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詳しい
番組情報は
こちら！

12/24㊏12/24㊏
ひる 12:00

劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～
12/10㊏12/10㊏ よる 7:00ほか

恐竜超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！
12/17㊏12/17㊏ よる 7:00ほか

驚き！海の生きもの超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！
12/24㊏12/24㊏ よる 7:00ほか

地球の歴史や生きものにくわしくなろう!

CS
初放送

CS
初放送

｢聴察｣をテーマに、音か
ら生まれた不思議な生き
もの｢オトッペ｣たちを描く
人気番組、2021年に初の
ミュージカル映画化！

大人気ドキュメンタリー
番組『ダーウィンが来た！』   
の劇場版3作品で地球の
謎に迫っちゃおう！

人気子ども番組
『オトッペ』の劇場版を早くも放送!

劇場版オトッペ　
パパ・ドント・クライ

原作の児童書シリーズが累計3500万部を突破するロングセラー
『かいけつゾロリ』は今年で35周年！ 

テレビシリーズ『もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ』も1話からスタート！
最新映画公開前に予習しよう！

12/25㊐12/25㊐ ごご 2:00 ごご 3:00ごご 3:001/3㊋1/3㊋再

最新映画情報

映画かいけつゾロリ
ラララ♪スターたんじょう

12/9㊎12/9㊎
全国ロードショー

12/4㊐ ごご 2:00ほか

12/11㊐ ごご 2:00ほか

12/18㊐ ごご 2:00ほか

12/4㊐ ごご 3:00ほか

12
DECEMBER

2 022

あさ 7:301/3㊋1/3㊋再

12
DECEMBER

2 022

を
と放送ドドン

5作品映画 を
と放送ドドン

5作品映画



初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版2022.12

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・13・
20・27

5・12・
19・26

7・14・
21

1・8・
15・22

2・9・
16・23金月 木水火

6 30

れいぞうこのくにのココモン
※27日 マーシャとくま セレクション
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※27日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

7 30

～26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし
27日 パウ・パトロール セレクション(～8:00)
～26日 マジカパーティ

8 30

～22日 ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA
23～27日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション
きんだーてれび

9 30
それいけ ! アンパンマン
子育てTV ハピクラ

10

15
ゴーゴー！のりものタウン

30

～20日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
21日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第2シリーズ セレクション
～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
9日～ パウ・パトロール (～11:00)

45
～8日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション

11 
30

～20日 ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１
21日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン２
それいけ！アンパンマン

12 30
情報

1
ヒーリングっど♥プリキュア

30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※27日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション

2 子育てTV ハピクラ
30

それいけ！アンパンマン

3

30

～1日 ポケットモンスター サン＆ムーン(～4:00)
2～20日 ♦もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 

第1シリーズ (～4:00)※20日(～3:30)
21・22日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション
23～27日 情報
20～27日 マーシャのものがたり セレクション

4 30

～6日 銀魂 (～5:00) ※6日(～4:30)
7日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
6～8日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション
9日～ パウ・パトロール

5 イナズマイレブン

6
～7日 キャプテン翼
8日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) ※26日(～6:30)
※26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション(6:30～)

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
リズスタ 
-Top of 
Artists!-

新幹線変形ロボ 
シンカリオンＺ

ポケット
モンスター
(2019年)

妖怪
ウォッチ♪

ガル学。
～ガールズ
ガーデン～

30
～20日 ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１(二か国語版)
21日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン２(二か国語版)

8
ポケットモンスター
※26日 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と

5つの物語だニャン！(～9:45)

9
～1日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※1日(～9:30)
1～19日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE ※1日(9:30～) 
20日～ ♦まじっく快斗1412

10
カードキャプターさくら クロウカード編
※19日 銀魂 セレクション(～10:30)

ルパン三世 PART4 セレクション(10:30～)
※26日 銀魂 紅桜篇 (～0:00)

11 ～16日 ドラゴンボール超 ※16日(～11:30)
16日 銀魂 セレクション(11:30～)　19日～ ♦あらいぐまラスカル

0
～7日 キャプテン翼
8日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) ※26日(～0:30)
※26日 ルパン三世 PART4 セレクション(0:30～)

1

ポケットモンスター
※26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション(～1:30) 
映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と

5つの物語だニャン！(1:30～3:15)

2
～1日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※1日(～2:30)
1～19日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE※1日(2:30～)
20日～ ♦まじっく快斗1412 

3
カードキャプターさくら クロウカード編
※19日 銀魂 セレクション(～3:30)

ルパン三世 PART4 セレクション(3:30～)
※26日 銀魂 紅桜篇 (3:30～5:30)

4
30

～22日 ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA
23・27日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
～16日 ドラゴンボール超 ※16日(～5:00)
16日 銀魂 セレクション(5:00～)　19日～ ♦あらいぐまラスカル5 30
情報

土 3・10・17・24

6 30

45

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション
※24日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！

ゴマちゃん 第4シリーズ 
クリスマスセレクション

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
～17日 れいぞうこのくにのココモン 

セレクション
24日～ れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

7
あらいぐまラスカル

30
もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

8 30
パウ・パトロール
リズスタ -Top of Artists!-

9

30

それいけ！
アンパンマン

10 子育てTV ハピクラ

11

30

45

ヒーリングっど♥プリキュア
3日～ ♦キャッチ！ティニピン
3～17日 れいぞうこのくにのココモン 

セレクション
24日～ れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

12

～

1

  3日 劇場版 おさるのジョージ5/
めざせカウボーイ

10日 人体のサバイバル！(～0:55) 
深海のサバイバル！(0:55～)

17日 さよなら、ティラノ
24日 劇場版オトッペ

パパ・ドント・クライ 

2
30

もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

3 30
～17日 ドラゴンボール超 
24日 まじっく快斗1412 クリスマス

セレクション(～4:00)
銀魂 クリスマスセレクション
(4:00～)

4

5 30
アニメ ボス・ベイビー
妖怪ウォッチ♪

6 30
おしりたんてい(第1期)

ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

  3日 映画 妖怪ウォッチ 
誕生の秘密だニャン！

10日 劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～ 

17日 恐竜超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！ 

24日 驚き！海の生きもの超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！ 

9

～

10
宇宙兄弟

11 

～  

4

ドラゴンボール超
  3日 #109～#120
10日 #121～#131(～4:30)

♦まじっく快斗1412
17日 #1～#12
24日 #13～#24

5 銀魂 セレクション ※10日(4:30～)

日 4・11・18・25

6

アニメ ボス・ベイビー
30

4日～ ♦キャッチ！ティニピン
45

4日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
ゴマちゃん 第2シリーズ 
セレクション

7

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
15

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
マジカパーティ

30

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター(2019年)

9 劇場版 
それいけ！
アンパンマン

  4日 勇気の花がひらくとき
(9:33～)

11日 人魚姫のなみだ (9:33～)
18日 ゴミラの星 (9:28～)
25日 キラキラ星の涙

10

11 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

12
～

1

劇場版ポケットモンスター 
ベストウイッシュ 

  4日 「ビクティニと白き英雄 レシラム」
11日 「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 

ケルディオ」
18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 
25日 「破壊の繭とディアンシー」

2

～

3

  4日 劇場版 「まじめにふまじめ
かいけつゾロリ　
なぞのお宝大さくせん」(～3:00)

映画かいけつゾロリ
  4日 うちゅうの勇者たち (3:00～)
11日 だ・だ・だ・だいぼうけん!
18日 まもるぜ!きょうりゅうのたまご
25日 ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

45
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

11

♦あひるの空
  4日 #1～#12
11日 #13～#24
18日 #25～#37(～0:30)
25日 #38～#50(～0:30)

0 銀魂 セレクション ※18・25日(0:30～)

1

～

2
4日～ ♦ハクション大魔王２０２０

3

～

4

～4日 カードキャプターさくら 
クロウカード編 ※4日(～3:30)

4日～ ♦カードキャプターさくら 
さくらカード編 ※4日(3:30～)

5
30

4日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
ゴマちゃん 第3シリーズ 
セレクション 

水 28・木 29・金 30・土 31
年 末 特 別 編 成

6 30

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～ セレクション
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

7

～

8
♦もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

9

～

10

劇場版それいけ！アンパンマン
28日 人魚姫のなみだ（9:34～）
29日 ゴミラの星（9:29～）
30日 おもちゃの星のナンダとルンダ（～10:15）
31日 ブルブルの宝探し大冒険！

30日 ごっこランドTV　
～冬スペシャル2022 ～（10:15～）

11

～

12

28日 みつばちマーヤの大冒険
29日 みつばちマーヤの大冒険２　

ハニー・ゲーム
30日 小さなバイキング ビッケ
31日 人体のサバイバル！（～11:55）

深海のサバイバル！（11:55～）

1

～

2

映画プリキュア
28日 映画プリキュアミラクルリープ 

みんなとの不思議な1日
29日 映画ヒーリングっど♥プリキュア 

ゆめのまちでキュン！っとGoGo！
大変身!!（～2:16）
映画トロピカル～ジュ！プリキュア プチ 
とびこめ！コラボ♥ダンスパーティ！

（2:16～）

30日 劇場版 おさるのジョージ
31日 劇場版 おさるのジョージ2/ 

ゆかいな大冒険!

3

～
4

28日 おまえうまそうだな
29日 あなたをずっとあいしてる
30日 さよなら、ティラノ

映画かいけつゾロリ
31日 劇場版「まじめにふまじめかいけつゾロリ　

なぞのお宝大さくせん」（～4:00）
映画かいけつゾロリ　
うちゅうの勇者たち（4:00～）

5

～

6

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ
28日 「破壊の繭とディアンシー」
29日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ＆Z
30日 「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
31日 キミにきめた！

7 ♦おしりたんてい(第1期)

8

～

5

♦弱虫ペダル 全38話一挙放送
28日 ＃1～＃21
29日 ＃22～＃38（～4:00）

♦弱虫ペダル GRANDE ROAD 
全24話一挙放送

29日 ＃1～＃4（4:00～）
30日 ＃5～＃24

劇場版 弱虫ペダル
31日 （9:00～10:50）

弱虫ペダル SPARE BIKE
31日 （10:50～0:00）

♦弱虫ペダル NEW GENERATION 
全25話一挙放送

31日 #1～#12（0:00～6:00）

ご視聴に関する
お問い合わせ



www.kids-station.comwww.kids-station.com© 2022 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.　©LEVEL-5／FCイナズマイレブン・テレビ東京　©高橋陽一／集英社・2018キャプテン翼製作委員会

詳しい
番組情報は
こちら！

サッカースポーツの秋はサッカーで盛り上がろう! サッカーアニメ特集

11/2㊌スタート11/2㊌スタート
11/2㊌スタート11/2㊌スタート

伝説のサッカーアニメ再び！
天才サッカー少年・大空翼と、ライバ
ルたちの激闘を見逃すなっ！

たくさんの超次元サッカープレイヤー
が繰り出す、かっこいい必殺技の数々
をお見逃しなく！

毎週月～金曜 夕方 6:00
毎週月～金曜 夕方5:00

（2話連続放送）
（2話連続放送）

深夜0:00再 （2話連続放送）

KIDS
初放送

11
NOVEMBER

2 022

イギリスの児童文学シリーズの大人気アニメ化作品
『ヒックとドラゴン：新たな世界へ！』は心優しいバイキングの
少年・ヒックと相棒のドラゴン・トゥースの冒険譚。シーズン 1
はCS初放送、そしてシーズン2と3は待望のテレビ初放送！

毎週月~金曜 ごぜん11:00 /よる7:30
(二か国語版) 

毎週月~金曜 ごぜん11:00 /よる7:30
(二か国語版) 

11/15㊋スタート11/15㊋スタート

ド
ラ
ゴ
ン
と
空
を
飛
ん
で

新
た
な
世
界
へ！

シーズン2は12月/シーズン3は1月に放送予定

CS
初放送

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
シ
ー
ズ
ン
２･

３
は

テ
レ
ビ
初
放
送!



1・8・15・
22・29

7・14・
21・28

2・9・16・
23・30

3・10・
17・24

4・11・
18・25金木水火月

6 30

～25日 ハローココモン
28日～ ♦れいぞうこのくにのココモン
～10日 ミュークルドリーミー みっくす！
11日～ ♦新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

7 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし

マジカパーティ

8
30

～4日 もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第1シリーズ
7日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション 

8～14日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
15日～ ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA

きんだーてれび

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ

10
15

ゴーゴー！のりものタウン

30

45

～4日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)   7日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)

少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ

1日～ アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション

11
30

～4日 ワッチャプリマジ！ 1話からおさらい
7～14日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

15日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１
それいけ！アンパンマン

12 30
情報

1 30
～10日 ミュークルドリーミー みっくす！ 11日～ ♦ヒーリングっど♥プリキュア

～1日 ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！  2～10日 パウ・パトロール セレクション
11日～ ♦新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

2 30
子育てTV ハピクラ

それいけ！アンパンマン

3 ポケットモンスター サン＆ムーン

4 銀魂

5 1日 ♦きんだーてれび PUI PUI モルカー全12話一挙放送
2日～ ♦イナズマイレブン

6
～1日 宇宙兄弟 ※1日（～6:30）

1日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション（6:30～）
2日～ ♦キャプテン翼

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

リズスタ 
-Top of Artists ! -

新幹線変形ロボ 
シンカリオンＺ

～11日 アニメ 
ボス・ベイビー

18日～ ♦ガル学。
～ガールズ
ガーデン～

ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪

～14日 ハクション大魔王２０２０
15日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１(二か国語版)

8 ポケットモンスター

9 ～14日 弱虫ペダル GRANDE ROAD  15日～ ♦弱虫ペダル NEW GENERATION

10
～24日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※24日（～10:30）

※1・8日 銀魂 セレクション（～10:30）  ルパン三世 PART4 セレクション（10:30～）
24日 ルパン三世 PART4 セレクション（10:30～）
25日～ ♦カードキャプターさくら クロウカード編

11 ドラゴンボール超

0
～1日 宇宙兄弟 ※1日（～0:30）

1日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション（0:30～）
2日～ ♦キャプテン翼

1 ポケットモンスター

2 ～14日 弱虫ペダル GRANDE ROAD  15日～ ♦弱虫ペダル NEW GENERATION

3
～24日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※24日（～3:30）

※1・8日 銀魂 セレクション（～3:30）  ルパン三世 PART4 セレクション（3:30～）
24日 ルパン三世 PART4 セレクション（3:30～）

25日～ ♦カードキャプターさくら クロウカード編

4
30

～14日 ハクション大魔王２０２０
15日～ ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA

ドラゴンボール超
5 30

情報

初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版

土 5・12・19・26

6
30

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

45

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
5日～ れいぞうこのくにのココモン 

セレクション

7 30
あらいぐまラスカル

もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

8 30
パウ・パトロール

リズスタ -Top of Artists ! -

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ

11
ヒーリングっど♥プリキュア

30
～19日 ワッチャプリマジ！
26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ セレクション

12

～

1

  5日 劇場版 おさるのジョージ 
12日 劇場版 おさるのジョージ2/

ゆかいな大冒険! 
19日 劇場版 おさるのジョージ3/

ジャングルへ帰ろう
26日 劇場版 おさるのジョージ4/

王子でござーる!

2
30

もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第1シリーズ

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
3 30

ドラゴンボール超

4
30

～26日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第4シリーズ セレクション

5 30
アニメ ボス・ベイビー

妖怪ウォッチ♪

6 30
おしりたんてい(第1期)

ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

  5日 宇宙兄弟#0
12日 ボス・ベイビー
銀魂 吉原炎上篇

19日 #139～#142
26日 #143～#146

9

～

10
宇宙兄弟

11

～

4

ドラゴンボール超
  5日 #61～#72
12日 #73～#84
19日 #85～#96
26日 #97～#108

5 銀魂 セレクション

日 6・13・20・27

6 30
アニメ ボス・ベイビー
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

7
15

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

30
マジカパーティ

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター（2019年）

9 劇場版それいけ!
アンパンマン

  6日 ゆうれい船をやっつけろ！！（9:37～）
13日 空とぶ絵本とガラスの靴（9:37～）
20日 虹のピラミッド（9:32～）
27日 てのひらを太陽に（9:32～）10

11 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
ダイヤモンド・パール

  6日  「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」
13日 「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」
20日 「幻影の覇者 ゾロアーク」
劇場版ポケットモンスター

ベストウイッシュ
27日「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」

2

～
3

  6日 あなたをずっとあいしてる 
13日 さよなら、ティラノ
20日 みつばちマーヤの大冒険
27日 みつばちマーヤの大冒険２　

ハニー・ゲーム

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

45
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

11

♦弱虫ペダル NEW GENERATION
  6日 #1～#12 
13日 #13～#25（～0:30）

♦弱虫ペダル GLORY LINE
20日 #1～#12
27日 #13～#25（～0:30）

0 銀魂 セレクション ※13・27日(0:30～)

1

～

2
～27日 あらいぐまラスカル

3

～

4
カードキャプターさくら 
クロウカード編

5
30

少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第2シリーズ セレクション

 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。
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