


　

© 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。

5・12・
19・26

4・11・
18・25

6・13・
20・27

7・14・
21・28

1・8・15・
22・29金木水火月

6 30

～8日 れいぞうこのくにのココモン
11日～ れいぞうこのくにのココモン２

～20日 ポケットモンスター
21日～ 妖怪ウォッチ！

7 30

～20日 トミカ絆合体 アースグランナー
　　　　　　　　　　　　　　  21日～ キャップ革命 ボトルマン   　　　　 　　　　　　28

まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8 30

～7日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！
8日～ スター☆トゥインクルプリキュア

45
はなかっぱ第1期

～15日 マーシャのふしぎなおはなし
18日～ GO!GO! アトム 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　※25・27・29日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV

10 30

ゴーゴー！のりものタウン ※4日～(～10:15)
4日～ おじゃる丸 セレクション(10:15～)

～1日 ぼくは王さま
4日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

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 ㊊～㊌ ㊍㊎

トロールズ： シング・ダンス・ハグ！ 情報

1 30
パウ・パトロール セレクション

～1日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　
4日～ ABCブロッコリ！

2 30

子育てTV ハピクラ
※26・28日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV

それいけ！アンパンマン

3 30
はなかっぱ第1期 セレクション

ミュークルドリーミー

4 ポケットモンスター サン＆ムーン

5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58

6
～14日 まじっく快斗1412

15日 人体のサバイバル！
クレヨンしんちゃん外伝 

18～20日 エイリアン vs. しんのすけ 　21～25日 おもちゃウォーズ
26～28日 家族連れ狼 　29日～ お・お・お・のしんのすけ

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ 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 ！

～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ
11日～ ポケットモンスター サイドストーリー

8 ポケットモンスター 
※26日 ダイナ荘びより 全26話一挙放送

9
～25日 ドラゴンボール超 ※25日(～10:30)

26日 映画あたしンち (～10:45)
27日～ ルパン三世 PART4

※29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

10 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）※25日(10:30～)

11 ヒカルの碁
※26日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

0 ～14日 まじっく快斗1412
15日～ 銀魂

1 ポケットモンスター

2
～25日 ドラゴンボール超 ※25日(～3:30)

27日～ ルパン三世 PART4
※29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

3 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）※25日(3:30～)
※19日 きんだーてれび セレクション(3:55～)

4
30

～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ
11～14日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

15日～ 銀魂 セレクション

ヒカルの碁
5 30

情報

土 2・9・16・23・30

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
ガル学。～ガールズガーデン～
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
  2日 おむすびまん
  9日 ドキンちゃんのドキドキカレンダー
16日 ぼくらはヒーロー
23日 アンパンマンとおかしな仲間
30日 アンパンマンとたのしい仲間たち

10 30
子育てTV ハピクラ
※9日 「それいけ！アンパンマン」スペシャル
※30日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
～23日 アイカツプラネット！ 
30日 妖怪ウォッチ セレクション

12

～

1

  2日 モンスター・ハウス
  9日 映画プリキュアミラクルユニバース
16日 映画スター☆トゥインクルプリキュア 　　　　
　　 星のうたに想いをこめて (～1:30)
　　 第11回ロボット教室全国大会
　　 〜ロボットキッズ挑戦の夏〜 (1:30～)

映画クレヨンしんちゃん
23日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者
30日 オタケベ！ カスカベ野生王国

2 2日～ おしりたんてい(第1期)  
※2日 妖怪ウォッチ セレクション(2:30～)

3 30
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

30

ドラゴンボール超

4
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
※23・30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 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

  2日 劇場版ポケットモンスター 
       「ミュウツーの逆襲」完全版
  9日 銀魂 からくりお披露目篇

よりぬき銀魂さんオンシアター2D
16日 『真選組動乱篇』
23日 『かぶき町四天王篇』

30日 あらいぐまラスカル　ダイジェスト版

11

～

4

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

  2日 #26～#37
  9日 #38～#50

ヒカルの碁
16日 #1～#12　
23日 #13～#25
30日 #26～#37

5
2～16日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
23・30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
           セレクション

日 3・10・17・24・31

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
  3日 リリカル★
　　マジカルまほうの学校
　　 (9:37～)
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
3日～ おしりたんてい(第1期)
※3日(～11:15)

11 30
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

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」
劇場版ポケットモンスター

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」
31日「アルセウス 
　　超克（ちょうこく）の時空へ」

2
～

3

映画 妖怪ウォッチ 
  3日 誕生の秘密だニャン！
10日 エンマ大王と5つの物語だニャン！
17日 空飛ぶクジラとダブル世界の
　　 大冒険だニャン！

24日 あらいぐまラスカル　ダイジェスト版
31日 モンスター・ハウス

4 30
妖怪ウォッチ♪

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

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

  3日 #39～#50　10日 #51～#64(～1:00)
結界師

17日 #1～#13　24日 #14～#26
31日 #27～#39

0
～3日 銀魂 セレクション
17日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所 
　　　セレクション

1

～

2
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

～3日 銀魂 セレクション
10日 ポチっと発明 ピカちんキット 
　　  セレクション(～5:30) 
　　  ポケットモンスター サン＆ムーン 
        セレクション(5:30～)
17日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所 
　　　セレクション

「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2021.10 【放送休止時間】

26日 深夜
1：00 ～7：00
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詳しい
番組情報は
こちら！

CS
初放送

原作はシリーズ累計発行部数300万部を超える人気児童小説！ 幸運な人だけが
たどりつける銭天堂。店主の紅子さんが勧める駄菓子はどれもお客の悩みにぴっ
たりのもの。でも、食べ方や使い方をまちがえると……。幸福をよぶか、不幸をま
ねくかはその人次第！

9/25㊏
スタート

毎週土曜 ごご 3:00毎週土毎週土毎週土曜 ごごごご 3::0000毎週土曜 ごご 3:00

ロシア発の人気アニメがロロシシアアア発ののの人人人気アアアニメメがが
日本初上陸♪

親子で楽しめる！  しんちゃんの映画だゾ！

ひる12:009/4㊏9/4㊏

映画クレヨンしんちゃん
伝説を呼ぶブリブリ
3分ポッキリ大進撃

ひる12:009/11㊏9/11㊏

映画クレヨンしんちゃん
伝説を呼ぶ
踊れ!アミーゴ!

ひる12:009/18㊏9/18㊏

映画クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶ

歌うケツだけ爆弾!
ごご 2:009/19㊐9/19㊐

映画クレヨンしんちゃん
ちょー嵐を呼ぶ
金矛の勇者

ごご 2:009/26㊐9/26㊐

映画クレヨンしんちゃん
オタケベ!

カスカベ野生王国Youtubeの総再生回数が940億回突破！ 世界
中で愛されている『マーシャとくま』シリーズの
スピンオフ作品がテレビで見られるチャンス♪

たくさん笑って時には泣けると評判の映画クレヨンしんちゃん5作品をまとめて放送！

毎週月～金曜 あさ 8:45
9/10㊎スタート9/10㊎スタート 日本

初放送

第1期

「映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」
つりたい焼き

2020年8月に公開された銭天堂の初映画化作品。釣り
が大好きな８歳の男の子がたい焼きが釣れる不思議な
駄菓子「つりたい焼き」を手に入れて――。

ひる 12:009/25㊏9/25㊏

よ
う
こ
そ
、

よ
う
こ
そ
、

《
銭
天
堂
》

《
銭
天
堂
》

ふ
し
ぎ
な
駄
菓
子
屋へ！

ア
ニ
メ
シ
リ
ー
ズ
と

映
画
を
連
続
放
送！

マーシャのふしぎなおはなし

テレビ
初放送

毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜毎週日曜 ごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜんごぜん 1111:::::::::3333333300000000000000毎週日曜 ごぜん 11:30毎週日曜 ごぜん 11:309/26㊐スタート再

2話
連続

9
SEPTEMBER

2 0 21
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7・14・
21・28

6・13・
20・27

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30

3・10・
17・24金木水火月

6
30

～1日 ハローココモン 
2日～ れいぞうこのくにのココモン 

※29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～7:00)

ポケットモンスター

7
30

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

～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ

9日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8 30
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

はなかっぱ第1期（～8:45）　～9日 マーシャのものがたり（8:45～） 　
10日～ マーシャのふしぎなおはなし（8:45～）

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
～22日 ABCブロッコリ！

※20日 情報
23日 情報　24日～ ぼくは王さま

11 30

～1日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC
2日～ 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
※20～24日  劇場版「それいけ！アンパンマン」

12
30 ㊊～㊌ ㊍㊎

1日 GO!GO!アトム セレクション
6日～ トロールズ： シング・ダンス・ハグ!

※20日  映画おしりたんてい カレーなる じけん (～1:10)

情報
※23・24日 トロールズ： 
シング・ダンス・ハグ！

1 30

パウ・パトロール セレクション
※20日  映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (1:10～2:00)

ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

2 30
子育てTV ハピクラ

それいけ！アンパンマン

3
30

～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼 
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ

9日～ はなかっぱ第1期 セレクション
ミュークルドリーミー

4 30

～27日 ベイブレードバースト ガチ
28日～ ポケットモンスター サン＆ムーン(～5:00)

1～3日、22～27日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
6～21日 キャップ革命 ボトルマン

5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58

6
～13日 結界師

14～28日 カードキャプターさくら クリアカード編
29日～ まじっく快斗1412

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

～20日 ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！

27日～ ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！

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 ！

～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ

※28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

8 ポケットモンスター 
※28日  サーフズ・アップ (～9:45)

9 ドラゴンボール超

10 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
※28日  サーフズ・アップ2(～11:45)

11 ～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁

0
～24日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

27・28日 ドラマ『弱虫ペダル』 総北高校 ウェルカムレース セレクション
29日～ まじっく快斗1412

1 ポケットモンスター 
※28日 銀魂 セレクション(～5:30)

2 ドラゴンボール超

3 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

4
30

～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ

～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁5 30

情報

土 4・11・18・25

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
ガル学。～ガールズガーデン～
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
  4日 アンパンマンと
　　  おかしな仲間
11日 アンパンマンとたのしい仲間たち
18日 やきそばパンマンと
　　  ブラックサボテンマン
25日 怪傑ナガネギマンとやきそばパンマン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

 映画クレヨンしんちゃん
  4日 伝説を呼ぶ
　　 ブリブリ３分ポッキリ大進撃
11日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
18日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！

25日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

2 30

4～18日 はなかっぱ第1期 セレクション
25日  人体のサバイバル！(1:45～2:50)

4～18日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 　　
　　　  セレクション

3

30

～18日 おしりたんてい(第1期) 
25日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
～18日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　   ゴマちゃん 第2シリーズ 
　　　 ※4日(～3:55)
～4日 コロコロアニマル
       おとぎばなし(3:55～)
25日～ ドラゴンボール超 (～4:30)

4 30

～18日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　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
※4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 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

  4日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 
       京都伏見 セレクション
11日 OVA 鋼の錬金術師 
       FULLMETAL ALCHEMIST 
       #1～#4
18日 劇場版ポケットモンスター 
       みんなの物語
25日 ミュウツーの逆襲 
       EVOLUTION

11

～

5

まじっく快斗1412
  4日 #9～#16(～3:00)
11日 #17～#24(～3:00)

こちら葛飾区亀有公園前派出所
18日 #1～#12 (～4:30)
25日 #13～#25(～5:00)

カードキャプターさくら クリアカード編
  4日 #7～#12 (3:00～)　
11日 #13～#19 (3:00～)
18日 #20～#22 (4:30～)

25日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
　　 (5:00～)

日 5・12・19・26

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
  5日 ばいきんまんの逆襲
　　 (9:32～)
12日 とべ！とべ！ちびごん
　　 (9:58～)
19日 つみき城のひみつ
　　 (9:38～)
26日 恐竜ノッシーの大冒険 

10
45

はなかっぱ第1期 セレクション
※26日(10:17～10:45)
26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
　　セレクション(～11:15)

11
30

～19日 おしりたんてい(第1期)

～19日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　お・お・お・のしんのすけ
26日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
  5日  「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
12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
19日「七夜（ななよ）の
       願い星 ジラーチ」
26日「裂空（れっくう）の訪問者 
       デオキシス」

2

～

3

  5日 ディノ・キング　
       恐竜王国と炎の山の冒険
12日 おまえうまそうだな

映画クレヨンしんちゃん 
19日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者
26日 オタケベ！ カスカベ野生王国

4 30
妖怪ウォッチ♪

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

5日 天使な小生意気 #39～#50
鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

12日 #1～#14 (～1:00)
19日 #15～#26
26日 #27～#38

0 5・19・26日 銀魂 セレクション

1

～

2
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

                                                  妖怪ウォッチ

「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2021.9


