あひるの空
30・31日 銀魂 セレクション

4
30

～20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
23～30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

31日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST ※5・10日放送休止

5 30
情報

土 7・14・21・28

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
SDガンダムワールド ヒーローズ

7 30
ピポンザABC！ セレクション　　　 28

ミュークルドリーミー みっくす！

8 30

～21日 パウ・パトロール
28日～ ガル学。～ガールズガーデン～
～21日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！
28日～ ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9

劇場版 それいけ！
アンパンマン
  7日 怪傑ナガネギマンと
        やきそばパンマン
14日 おむすびまん
21日 ドキンちゃんのドキドキカレンダー
28日 ぼくらはヒーロー

10 30
子育てTV ハピクラ
※21日 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
アイカツプラネット！ 

12
～

1

  7日 映画おしりたんてい 
 　　カレーなる じけん (～12:40)
       人体のサバイバル！(12:40～)
14日 映画おしりたんてい
　　 テントウムシいせきの なぞ (～12:48)
　　 おしりたんてい(第1期) ププッ　
　　 ふめつのせっとうだん (12:48～)
21日 ビッ友×戦士キラメキパワーズ！
       新ガールズ戦士誕生スペシャル (～12:30)
　　 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～ (12:30～)
28日 サーフズ・アップ (～1:35)
　　　  ひみつ×戦士 ファントミラージュ！セレクション(1:35～2:05)

2

～14日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー (～2:30)
　　  ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(2:30～)
21日 ガル学。～聖ガールズスクエア学院～ 
　　 セレクション(～2:20)
       ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
       セレクション(2:20～)
28日 ポケットモンスター(2019年) 
       セレクション(2:05～)

3 30

おしりたんてい(第1期) (～3:25)
きんだーてれび PUI PUI モルカー セレクション(3:25～)

少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ (～3:55)
コロコロアニマルおとぎばなし(3:55～)

4
30

クレヨンしんちゃん外伝
～14日 家族連れ狼
21日～ お・お・お・のしんのすけ

デュエル・マスターズ キング！

5 30

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※7・14日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　　　　 58

6 30
マジカパーティ
ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7 結界師

8 ～7日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
14日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

  7日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
14日 ヒカルの碁スペシャル  北斗杯への道
21日 映画あたしンち
28日 劇場版あたしンち
　　 「情熱のちょ～超能力♪ 母大暴走！」

11

～

4

ドラマ『弱虫ペダル』
  7日 #1～#7

ドラマ
『弱虫ペダルSeason2』

14日 #1～#7 　21日 #8～#13 (～4:00)
21日 銀魂 セレクション(4:00～6:00)
28日 まじっく快斗1412 #1～#8 (～3:00)
　　 カードキャプターさくら クリアカード編
        #1～#6 (3:00～6:00)

5 7・14日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

日 1・8・15・22・29

6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

30
ベイブレードバースト ガチ

7

デュエル・マスターズ キング！
※8日 デュエル・マスターズ キング！ 特別編　
　　  ジョーには内緒っ！  
        極秘のミニキャラサミット開催！

30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58

8
妖怪ウォッチ♪

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
  1日 おもちゃの星の
　　 ナンダとルンダ
  8日 ブルブルの
       宝探し大冒険！
15日 かがやけ！
   クルンといのちの星 
22日 きらめけ！
　　 アイスの国のバニラ姫 
29日 キラキラ星の涙 (～10:35)10

15
～22日 おしりたんてい(第1期) (～10:40)
はなかっぱ第1期 (10:40～10:55)
コロコロアニマルおとぎばなし(10:55～)

11 30

～8日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
15～22日 妖怪ウォッチ セレクション
29日～ おしりたんてい(第1期) 

クレヨンしんちゃん外伝 
　～15日 家族連れ狼
　22日～ お・お・お・のしんのすけ

12

～
1

劇場版ポケットモンスター
　  1日 みんなの物語

15日「ミュウツーの逆襲」
　　 完全版
22日「幻のポケモン 
       ルギア爆誕(ばくたん)」
29日「結晶塔の帝王 エンテイ」

8日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

2

～

3

映画クレヨンしんちゃん　
  1日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦
  8日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス
15日 バカうまっ！ 
　　 Ｂ級グルメサバイバル！！
22日 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん

29日 恐竜超伝説 
　　 劇場版ダーウィンが来た！

4 30
妖怪ウォッチ♪

1日～ ポケットモンスター サン＆ムーン

5 30
怪盗ジョーカー

デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

ヒカルの碁 
1日 #51～#63  8日 #64～#75

天使な小生意気 
15日 #1～#13  22日 #14～#26
29日 #27～#38

0 銀魂 セレクション ※1・8日(～2:00)

1

～

2
15日～ ヒカルの碁

3 カードキャプターさくら クロウカード編

4 美少女戦士セーラームーンCrystal

5
銀魂 セレクション ※1日(～5:30)
※15・22日 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

「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2021.8
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6・13・
20・27

5・12・
19・26

7・14・
21・28

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30金木水火月

6 30
～28日 れいぞうこのくにのココモン2 　29日～ ハローココモン

ポケットモンスター　※22・23日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2

7
30

　　　　　　　　　　　　　   妖怪学園Y～Nとの遭遇～   　　　　　　　　　　　　28
～21日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　22日 ダイナ荘びより セレクション

23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
26日～ クレヨンしんちゃん外伝 エイリアン vs. しんのすけ

8 30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ ※23日 はなかっぱ第1期 セレクション

～6日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
7日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ 　※23日 おじゃる丸 セレクション

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ　

10 30
ゴーゴー！のりものタウン

ABCブロッコリ ！ ※29・30日 情報

11 30
ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル２

～13日 劇場版「それいけ！アンパンマン」31作品
14～21日 それいけ！アンパンマン (～12:30) 　16・19日 映画 おかあさんといっしょ(12:30～1:45)
20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 (1:00～2:00)
21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～ (1:00～2:00)
26日～ それいけ！アンパンマン (～12:00)　12

30

1

　～15日 ポケットモンスター サン＆ムーン ※5～7、12～14日 (1:00～)、15日 (1:00～1:30)

2 30
子育てTV ハピクラ

それいけ！アンパンマン ※22・23日 情報

3 30

～21日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
26日～ クレヨンしんちゃん外伝 エイリアン vs. しんのすけ

～12日 イナズマイレブン オリオンの刻印 (～4:30)
13～21日 ポケットモンスター サイドストーリー　26日～ アイカツプラネット！ 

4
13～21日 「妖怪ウォッチ」スペシャル (～5:58)

 26日～ 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 1話からおさらい (～4:30)
　　　　　　        　　マジカパーティ 1話からおさらい (4:30～)　　 　　　　　22日 58

5 　　　 　　　　　　　　　　　　妖怪ウォッチ　　　　　　　　　　　　 58

6 　　　　  ～15日 弱虫ペダル　16日～ 弱虫ペダル GRANDE ROAD　　23日 58

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！ マジカパーティ ポケットモンスター

（2019年）
～8日 妖怪学園Y
～Nとの遭遇～
15日～ 妖怪ウォッチ♪

デュエル・マスターズ 
キング ！

～5日 カードキャプターさくら クリアカード編
6～29日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
30日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ

8 ポケットモンスター
9 ～21日 天使な小生意気 ※21日(～11:00)　26日～ ドラゴンボール超

10 ～7日 結界師　8～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション
26日～ あひるの空

11
～5日 銀魂

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
6・7日 Nostalgic Days　8～12日 サスケ真伝　来光篇 ※12日(～11:30)
12～14日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 ※12日(11:30～)　15～20日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※20日(～11:30)

20・21日 ポケットモンスター サイドストーリー※20日(11:30～)
26日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

0 　　～16日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』　19～21日 弱虫ペダル セレクション ※21日(～0:30)
21日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション (0:30～)　26日～ 美少女戦士セーラームーンCrystal

1 ポケットモンスター
2 ～21日 天使な小生意気 ※21日(～4:00)　26日～ ドラゴンボール超

3 ～7日 結界師　8～20日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション
26日～ あひるの空

4
30

～5日 カードキャプターさくら クリアカード編
6～29日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
30日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ

～5日 銀魂
ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝
6・7日 Nostalgic Days　8～12日 サスケ真伝　来光篇 ※12日(～5:00)
12～14日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 ※12日(5:00～)　15～20日 木ノ葉秘伝　祝言日和 ※20日(～5:00)

20～23日 それいけ！アンパンマン セレクション (5:00～)
21・23日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション(～5:00)

26日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
5

30
情報

ポケモン映画 22作品一挙放送
劇場版ポケットモンスター

26日 「ミュウツーの逆襲 完全版」 　27日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
28日 「結晶塔の帝王 エンテイ」　29日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
30日 「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」

22
・
23
・
26
日
ス
タ
ー
ト 

夏
休
み
特
別
編
成
　
詳
し
く
は
下
へ
！

22
・
23
・
26
日
ス
タ
ー
ト 

夏
休
み
特
別
編
成

12：00〜

土 3・10・17・24・31

6 30
3日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
3～17日 GO ! GO ! アトム セレクション
24日～ SDガンダムワールド ヒーローズ

7 30
ピポンザABC ！  セレクション　　　 28

ミュークルドリーミー みっくす！

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 おむすびまん
10日 ぼくらはヒーロー
17日 アンパンマンとおかしな仲間
24日 アンパンマンとたのしい仲間たち
31日 やきそばパンマンとブラックサボテンマン10

30
子育てTV ハピクラ

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
アイカツプラネット！ 

12

～
1

  3日 映画 おかあさんといっしょ 
はじめての大冒険 (～1:10)
すりかえかめんをつかまえろ！(1:10～2:25)

10日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
17日 ディノ・キング　恐竜王国と炎の山の冒険
24日 おまえうまそうだな
31日 あなたをずっとあいしてる

2 30
10日～ 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

3 30

おしりたんてい(第1期)(～3:25)
きんだーてれび PUI PUI モルカー 
セレクション (3:25～)

少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん (～3:55)
　～17日 第1シリーズ　24日～ 第2シリーズ
コロコロアニマルおとぎばなし(3:55～)

4 30

クレヨンしんちゃん外伝 
　～10日 おもちゃウォーズ　17日～ 家族連れ狼

デュエル・マスターズ キング！
※17日 デュエル・マスターズ キング！ セレクション

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　 　　　58

6 30
マジカパーティ
ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7 結界師

8 こちら葛飾区亀有公園前派出所

9

～

10

劇場版銀魂
  3日 新訳紅桜篇
10日 完結篇 万事屋よ永遠なれ
 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
17日 『真選組動乱篇』
24日 『かぶき町四天王篇』

31日 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－
　　 維新志士への鎮魂歌

11

～

4

 るろうに剣心
 －明治剣客浪漫譚－

  3日 #27～#39　
10日 #40～#52　17日 #53～#66 (～5:30)　
24日 #67～#80 (～5:30)　31日 #81～#94 (～5:30)

5 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション　
※17～31日 (5:30～)

日 4・11・18・25

6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

30
ベイブレードバースト ガチ

7
デュエル・マスターズ キング！

30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58

8
妖怪ウォッチ♪

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 よみがえれ
　　 バナナ島 (9:25～)
11日 とばせ！
　  希望のハンカチ (9:25～)
18日 りんごぼうやと
　　 みんなの願い (9:25～)
25日 ミージャと魔法のランプ (9:25～)10

15
おしりたんてい(第1期)(～10:40)
はなかっぱ第1期 (10:40～10:55)
コロコロアニマルおとぎばなし(10:55～)

11 30
4日～ 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

クレヨンしんちゃん外伝 
　～11日 おもちゃウォーズ　18日～ 家族連れ狼

12

～

1

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
 　 4日「破壊の繭とディアンシー」
　 11日「光輪（リング）の超魔神 フーパ」

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ&Z
 　 18日「ボルケニオンと
　　　 機巧（からくり）の
　　　 マギアナ」(～1:40)
25日 劇場版ポケットモンスター
　   キミにきめた！ 　

2

～
3

  4日 ワンピース フィルム ゼット
11日 ワンピース スタンピード
18日 ワンピース フィルム ゴールド(1:40～)
25日 映画クレヨンしんちゃん 
　　超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁

4 30
妖怪ウォッチ♪
～11日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～
18・25日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

5 30
怪盗ジョーカー
デュエル・マスターズ キング！
※18日 デュエル・マスターズ キング！ セレクション

6～

11

 ヒカルの碁
4日 #1～#12　11日 #13～#25　
18日 #26～#37　25日 #38～#50

0

～

1
銀魂 セレクション

2

～

4

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
  4日 サスケ真伝　来光篇 (～4:30)
11日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲 (～4:30)
18日 木ノ葉秘伝　祝言日和 (～5:30)

4・11・25日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
　　 セレクション ※4・11日(4:30～)、25日(～3:00) 
25日～ カードキャプターさくら クロウカード編 (3:00～4:00)
　　　 美少女戦士セーラームーンCrystal(4:00～)

5
4・11日 銀魂 セレクション
18・25日 ぼくは王さま セレクション
　　　　 (5:30～)
25日 妖怪ウォッチ セレクション (～5:30)

詳しくは
webを
チェック！

あさ  　　8:00 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
ごぜん　10:00 サーフズ・アップ
　　　   11:35 サーフズ・アップ２
ごご　　  1:10 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
　　　　  3:00 ワンピース フィルム ゼット
ゆうがた  5:00 ワンピース フィルム ゴールド
よる　　  7:10 ワンピース スタンピード
　　　　  9:00 dTVオリジナルドラマ 銀魂 -ミツバ篇-
　　　　  9:55 dTV オリジナルドラマ 銀魂２ -世にも奇妙な銀魂ちゃん-

       22日 木

よる        8:50 映画クレヨンしんちゃん 
                 バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！
            11:00 よりぬき銀魂さんオンシアター2D　
　　　　　  『真選組動乱篇』
深夜　    0:45 よりぬき銀魂さんオンシアター2D
　　　　　  『かぶき町四天王篇』
　　　     2:40 銀魂 星海坊主篇

ごご 　　 3:30 アイカツプラネット！
ゆうがた  4:00 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
　　        4:30 マジカパーティ

26日    スタート月ごぜん   10:00 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
            11:35 ディノ・キング　恐竜王国と炎の山の冒険
ごご        3:00 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
ゆうがた  5:00 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ
よる        7:00 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！ 逆襲のロボとーちゃん

よる       11:10 銀魂　第295.5 話　愛染香篇・前編
            11:45 銀魂　第295.5 話　愛染香篇・後編
深夜        0:20 劇場版銀魂 新訳紅桜篇
　　　　  2:05 劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ
　　　　  4:00 きんだーてれび PUI PUI モルカー 一挙放送
       23日 金

夏休み特別編成夏休み特別編成

夏休み特別編成夏休み特別編成

「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2021.7


