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詳しい
番組情報は
こちら！

2022年に上映されたシリーズ最新作
『劇場版アイカツプラネット！』 を
テレビ初放送♪過去シリーズの
人気映画もまるごと放送
しちゃいます！

2/4㊏ よる 7:00

2/11㊏ よる 7:00

2/11㊏ よる 8:05

「世紀末の魔術師」
2/7㊋2/7㊋ よる 8:00
2/19㊐2/19㊐ ごご 2:00

「水平線上の陰謀
　　　　　　　（ストラテジー）」

2/26㊐2/26㊐ ごご 2:00

「沈黙の15分（クォーター）」
2/4㊏2/4㊏ ひる 12:00

「異次元の狙撃手（スナイパー）」
2/11㊏2/11㊏ ひる 12:00

「ゼロの執行人」
2/18㊏2/18㊏ ひる 12:00

「純黒の悪夢（ナイトメア）」
2/25㊏2/25㊏ ごご 3:00

再

劇場版「名探偵コナン」6作品!! 映画クレヨンしんちゃん5作品!!

嵐を呼ぶジャングル
2/14㊋2/14㊋ 夕方 4:00
嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲

2/15㊌2/15㊌ 夕方 4:00
嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦
2/16㊍2/16㊍ 夕方 4:00
嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード

2/17㊎2/17㊎ 夕方 4:00
嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ
2/20㊊2/20㊊ 夕方 4:00

劇場版 ｢名探偵コナン｣ 映画クレヨンしんちゃん

２月は毎週コナンに会える！
親子で楽しめるスリリングな展開から目が離せない！

待ってました！ しんちゃんが大活躍する
パワフル全開な映画を5作品続けて放送！

KIDS
初放送

KIDS
初放送

KIDS
初放送

テレビ
初放送

2/18㊏2/18㊏
よる 7:00よる 7:00

2
FEBRUARY

2 023



7・14・
21・28

6・13・
20・27

1・8・
15・22

2・9・
16・23

3・10・
17・24金木水火月

6 30
～16日 れいぞうこのくにのココモン２ 　17日～ ♦れいぞうこのくにのココモン3

ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

7 30
ワッチャプリマジ！

～8日 おしりたんてい(第3期) 　9日～ ♦ミュークルドリーミー みっくす！(～8:30)

8 30
1～8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 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
1日～ ♦マーシャとくま  ※8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

パウ・パトロール

11
30

～1日 ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン２
2日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン３

それいけ！アンパンマン
12 30

～24日 スポンジ・ボブ シーズン9　27日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン10

1 30

1日～ ♦あらいぐまラスカル
※7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 セレクション

情報

2 30
子育てTV ハピクラ

それいけ！アンパンマン

3
30

ワッチャプリマジ！
～8日 おしりたんてい(第3期)

9～13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
14日～ ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

4

～13日 ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！(～4:30)　パウ・パトロール (4:30～) 
※8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(～4:30)

映画クレヨンしんちゃん
14日 嵐を呼ぶジャングル (～5:40)
15日 嵐を呼ぶ モーレツ！オトナ帝国の逆襲 (～5:40)
16日 嵐を呼ぶ　アッパレ！戦国大合戦 (～5:55) 
17日 嵐を呼ぶ　栄光のヤキニクロード(～5:40)
20日 嵐を呼ぶ !  夕陽のカスカベボーイズ (～5:50) 

21日 スマーフ (～5:55) 　22日 スマーフ2　アイドル救出大作戦！ (～5:55)   
23日 スマーフ　スマーフェットと秘密の大冒険 (～5:40)

24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 (～5:30) 
27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!!(～5:17)

28日 さよなら、ティラノ(～5:55)

5
～6日 イナズマイレブン ※6日(～5:30) 

6～13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 セレクション(5:30～) 
7～13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(～5:30)

6 団地ともお セレクション

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

リズスタ 
-Top of Artists ! -

新幹線変形ロボ 
シンカリオンＺ

～10日 ガル学。
～ガールズ
ガーデン～

17日～ ♦マジカ
パーティ

ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪

～1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)
2日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン３(二か国語版)

8 ポケットモンスター
※7日 劇場版「名探偵コナン　世紀末の魔術師」 4Kデジタルリマスター版 (～10:00)

9 ダイヤのＡ

10
～8日 カードキャプターさくら クリアカード編 ※7日 銀魂 ハードボイルド篇

9～27日 ♦EDENS ZERO ※27日(～10:30)
27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(10:30～)

28日～ 銀魂 セレクション

11 1～20日 ♦ルパン三世 PART4 ※7日 銀魂 ミツバ篇　21日～ ♦ハクション大魔王２０２０

0 団地ともお

1 ポケットモンスター

2 ダイヤのＡ

3
～8日 カードキャプターさくら クリアカード編

9～27日 ♦EDENS ZERO ※27日(～3:30)
27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(3:30～)

28日～ 銀魂 セレクション

4 30
1日～ ♦あらいぐまラスカル

1～20日 ♦ルパン三世 PART4　21日～ ♦ハクション大魔王２０２０
5 30

情報

初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版 【放送休止時間】7日 深夜 1:00 ～ 7:00

土 4・11・18・25

6
30

4日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし

45

～25日 アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

～25日 れいぞうこのくにのココモン2 
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
～18日 リズスタ -Top of Artists ! -
25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

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ

11

～11日 ヒーリングっど♥プリキュア
18・25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

30

45
キャッチ！ティニピン
れいぞうこのくにのココモン２ セレクション

12

～

1

劇場版 「名探偵コナン」
  4日 沈黙の15分（クォーター）
11日 異次元の狙撃手（スナイパー）
18日 ゼロの執行人

25日 弱虫ペダル Re:RIDE

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
4～25日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション

3

～

4

  4日 劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～

11日 恐竜超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！

18日 驚き！海の生きもの超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！

25日 劇場版「名探偵コナン
純黒の悪夢（ナイトメア）」

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2期)

ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

  4日 劇場版 アイカツ！ 
11日 アイカツ！ミュージックアワード

みんなで賞をもらっちゃいまSHOW！ 
(～8:05) 

アイカツ！～ねらわれた魔法の
アイカツ！ カード～ (8:05～)

18日 劇場版アイカツプラネット！ 
25日 スマーフ 

9

～

10
宇宙兄弟

11

～

4

♦キャプテン翼
  4日 #1～#13
11日 #14～#26
18日 #27～#39
25日 #40～#52

5 30
4日～ ルパン三世 PART4 セレクション

日 5・12・19・26

6
30

45

アニメ ボス・ベイビー
キャッチ！ティニピン
～26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
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

～

10

劇場版それいけ!
アンパンマン

  5日 シャボン玉のプルン（9:30～）
12日 妖精リンリンのひみつ（9:30～）
19日 だだんだんとふたごの星（9:30～）
26日 ブラックノーズと魔法の歌（9:30～）

11 スポンジ・ボブ シーズン9

12

～

1

  5日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
12日 劇場版ポケットモンスター ココ

劇場版ポケットモンスター
19日  「ミュウツーの逆襲」完全版
26日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」

2

～

3

  5日 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
12日 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
19日 劇場版「名探偵コナン　世紀末の魔術師」 

4Kデジタルリマスター版
26日 劇場版「名探偵コナン

水平線上の陰謀（ストラテジー）」

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

イナズマイレブン
  5日 #49～#60 
12日 #61～#72
19日 #73～#83（～11:30）
26日 #84～#94（～11:30）

0

～

1

30

～12日 まじっく快斗1412 ※12日(～2:00)
12日 ルパン三世 PART4 セレクション

(2:00～)
19日 銀魂 柳生篇 (11:30～)
26日～ ルパン三世 PART4 セレクション

(11:30～1:00)
♦ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA
(1:00～4:00)

2
～12日 カードキャプターさくら 

クリアカード編 ※12日(～3:30)
12日 銀魂 芙蓉篇 (3:30～)
19日 ルパン三世 PART4 セレクション

(～4:00)
19日～ ポケットモンスター サン＆ムーン

(4:00～5:00)

3

～

4

5 スポンジ・ボブ シーズン9（二か国語版）

 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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詳しい
番組情報は
こちら！

妖精の少年たちの冒険映画が登場！
KIDS
初放送

よる 7:00
1/7㊏1/7㊏

ラッキー 
世界イチ運が悪い
少年と幸運の金貨

1
JANUARY

2 023

世界イチ運が悪い少年
ハップが、かつてドラゴン
に盗まれた幸運の金貨の
つぼを取り戻しに行くこ
とに！

KIDS
初放送

笑いあり、涙ありのファミリーアニメ！

とあるマンモス団地の29
棟で暮らす小学4年生の
ともおのユーモアたっぷ
りな日常をお楽しみに！

原作は週刊少年マガジン
で2022年まで連載して
いた野球漫画。テレビシ
リーズ3作品を連続放送!

団地ともおダイヤのA

1/19㊍スタート1/19㊍スタート
毎週月～金曜

夕方 6:00(セレクション)

深夜  0:00(2話連続放送)

感動と興奮の
高校野球アニメシリーズが連続登場！

元気になろう！！元気になろう！！

『スポンジ･ボブ』は深～い海の底にある海底都市”ビキニタウン”に
住む､黄色くて四角い海綿スポンジ！ 素直で前向きな働き者ボブ
と個性あふれるキャラクターによる、思わず“ぷっ”と噴き出しちゃ
うような力の抜けるストーリーをお届けします！ 　

KIDS
初放送

再

再

毎週月~金曜 ひる12:30
1/20㊎スタート1/20㊎スタート

毎週日曜 ごぜん11:001/29㊐スタート1/29㊐スタート
毎週月曜 あさ5:00(二か国語版)1/30㊊スタート1/30㊊スタート

1/13㊎スタート1/13㊎スタート
毎週月～金曜

 よる 9:00(2話連続放送)

深夜 2:00(2話連続放送)再



初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版2023.1

 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。

10・17・
24・31

9・16・
23・30

4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27金月 木水火

6 15

～10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
～16日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
17日～ ♦ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

7 30
4日～ ♦ワッチャプリマジ！
4～20日 ♦おしりたんてい(第2期)
23日～ ♦おしりたんてい(第3期)

8 30
4～31日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 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

～30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

31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

パウ・パトロール

11 30
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

～19日 情報
20日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン9

1

～19日 ヒーリングっど♥プリキュア
20～31日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

30
～16日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
17～19日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
20日～ 情報

2
子育てTV ハピクラ

30
それいけ！アンパンマン

3 30
4日～ ♦ワッチャプリマジ！

4～20日 ♦おしりたんてい(第2期)
23日～ ♦おしりたんてい(第3期)

4
30

4・5日 情報
6～16日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
17日～ ♦ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

パウ・パトロール

5 イナズマイレブン

6
～18日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) 

※11日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) SP 
明智警部の事件簿

19日～ 団地ともお セレクション

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
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

9 ～12日 まじっく快斗1412
13日～ ♦ダイヤのＡ

10
～5日 カードキャプターさくら クロウカード編
6～23日 ♦カードキャプターさくら さくらカード編
24日～ ♦カードキャプターさくら クリアカード編

11 ～31日 あらいぐまラスカル

0
～18日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) 

※11日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) SP 
明智警部の事件簿

19日～ ♦団地ともお
1 ポケットモンスター

2 ～12日 まじっく快斗1412
13日～ ♦ダイヤのＡ

3
～5日 カードキャプターさくら クロウカード編
6～23日 ♦カードキャプターさくら さくらカード編
24日～ ♦カードキャプターさくら クリアカード編

4 30
4～31日 ルパン三世 PART4 セレクション
～31日 あらいぐまラスカル

5 30
情報

土 7・14・21・28

6
30

45

～28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
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～
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

キャッチ！ティニピン
～28日 れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

12

～
1

劇場版 「名探偵コナン」
  7日 世紀末の魔術師 

4Kデジタルリマスター版
14日 水平線上の陰謀（ストラテジー） 
21日 11人目のストライカー
28日 純黒の悪夢（ナイトメア）

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
～21日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

※21日(～3:00)
21日 人体のサバイバル！(3:00～3:52)
28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(～3:00)
深海のサバイバル！(3:00～3:50)3 30

7・14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

4 30
7～28日 パウ・パトロール セレクション
7～28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

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

～21日 おしりたんてい(第1期)
28日～ ♦おしりたんてい(第2期)
ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

  7日 ラッキー 世界イチ運が悪い
少年と幸運の金貨 

14日 みつばちマーヤの大冒険
21日 みつばちマーヤの大冒険２　

ハニー・ゲーム
28日 小さなバイキング ビッケ

9

～

10
宇宙兄弟

11

～

4

♦金田一少年の
事件簿R(リターンズ)

  7日 #1～#13
14日 #14～#26
21日 #27～#37(～4:30)
28日 #38～#47(～4:00)

21日 金田一少年の
事件簿R(リターンズ) SP 
明智警部の事件簿 (4:30～)

5 30
銀魂 セレクション ※28日(4:00～)

日 8・15・22・29

6

アニメ ボス・ベイビー
30

キャッチ！ティニピン
45

～29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

～

10

劇場版 
それいけ！
アンパンマン

  8日 ルビーの願い (9:30～)
15日 夢猫の国のニャニイ(9:29～)
22日 ハピーの大冒険 (9:29～)
29日 いのちの星のドーリィ(9:29～)

11

～22日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※22日(～11:30)

22日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション(11:30～)

29日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン9

12

～

1

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
  8日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
15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 
22日 キミにきめた！
29日 みんなの物語

2

～

3

映画 妖怪ウォッチ
  8日 誕生の秘密だニャン！
15日 エンマ大王と5つの物語だニャン！
22日 空飛ぶクジラとダブル世界の

大冒険だニャン！
29日 シャドウサイド 鬼王の復活

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

♦イナズマイレブン
  8日 #1～#12
15日 #13～#24
22日 #25～#36
29日 #37～#48

0   8日 銀魂 セレクション
15日～ ♦まじっく快斗1412(～2:30)

1

～

2

～8日 ハクション大魔王２０２０
15日～ ♦カードキャプターさくら 

クリアカード編 (2:30～5:00)

3

～

4
～8日 カードキャプターさくら 

さくらカード編 (～5:30)

5

15・22日 銀魂 セレクション
29日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン9

（二か国語版）(～6:00)
30

～22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 

日 1・月 2・火 3
年 始 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 ※3日（～7:30）
3日 劇場版オトッペ　

パパ・ドント・クライ（7:30～）

9

～

10

劇場版それいけ！アンパンマン
1日 かがやけ！クルンといのちの星
2日 きらめけ！アイスの国のバニラ姫
3日 ふわふわフワリーと雲の国

11

～

12

1日 劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～

2日 恐竜超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！

3日 驚き！海の生きもの超伝説 
劇場版ダーウィンが来た！

1

～

2

劇場版 おさるのジョージ
1日 劇場版 おさるのジョージ3/ 

ジャングルへ帰ろう
2日 劇場版 おさるのジョージ4/ 

王子でござーる!
3日 劇場版 おさるのジョージ5/ 

めざせカウボーイ（～2:45）

3日 ごっこランドTV　
～冬スペシャル2022～（2:45～）

3

～

4

映画かいけつゾロリ
1日 だ・だ・だ・だいぼうけん!
2日 まもるぜ!きょうりゅうのたまご
3日 ZZ（ダブルゼット）のひみつ

5

～

6

劇場版ポケットモンスター
1日 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
2日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
3日 劇場版ポケットモンスター ココ

7 おしりたんてい(第1期)

8

～

9

劇場版「名探偵コナン」
1日 世紀末の魔術師　

4Kデジタルリマスター版
2日 水平線上の陰謀（ストラテジー）
3日 11人目のストライカー

10

～

11

1日 まじっく快斗1412 セレクション（～11:30)
銀魂 セレクション（11:30～）

2日 ボス・ベイビー
3日 宇宙兄弟#0

0

～

5

弱虫ペダル NEW GENERATION 
全25話一挙放送

1日 #13～#25

♦弱虫ペダル GLORY LINE 
全25話一挙放送

2日 #1～#12
3日 #13～#25


