


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
～5日 れいぞうこのくにのココモン 　6日～ ♦れいぞうこのくにのココモン２

うちの3姉妹

7 30

～19日 トロピカル～ジュ！プリキュア
20日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

～9日 キャッチ！ティニピン 1話からおさらい　12日～ パウ・パトロール

8 1日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン9
30

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

～5日 じょうざんみゃおうお
6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
～27日 マーシャのものがたり 　2８日～ ♦マーシャのふしぎなおはなし

～28日 もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第2シリーズ
29日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

11
30

～20日 リズスタ -Top of Artists!-
21日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～11:15)

21日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) ※21日(11:15～)

それいけ！アンパンマン

12

30
～19日 トロピカル～ジュ！プリキュア
20・21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
22～28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

～28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし
※29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
うちの3姉妹

～20日 リズスタ -Top of Artists!-　21日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～3:45)
21日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) ※21日(3:45～)

4 30
～9日 キャッチ！ティニピン 1話からおさらい　12日～ パウ・パトロール セレクション

1日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン9(二か国語版)

5 1～16日 ♦『半妖の夜叉姫』壱の章　19日～ ♦『半妖の夜叉姫』弐の章

6 1日～ ♦ゲゲゲの鬼太郎(第6作)

7

30

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

EDENS ZERO ハクション大魔王
２０２０

～21日 ポケット
モンスター めざせ
ポケモンマスター

28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

妖怪ウォッチ♪ マジカパーティ

～28日 もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第2シリーズ
29・30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

8 ～6日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※6日(～8:30)
6～22日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE ※6日(8:30～)　23～30日 団地ともお セレクション

9
～2日 ダイヤのＡ actⅡ

5日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) 
※21日 団地ともお セレクション(9:30～)

※30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

10 ～2日 まじっく快斗1412　5日～ 銀魂

11 ～5日 キャプテン翼　6～22日 ♦プラネテス　23日～ ♦あらいぐまラスカル

0 1～16日 ♦『半妖の夜叉姫』壱の章　19日～ ♦『半妖の夜叉姫』弐の章

1 ～6日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※6日(～1:30)
6～22日 ♦弱虫ペダル GLORY LINE ※6日(1:30～)　23～30日 団地ともお セレクション

2
～2日 ダイヤのＡ actⅡ

5日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ) 
※21日 団地ともお セレクション(2:30～)

※30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

3 ～2日 まじっく快斗1412　5日～ 銀魂

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

～5日 キャプテン翼　6～22日 ♦プラネテス　23日～ ♦あらいぐまラスカル
5 30

情報

劇場版「それいけ！アンパンマン」
33作品一挙放送

29日 キラキラ星の涙
30日 ばいきんまんの逆襲

（12:05～） 

11:30〜
29日スタート29日スタート

初放送 /オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版

土 3・10・17・24

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
うちの3姉妹

7 30
あらいぐまラスカル
ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１

8

30
パウ・パトロール
～10日 見上げてみよう、ぼくらのウチュウ
17日～ ♦じょうざんみゃおうお (～9:00)

45
～10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

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ

11

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

30

45
キャッチ！ティニピン
～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 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
10日 驚き！海の生きもの超伝説 

劇場版ダーウィンが来た！
17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」 (～1:00)
映画かいけつゾロリ　
17日 うちゅうの勇者たち (1:00～)
24日 だ・だ・だ・だいぼうけん!

2 30

ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ 
シーズン１(二か国語版)

うちの3姉妹

3

～

4

  3日 映画 おかあさんといっしょ　
ヘンテコ世界からの脱出！ 

10日 劇場版「名探偵コナン　緋色の弾丸」
17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 (～3:30)
♦じょうざんみゃおうお (3:30～４:00)
♦トロピカル～ジュ！プリキュア (4:00～)

5 30
リズスタ -Top of Artists!-

スポンジ・ボブ シーズン9 セレクション

6 30
おしりたんてい(第3期)
～24日 ポケットモンスター 

めざせポケモンマスター

7

～

8

  3日 劇場版「名探偵コナン　緋色の弾丸」
10日 弱虫ペダル Re:RIDE 
17日 弱虫ペダル Re:ROAD 
24日 劇場版 弱虫ペダル 

9

～

10
3日～ ♦『半妖の夜叉姫』壱の章

11

～

4

宇宙兄弟
  3日 #13～#24
10日 #25～#36
17日 #37～#48
24日 #49～#60

5 30

～3日 団地ともお セレクション(～6:00)
10～24日 うちの3姉妹 セレクション
10日～ パウ・パトロール セレクション

日 4・11・18・25

6
30

リズスタ -Top of Artists!-

45
キャッチ！ティニピン
～11日 見上げてみよう、ぼくらのウチュウ
18・25日 れいぞうこのくにのココモン２ 

セレクション

7

～11日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
18日～ ♦トロピカル～ジュ！プリキュア

(～8:00)
30

4・11日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

8

～11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

18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

30
～25日 ポケットモンスター 

めざせポケモンマスター

9

～

10

劇場版それいけ!
アンパンマン

  4日 いのちの星のドーリィ(9:30～)
11日 シャボン玉のプルン(9:30～)
18日 妖精リンリンのひみつ (9:30～)
25日 だだんだんとふたごの星 (9:30～)

11

～4日 スポンジ・ボブ シーズン10
※4日(～11:30)

  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 セレクション(11:30～)

11日～ ♦団地ともお

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
ベストウイッシュ

  4日  「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケルディオ」 
11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
18日  「破壊の繭とディアンシー」 
25日  「光輪（リング）の超魔神 フーパ」 

2
～

3

映画 妖怪ウォッチ  
  4日 空飛ぶクジラとダブル世界の

大冒険だニャン！
11日 シャドウサイド 鬼王の復活
18日 FOREVER FRIENDS

25日 映画 妖怪学園Y 
猫はHEROになれるか

4
30

30

4日～ ゲゲゲの鬼太郎(第6作) 
セレクション

EDENS ZERO

5 ～11日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
18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

6

～

11

♦ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ-
  4日 #1～#12 (～0:00)
11日 #13～#25
18日 #26～#38
25日 #39～#51

0

30
～4日 団地ともお セレクション(0:00～)
11～25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

1

～

2
4～25日 ♦ハクション大魔王２０２０

3
30

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 EDENS ZERO

5

～4日 スポンジ・ボブ シーズン10
(二か国語版) ※4日(～5:30)

  4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～)

11日～ ♦団地ともお

 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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2・9・16・
23・30

1・8・15・
22・29

3・10・17・
24・31

4・11・
18・25

5・12・
19・26金木水火月

6 30
1日～ ♦れいぞうこのくにのココモン

うちの3姉妹

7 30
トロピカル～ジュ！プリキュア
～12日 おしりたんてい(第3期)  ※1２日 (～7:55)
12～22日 ♦おしりたんてい(第4期)  ※1２日 (7:55～)
23日 パウ・パトロール セレクション(～8:00)

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(8:00～)

24日～ ♦キャッチ！ティニピン 
1話からおさらい (～8:00)

24～31日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション(8:00～)

8

30
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
1日～ ♦じょうざんみゃおうお

30
～22日 マーシャとくま 　23日～♦マーシャのものがたり

～24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

25日～ ♦もっと！まじめにふまじめ 
かいけつゾロリ 第2シリーズ

11 30
8日～ ♦リズスタ -Top of Artists!-
それいけ！アンパンマン

12 30
トロピカル～ジュ！プリキュア

1 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし
情報

2 30
子育てTV ハピクラ
それいけ！アンパンマン

3 30
うちの3姉妹
8日～ ♦リズスタ -Top of Artists!-

4

～

5

  8日 スマーフ 
  9日 スマーフ2　アイドル救出大作戦！
10日 スマーフ　

スマーフェットと秘密の大冒険 
映画 妖怪ウォッチ
11日 誕生の秘密だニャン！ 
12日 エンマ大王と5つの物語だニャン！
15日 空飛ぶクジラと

ダブル世界の大冒険だニャン！
16日 シャドウサイド 鬼王の復活 
17日 FOREVER FRIENDS 

18日 映画 妖怪学園Y 
猫はHEROになれるか 

19日 劇場版 ダーウィンが来た！
～アフリカ新伝説～ 

22日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
23日 驚き！海の生きもの超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
24日～ ♦キャッチ！ティニピン 1話からおさらい (～4:30)
24～31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(4:30～5:00)

団地ともお セレクション(5:00～)

6 ～12日 おしりたんてい(第3期)  ※12日(～6:25)
12～22日 ♦おしりたんてい(第4期)  ※12日(6:25～)　23～31日 銀魂 セレクション

7
30

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
～8日 団地ともお 

セレクション
15日～ EDENS 

ZERO

ハクション大魔王
２０２０

ポケットモンスター 
めざせ

ポケモンマスター
妖怪ウォッチ♪ マジカパーティ

～24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
25日～ ♦もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第2シリーズ

8 ～18日 ポケットモンスター　19日～ ♦弱虫ペダル NEW GENERATION

9 ダイヤのＡ actⅡ

10 ～17日 宇宙兄弟 ※17日(～10:30)　17日 銀魂 セレクション(10:30～)　18日～ ♦まじっく快斗1412

11 1日～ ♦キャプテン翼

0 1～31日 団地ともお セレクション

1 ～18日 ポケットモンスター　19日～ ♦弱虫ペダル NEW GENERATION

2 ダイヤのＡ actⅡ

3 ～17日 宇宙兄弟 ※17日(～3:30)　17日 銀魂 セレクション(3:30～)　18日～ ♦まじっく快斗1412

4
30

～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
9～30日 ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
31日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ

1日～ ♦キャプテン翼
5 30

情報

映画 おかあさんといっしょ
1日 はじめての大冒険 
2日 すりかえかめんをつかまえろ！ 
3日 ヘンテコ世界からの脱出！

4日 ♦PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL
全12話一挙放送 

5日 劇場版オトッペ　
パパ・ドント・クライ（～7:40）

ラッキー 世界イチ運が悪い少年と
幸運の金貨（7:40～）

6：30〜8:30GW 特別編成

映画ドラえもん
1日 新・のび太の日本誕生
2日 のび太の南極カチコチ大冒険
3日 のび太の宝島
4日 のび太の月面探査記
5日 のび太の新恐竜

1～5日 ポケットモンスター（2019年） 
決戦サトシVSダンデ！！

10：30〜12:30

12：30〜1:00

GW 特別編成

1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
1日 うちゅうの勇者たち （4:00～）
2日 だ・だ・だ・だいぼうけん! 
3日 まもるぜ!きょうりゅうのたまご 
4日 ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ 

5日 劇場版「名探偵コナン　緋色の弾丸」

1～5日 ポケットモンスター（2019年） 
決戦サトシVSダンデ！！

1～5日 ♦EDENS ZERO

3：00〜5:00

5：00〜5:30

5：30〜8:00

GW 特別編成

初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版

土 6・13・20・27

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
うちの3姉妹

7 30
あらいぐまラスカル
ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ シーズン１

8
30

パウ・パトロール
見上げてみよう、ぼくらのウチュウ

45
6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

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ

11

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
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

  6日 劇場版 アイカツ！
13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！
(～1:05)

アイカツ！～ねらわれた魔法の
アイカツ！カード～ (1:05～)

20日 劇場版アイカツプラネット！
27日 劇場版 ダーウィンが来た！

～アフリカ新伝説～

2 30

ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ 
シーズン１(二か国語版)

うちの3姉妹

3

～

4

  6日 ボス・ベイビー
13日 劇場版オトッペ　

パパ・ドント・クライ (～4:10)
ラッキー 世界イチ運が悪い少年と

幸運の金貨 (4:10～)
映画 おかあさんといっしょ 
20日 はじめての大冒険
27日 すりかえかめんをつかまえろ！

5
30

リズスタ -Top of Artists!-
～20日 妖怪ウォッチ♪
27日～ スポンジ・ボブ シーズン9 

セレクション

6
30

おしりたんてい(第3期)

ポケットモンスター めざせポケモンマスター
※6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

7

～

8

6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」 (～8:00) 

映画かいけつゾロリ
  6日 うちゅうの勇者たち (8:00～) 
13日 だ・だ・だ・だいぼうけん! 
20日 まもるぜ!きょうりゅうのたまご 
27日 ＺＺ（ダブルゼット）のひみつ 

9

～

10

銀魂
  6日 モンハン篇 (～10:30) 
13日 文通篇 (～10:30)
20日 スタンド温泉篇
27日 たまクエスト篇

6・13日 うちの3姉妹 セレクション(10:30～) 

11

～

4

弱虫ペダル
  6日  SPARE BIKE (～0:10)

Re:GENERATION(0:10～)
♦プラネテス

13日 #1～#13(～5:30)
20日 #14～#26(～5:30)
♦宇宙兄弟

27日 #1～#12

5 団地ともお セレクション 
※13・20日(5:30～)

日 7・14・21・28

6
30

リズスタ -Top of Artists!-

45
キャッチ！ティニピン
見上げてみよう、ぼくらのウチュウ

7

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
15

30

～7日 アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

14日～ れいぞうこのくにのココモン２ 
セレクション

～28日 マジカパーティ

8

～21日 妖怪ウォッチ♪
28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
ポケットモンスター めざせポケモンマスター
※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

9

～

10

劇場版それいけ!
アンパンマン

  7日 ふわふわフワリーと雲の国
14日 ルビーの願い (9:30～)
21日 夢猫の国のニャニイ (9:30～)
28日 ハピーの大冒険 (9:30～)

11 スポンジ・ボブ シーズン10

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
ダイヤモンド・パール

  7日  「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」 
14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
21日  「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」 
28日  「ビクティニと白き英雄 レシラム」 

2
～

3

♦ざんねんないきもの事典 
  7日 #1～#13 
14日 #14～#25 
映画 妖怪ウォッチ  
21日 誕生の秘密だニャン！
28日 エンマ大王と5つの物語だニャン！

4
30

30

45

～21日 妖怪ウォッチ♪
28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

EDENS ZERO

5
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
～7日 アストロロロジー 

～おかしな12星座うらない～
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

6

～

11

ダイヤのＡ
  7日 #25～#36 (～0:00)
14日 #37～#49
21日 #50～#62
28日 #63～#75

0 30
団地ともお セレクション ※7日(0:00～)

1

～

3

～28日 キャプテン翼 ※28日(～3:00)
28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(3:00～3:30)
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～)

4 EDENS ZERO

5 スポンジ・ボブ シーズン10(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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