


2020.2 「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

月 3・10・
17・24

4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27

7・14・
21・28金木水火

6 30

ポチっと発明 ピカちんキット １話からおさらい
※18日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

3日～ ポケットモンスター サン＆ムーン 
　※18日 けだまのゴンじろー セレクション（～7:00）

　　　　　　　　まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション（7:00～）　　　　　 28
7 30

妖怪ウォッチ

8
30

～12日 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ ！
13日 マジマジョ×ファントミ ひみつちょーだい ！ スペシャル ！

14日 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ！ バレンタインセレクション
17日～ おしえて魔法のペンデュラム ～リルリルフェアリル～

～24日 れいぞうこのくにのココモン  　
25日～ れいぞうこのくにのココモン2  

9 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（～10:25）
トレインズ -TRAINS- セレクション（10:25～）

10 30
～27日 ABCブロッコリ ！

28日～ ABCブロッコリ ！  セレクション

11 30
3日～ ぽけっとあにめプチ ！  ボノロン　～不思議な森のいいつたえ～ 

それいけ ！ アンパンマン
※11日 劇場版「それいけ ！ アンパンマン　かがやけ ！ クルンといのちの星」（～12:50）

12 30
ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

1
㊊～㊌ ポケットモンスターXY&Z ㊍㊎ 情報

30
おじゃる丸

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（～2:55）
本とあそぼう！（2:55～）

3 30
ABCブロッコリ！（17日 1話から放送）

～6日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ
7～28日 ポケットモンスター セレクション

4 それいけ！アンパンマン
※11日 劇場版「名探偵コナン　探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）」（～5:58）

5 3日～ ポケットモンスター ＸＹ
　　　　　　　※17日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション  　　　　 58

6 妖怪ウォッチ
※11日 妖怪ウォッチ バレンタインセレクション

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
ひみつ×戦士 

ファント
ミラージュ！

爆丸
バトルプラネット

ポケット
モンスター 

サン＆ムーン
妖怪ウォッチ！

7日～ 
ポケットモンスター  

セレクション
30

ソニックＸ
※17日 ポケットモンスター セレクション（～9:00）

8 ～20日 イナズマイレブン ※20日（～8:30）
20日～ イナズマイレブン アレスの天秤 ※20日（8:30～）

9
～18日 弱虫ペダル GLORY LINE ※17日 銀魂 セレクション（～11:00）

19～21日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 力-Chikara-
24日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・彼方からの攻撃者

10 ～3日 バクマン。1st Series ※3日（～10:30）
3～20日 バクマン。2nd Series ※3日（10:30～）　21日～ バクマン。3rd Series

11 ～26日 ヒカルの碁 ※26日（～11:30）　26日 「鬼灯の冷徹」第弐期 セレクション（11:30～）
27・28日 ヒカルの碁ＴＶスペシャル「北斗杯への道」

0 銀魂 セレクション ※13日 銀魂 バレンタインセレクション

1
～18日 弱虫ペダル GLORY LINE※17日 「鬼灯の冷徹」第弐期 セレクション

19～21日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 力-Chikara-
24日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・彼方からの攻撃者

2 ～20日 イナズマイレブン ※20日（～2:30） ※17日 銀魂 セレクション（～5:30）
20日～ イナズマイレブン アレスの天秤 ※20日（2:30～）

3 ～3日 バクマン。1st Series ※3日（～3:30）
3～20日 バクマン。2nd Series ※3日（3:30～）　21日～ バクマン。3rd Series

4 ソニックＸ
30

3日～ ポケットモンスター ＸＹ ※11日 銀魂 セレクション

5 30
情報

　　　　　　　

土 1・8・15・22・29

6 30
爆丸バトルプラネット

デュエル・マスターズ ！ ！

7 30
1～29日 妖怪ウォッチ セレクション　 28

ゾイドワイルド ZERO

8 30

～22日 パウ・パトロール セレクション
29日～ パウ・パトロール（27話～）

ひみつ×戦士 ファントミラージュ ！

9 30
それいけ！アンパンマン

劇場版
それいけ !
アンパンマン  
   1日 ミージャと 
 魔法のランプ（9:58～）
  8日 ブルブルの宝探し大冒険 ！ 
15日 ロールとローラ  
　　  うきぐも城のひみつ（9:57～）
22日 夢猫の国のニャニイ（9:57～）
29日 いのちの星のドーリィ（9:57～）

10

11 30
ポチっと発明 ピカちんキット

12
～

1

  1日 劇場版「名探偵コナン　 
 紺碧の棺　（ジョリー・ロジャー）」
  8日 ゲゲゲの鬼太郎（2007年映画）
15日 ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌
22日 劇場版「名探偵コナン　 
 戦慄の楽譜（フルスコア）」
29日 ブレイブストーリー

2 ポケットモンスター

3

30

～15日 アイドル×戦士  
　　    ミラクルちゅーんず ！（～4:00）
22日 メイク ア ミラクル ！  
　　 ～ミラクルちゅーんず ！ が 
　　 できるまで～（～3:30）
29日～ おしえて魔法のペンデュラム 
　　　～リルリルフェアリル～ セレクション
22日 ポケットモンスター セレクション（3:30～）

4 30
爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ ！ ！

5 妖怪ウォッチ ！　　　　　　　　　　    　58 　

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　   58

7 ～1日 「鬼灯の冷徹」第弐期
8日～ バクマン。1st Series

8 銀魂

9

～

10

劇場版「名探偵コナン」
  1日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
  8日 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）
15日 戦慄の楽譜（フルスコア）

22日 怪盗グルーの月泥棒  
29日 怪盗グルーのミニオン危機一発

11 

～  

5

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
  1日 忍宗の起源　～二つの魂インドラ・アシュラ～  
 #679～#689 一挙放送（～4:00） 
  8日 ナルトとサスケの章  
 #690～#699 一挙放送（～3:30）
15日 Nostalgic Days  
 #700～#703 一挙放送（～0:50）
 サスケ真伝　来光篇  
 #704～#708 一挙放送（0:50～3:00） 
22日 シカマル秘伝　闇の黙に浮ぶ雲  
 #709～#713 一挙放送（～1:20）
 木ノ葉秘伝　祝言日和  
 #714～#720 一挙放送（1:20～4:30）
マギ The labyrinth of magic  
29日 #1～#12（～4：30）

銀魂 セレクション
※1日 （4:00～6:00） ※8日 （3:30～5:30） 
※15日 （3:00～5:00） ※22・29日 （4:30～5:30） 
ポケットモンスター サン＆ムーン セレクション
※8・22・29日 （5:30～） ※15日（5:00～）

日 2・9・16・23

6

デュエル・マスターズ！！
30

～23日 １００％パスカル先生 
※23日（～6:45）
23日～ 絶体絶命でんぢゃらすじーさん  
※23日（6:45～）

7
けだまのゴンじろー

30
2～16日 ポケットモンスター ピッピセレクション
23日～ ポケットモンスター セレクション　 58

8
妖怪ウォッチ！

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

劇場版
それいけ！
アンパンマン  
  2日 おもちゃの星の
 ナンダとルンダ
  9日 かがやけ！クルンと 
 いのちの星 
16日 ルビーの願い 
 （9:57～）
23日 ハピーの大冒険
 （9:57～）

10

11 30
けだまのゴンじろー

12

～

1

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
2日  「光輪（リング）の超魔神 フーパ」 

ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
9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 
16日　キミにきめた ！
23日　みんなの物語

2

～

3

  2日 スチュアート・リトル
  9日 くもりときどきミートボール
16日 くもりときどきミートボール２　 
　　  フード・アニマル誕生の秘密
23日 怪盗グルーの月泥棒

4 妖怪ウォッチ！

5 30
爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ ！ ！

6

～

11

  2日 ルパン三世 東方見聞録  
 ～アナザーページ～（～7:50）
 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
 #91～#101（8:00～1:00）

  弱虫ペダルTVシリーズ1～4期完全走破 
  9日 弱虫ペダル #1～#12
16日 弱虫ペダル #13～#25
23日 弱虫ペダル #26～#38

0 銀魂 セレクション ※9日（11:30～）

1 ～16日 マギ The labyrinth of magic ※16日（～1:30）
16日～ マギ The kingdom of magic ※16日（1:30～）

2 ∀ガンダム

3 30

2日～ けだまのゴンじろー セレクション

2日～ 爆釣バーハンター セレクション

4～

5
2日～ 銀魂 銀ノ魂篇

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。
© 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





【放送休止時間】
14日 深夜
1：00 〜7：002020.1 「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

7・14・
21・28

6・13・
20・27

8・15・
22・29

9・16・
23・30

10・17・
24・31金月 木水火

6
30

ポチっと発明 ピカちんキット １話からおさらい
※23日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

〜28日 ポケットモンスターXY&Z 
※15日 ポケットモンスター サイドストーリー（7:00〜）
※23日 ポケットモンスター サイドストーリー
29〜31日 ポケットモンスター サイドストーリー 287

30
妖怪ウォッチ

8 30

魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！
※6日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ ！ １話からおさらい
〜17日 れいぞうこのくにのココモン3  　
20日〜 れいぞうこのくにのココモン  

9
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 

（〜10:25）
トレインズ -TRAINS- 
セレクション（10:25〜）

10 30
ABCブロッコリ！

11 
30

〜31日 ぽけっとあにめプチ！ パンパカパンツ ＷおＮＥＷ！

それいけ！アンパンマン
12 30

6日〜 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

1
㊊〜㊌ ポケットモンスターXY&Z ㊍㊎ 情報

30
〜27日 ふるさと再生　日本の昔ばなし
28日〜 おじゃる丸

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（〜2:55）
本とあそぼう！（2:55〜）

3 30
ABCブロッコリ！

まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

4 それいけ！アンパンマン

5 ポケットモンスター サン＆ムーン １話からおさらい
※14・22日 ポケットモンスター サイドストーリー  58

6 妖怪ウォッチ

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

ひみつ×戦士 
ファント
ミラージュ！

爆丸バトル
プラネット

ポケット
モンスター 
サン＆
ムーン

妖怪
ウォッチ！

10〜31日
ポケット 
モンスター  
サイド 
ストーリー

30
6日〜 ソニックＸ
※14・22日 ポケットモンスター サイドストーリー（〜9:00）

8 イナズマイレブン

9
〜9日 弱虫ペダル GRANDE ROAD
10〜30日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※30日（〜9:30）
30日〜 弱虫ペダル GLORY LINE ※30日（9:30〜）
※14・22日 銀魂 セレクション（〜11:00）

10 6〜13日 青の祓魔師 京都不浄王篇
15日〜 バクマン。1st Series

11 6日〜 ヒカルの碁

0
〜9日 銀魂 銀ノ魂篇
10〜27日 暁のヨナ
28日〜 銀魂 セレクション

1
〜9日 弱虫ペダル GRANDE ROAD
10〜30日 弱虫ペダル NEW GENERATION ※30日（〜1:30）
30日〜 弱虫ペダル GLORY LINE ※30日（1:30〜）
※22日 銀魂 セレクション（〜5:30）

2 イナズマイレブン

3 6〜13日 青の祓魔師 京都不浄王篇
15日〜 バクマン。1st Series

4 6日〜 ソニックＸ
30

ポケットモンスター サン＆ムーン １話からおさらい
5 30

情報

㊌ ㊍

土 11・18・25

6 30

爆丸バトルプラネット
※11日 爆丸バトルプラネット 特別話

デュエル・マスターズ！！

7 30

11〜25日 ポケットモンスター  
　　　　サイドストーリー　　28

ゾイドワイルド ZERO

8 30
11日〜 パウ・パトロール セレクション

ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

9 30
それいけ！アンパンマン

劇場版
それいけ !
アンパンマン  
 11日　だだんだんと 

ふたごの星（9:58〜）
18日　すくえ！ココリンと 

奇跡の星（9:58〜）
25日　とばせ！希望のハンカチ 

（9:58〜）

10

11 30
ポチっと発明 ピカちんキット

12
〜

1

11日  くもりときどきミートボール
18日  くもりときどきミートボール２
　    フード・アニマル誕生の秘密
25日   アングリーバード

2 ポケットモンスター

3 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30

爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ！！

5
30

妖怪ウォッチ！

〜18日 イナズマイレブン オリオンの刻印
25日 ポケットモンスター  
　　 サイドストーリー 　　　  58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン 58

7 「鬼灯の冷徹」第弐期

8 銀魂
※11日 銀魂 新年セレクション（〜10:00）

9

〜

10

11日　銀魂 セレクション（10:00〜）　
18日　 劇場版銀魂 新訳紅桜篇　
25日   劇場版銀魂 完結篇  

 万事屋よ永遠なれ

11 

〜  

4

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
11日  無限月読・発動の章  

#644～#651 一挙放送 (〜2:30)
18日  自来也忍法帳 

～ナルト豪傑物語～  
#652～#665 一挙放送

 25日  自来也忍法帳 
～ナルト豪傑物語～  
#666～#670 一挙放送 (〜1:20) 
イタチ真伝篇～光と闇～  
#671～#678 一挙放送 (1:20〜)

5 銀魂 セレクション
※11日(2:30〜)

日 12・19・26水 1・木 2・金 3・土 4・日 5

6
デュエル・マスターズ！！

30
１００％パスカル先生

7

けだまのゴンじろー
30

〜12日 イナズマイレブン オリオンの刻印
19・26日 ポケットモンスター  
　　　　サイドストーリー 　　58

8
妖怪ウォッチ！

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

劇場版
それいけ！
アンパンマン  
12日　ブラックノーズ 

 と魔法の歌 
 （9:58〜）

19日　よみがえれ 
 バナナ島 
 （9:58〜）

26日　りんごぼうやと 
 みんなの願い（9:58〜）

10

11 30
けだまのゴンじろー

12

〜

1

劇場版ポケットモンスター 
ベストウイッシュ
  12日　「キュレムＶＳ（たい） 

聖剣士 ケルディオ」
  19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
  26日　「破壊の繭と 
　ディアンシー」

2 12〜26日  ポケットモンスター  
　　　　 サイドストーリー

3 30

12日〜 爆丸バトルプラネット  
　　　セレクション

12日〜 ゾイドワイルド ZERO  
　　　セレクション

4
妖怪ウォッチ！

30
〜19日 イナズマイレブン オリオンの刻印
26日〜 妖怪ウォッチ！

5 30
爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ！！

6

〜

11

ルパン三世 TVスペシャル 
12日　sweet lost night  

～魔法のランプは悪夢の予感～
（〜7:55）

19日　the Last Job（〜7:55）
26日　血の刻印 永遠のmermaid 

（〜7:55）
スラムダンク （デジタルリマスターＨＤ版）
12日　#64～#72（8:00〜）　
19日　#73～#81（8:00〜）
26日　#82～#90（8:00〜）　

0 銀魂 セレクション

1 マギ The labyrinth of magic

2 ∀ガンダム

3 〜19日 「鬼灯の冷徹」第弐期
26日 銀魂 セレクション(〜6:00)

4〜

5
銀魂 セレクション※26日（3:00〜）

年 始 特 別 編 成

6 子育てTV ハピクラ セレクション・
ゴーゴー！のりものタウン セレクション

7 30

パウ・パトロール セレクション

おじゃる丸 セレクション　  58

8 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
１話からおさらい #13～＃22（2話連続）

9

劇場版それいけ！アンパンマン
1日 夢猫の国のニャニイ
2日 ハピーの大冒険
3日 いのちの星のドーリィ
4日 シャボン玉のプルン
5日 妖精リンリンのひみつ

10 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
1〜3日 本とあそぼう！（10：55〜 ） 　　　58

11

〜

12
 「妖怪ウォッチ」スペシャル

1

〜

2

劇場版「名探偵コナン」5作品
劇場版「名探偵コナン」

1日 銀翼の奇術師（マジシャン）
2日 水平線上の陰謀（ストラテジー）
3日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
4日 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）
5日 戦慄の楽譜（フルスコア）

3 ポケットモンスター  
ピカチュウ＆ピチューセレクション  58

4

〜

5

劇場版ポケットモンスター 
劇場版ポケットモンスター

1日　キミにきめた！
2日　「ミュウツーの逆襲」 完全版
3日　「幻のポケモン ルギア爆誕（ばくたん）」
4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
5日　「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」  58

6

〜

8

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝
忍界大戦・サスケとイタチ
1日 #541 ～ #546
2日 #547 ～ #552
3日 #553 ～ #558
4日 #559 ～ #564
5日 #565 ～ #568（〜8:00）

5日　銀魂 真選組動乱篇 
　　 #101～#105（8:00〜10:30）

9

〜

11

TVシリーズ一挙放送
バクマン。1st Series
1日 #1～#7 
2日 #8～#13
3日 #14～#19  
4日 #20～#25  

「鬼灯の冷徹」OAD
5日 #1～#3（10:30〜）

0

〜

5

「鬼灯の冷徹」
1日　第壱期 #1～#13
2日　第弐期 #1～#13
3日　第弐期 #14～#26
青の祓魔師
4日　#1～#13
5日　#14～#25
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