
「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。♦=1話スタート 映画・劇場版★=初放送/オススメ

4・11・
18・25

3・10・
17・24

5・12・
19

6・13・
20

7・14・
21金月 木水火

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 30
ポケットモンスターXY&Z

モンストテレビ

7 　　　　　　 妖怪ウォッチ 28

8 30
♦トレインズ -TRAINS- （18日 1話から再放送）  

～18日 れいぞうこのくにのココモン３　
19日～ ♦れいぞうこのくにのココモン

9
〜
10

30
それいけ ! アンパンマン

ハピクラ♪タイム 子育てTV 
ハピクラ･ゴーゴー！のりものタウン 

㊊～㊍ 3～20日 ♦ラララ ララちゃん シーズン3（10:25～）　
24日～ ♦ラララ ララちゃん シーズン4 (10:25～）

㊎ ララちゃん ステーション !（10:25～）
30

♦げんきげんき ノンタン （13日 1話から再放送）  

11
〜
12 

30
ABCブロッコリ！

それいけ ! アンパンマン　
※7日 マルタの冒険　シーズン３(11:55～12:00)

30
～20日 おじゃる丸  

21日～ ♦やなせたかしメルヘン劇場　　

1
㊊～㊌ アイドル×戦士 
ミラクルちゅーんず ! ㊍㊎ 情報

30
妖怪ウォッチ

2 ハピクラ♪タイム 子育てTV 
ハピクラ･ゴーゴー! のりものタウン

3 30

キッずかん (～3:15)　
♦ハローココモン（3:15～） （19日 1話から再放送）

ABCブロッコリ！

4 30

それいけ！アンパンマン (～4:25)　
本とあそぼう！(4:25～)

それいけ！アンパンマン

5 　　　　　　 妖怪ウォッチ 28

6 ポケットモンスター

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

魔法×戦士 
マジマジョ
ピュアーズ！

ベイブレード
バースト 
超ゼツ

ポケット
モンスター 
サン＆
ムーン

妖怪
ウォッチ 
シャドウ
サイド

～7日 銀魂
14日～ 銀魂 
セレクション

30
モンストテレビ

8 30

～14日 ガンダムビルドダイバーズ　
17日～ ★イナズマイレブン アレスの天秤(～9:00)

～7日 １話からおさらい 妖怪ウォッチ シャドウサイド　
10～14日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション　

9 銀魂

10 30
～10日 「鬼灯の冷徹」第壱期　11日～ ♦ばらかもん

スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

11 幽☆遊☆白書

0 ～17日 はじめの一歩　18日～ ★ダイヤのＡ

1 銀魂

2
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

30
～10日 「鬼灯の冷徹」第壱期　11日～ ♦ばらかもん

3

～18日 おジャ魔女どれみドッカ～ン！＜デジタルリ
マスターHD版＞※18日(～3:30)　

18日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デジタル
リマスターHD版＞ セレクション (3:30～)

19日～ ♦リルリルフェアリル～妖精のドア～

4
～7日 １話からおさらい 妖怪ウォッチ シャドウサイド　

10日～ ♦うどんの国の金色毛鞠
30

情報

5 それいけ! アンパンマン

土 1・8・15・22

6 30
ベイブレードバースト 超ゼツ

デュエル・マスターズ!

7
コロッケ ! 　　  28

30

ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8

きんだーてれび
15
おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～

30

魔法×戦士 マジマジョピュアーズ !

9 30
それいけ！アンパンマン

それいけ！アンパンマンスペシャルそれれいいいけけ！ ンパパンンマンススペペシシャルそれいけ！アンパンマンスペシャル
劇場版それいけ ! アンパンマン  

    1日　だだんだんとふたごの星 
(9:57～)

  8日　すくえ！ココリンと奇跡の星 
(9:57～)

15日　虹のピラミッド (10:00～)
22日　ミージャと魔法のランプ 

(9:57～)

10

53
～8日 マルタの冒険　シーズン３

11
れいぞうこのくにのココモン２ 

30
ポチっと発明 ピカちんキット

12

～

1

  1日　 映画 妖怪ウォッチ  
空飛ぶクジラとダブル世界の 
大冒険だニャン！

  8日　★ 映画 妖怪ウォッチ シャドウ
サイド 鬼王の復活

15日  ★ 劇場版「名探偵コナン　 
天空の難破船（ロスト・シップ）」

22日   映画Go！プリンセスプリキュア  
Go！Go！！ 豪華3本立て！！！

2 30
ポケットモンスターXY&Z

モンストテレビ サタデー

3 スナックワールド

4 30
新幹線変形ロボ シンカリオン

デュエル・マスターズ！

5 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド

イナズマイレブン アレスの天秤　 
58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　 
58

7 ボボボーボ・ボーボボ

8 銀魂

9

～

10

  1日　 魔女っこ姉妹のヨヨとネネ 　
  8日　★ 劇場版「名探偵コナン　

銀翼の奇術師（マジシャン）」 
15日　★ 映画 妖怪ウォッチ シャドウ

サイド 鬼王の復活
22日　ポッピンＱ

11 

～  

4

はじめの一歩 集中放送
 1日   #39～#51
 8日　#52～#64
15日　#65～#76
22日　∀ガンダム Ⅰ 地球光 (～1:16)

∀ガンダムⅡ 月光蝶 (1:16～)

5 それいけ! アンパンマン

日 2・9・16・23

6

デュエル・マスターズ!
30

１００％パスカル先生 セレクション 
（～6:45）
2日～ ♦絶体絶命でんぢゃらすじーさん
（6:45～）　

7
スナックワールド

30
イナズマイレブン アレスの天秤　 　 

58

8
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
ポケットモンスター サン＆ムーン　   

58

9 30
それいけ!アンパンマン

アンパンマンスペシャルパンそれいけ！アンパンマンスペシャル
劇場版それいけ ! アンパンマン  

   2日　ブラックノーズと魔法の歌
（9:57～）

   9日　空とぶ絵本とガラスの靴
（10:06～）

16日　てのひらを太陽に（10:01～）
23日　おもちゃの星のナンダとルンダ

10

11
19
ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～

30
～16日 ぼくは王さま
23日 妖怪ウォッチ セレクション

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
ベストウイッシュ
  2日　ビクティニと黒き英雄 ゼクロム
   9日　ビクティニと白き英雄 レシラム
16日　キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケル

ディオ
23日　神速のゲノセクト ミュウツー覚醒

2 銀魂

3 弱虫ペダル

4
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
イナズマイレブン アレスの天秤

5
新幹線変形ロボ シンカリオン

30
デュエル・マスターズ !

6

～

11

 2日　★キッズステーションプレゼンツ 
緊急特番！ナルトとサスケ  
～宿命のふたりの忍～（～6:30）

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 集中放送
  2日　★力－Chikara－  

#510～#515（6:30～）
  9日　★忍界大戦・彼方からの攻撃者 

#516～#528
16日　★忍界大戦・彼方からの攻撃者 

#529～#540　
劇場版「スラムダンク」

  2日　•デジタルリマスターＨＤ版（9:15～）
•全国制覇だ！桜木花道 
（デジタルリマスターＨＤ版）（9:50～）
•湘北最大の危機！燃えろ桜木花道 
（デジタルリマスターＨＤ版）
（10:38～）
•吠えろバスケットマン魂！！ 
花道と流川の熱き夏 
（デジタルリマスターＨＤ版）
（11:19～）

23日　★ゲゲゲの鬼太郎 ネコ娘スペシャル

0

～

3

銀魂 (～1:30)
ガサラキ (～2:30)
機動新世紀ガンダムＸ(～4:00)

4 ミラクル☆ガールズ＜デジタルリマ
スターHD版＞

5 それいけ!アンパンマン

水 26・木 27・金 28・土 29・日 30・月 31
年 末 特 別 編 成

妖怪ウォッチ 厳選エピソード
「妖怪ウォッチ」スペシャル

8

26～28・31日　モンストテレビ　　　  28
29・30日　ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション　　　　　　　　　　　　　28

30
新幹線変形ロボ シンカリオン セレクション

9

～

10

それいけ！アンパンマンスペシャル
30周年特別企画 それいけ！アンパンマン 
みんなだいすき!アンパンマンスペシャル

11

～

12

ポケモン映画 20作品集中放送
劇場版ポケットモンスター 

26日　キミにきめた！
27日　幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)
28日　セレビィ 時を超えた遭遇（であい）
29日　アドバンスジェネレーション

 「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」
30日　アドバンスジェネレーション

「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」
31日　ダイヤモンド・パール 

「ディアルガＶＳ(たい)パルキアＶＳ(た
い)ダークライ」

1
～

2

名探偵コナン 劇場版5作品
劇場版 名探偵コナン　

26日　沈黙の15分（クォーター） 　
27日　天空の難破船（ロスト・シップ）
28日　銀翼の奇術師（マジシャン）
29日　世紀末の魔術師 4Kデジタルリマスター版
30日　業火の向日葵
31日　沈黙の15分（クォーター）

3

～

4

妖怪ウォッチ 
厳選エピソード＆劇場版
妖怪ウォッチ
26日　バスターズトレジャー Ⅰ
27日　バスターズトレジャー Ⅱ
28日　バスターズトレジャー Ⅲ
映画 妖怪ウォッチ 

29日　誕生の秘密だニャン！
30日　エンマ大王と5つの物語だニャン！
31日　空飛ぶクジラとダブル世界の

大冒険だニャン！

5

26～28・31日　モンストテレビ　　　  28
29・30日　ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション　　　　　　　　　　　　　58

30
結成！ ガンダムビルドダイバーズ セレクション

※29日 28

6

～

7

ポケモン映画 20作品集中放送
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　「結晶塔の帝王 エンテイ」
28日　 「水の都の護神（まもりがみ） 

ラティアスとラティオス」
29日　アドバンスジェネレーション 

「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」
30日　アドバンスジェネレーション 

「ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の 
王子 マナフィ」

31日　ダイヤモンド・パール
 「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」

8

～

9

名探偵コナン 劇場版5作品
劇場版 名探偵コナン 　

26日　天空の難破船（ロスト・シップ）
27日　銀翼の奇術師（マジシャン）
28日　世紀末の魔術師 4Kデジタルリマスター版
29日　業火の向日葵
30日　沈黙の15分（クォーター）
31日　天空の難破船（ロスト・シップ）

10

～

4

スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）激闘！
陵南･翔陽戦 集中放送
26日　#12～#22 　 27日　#23～#35
28日　#36～#46
打倒！王者海南戦 集中放送
29日　#47～#56 　30日　#57～#66
31日　銀魂 ポロリ篇 一挙放送#329～#341

5 テレビスペシャル「ルパン三世」



●●●

星 野  源星 野  源




