
ひる12：00 ひる12：00 

ひる12：00 ひる12：00 

ひる12：00 ひる12：00 
子どもも大人も笑って泣けると映画ファンにも好評の

『映画クレヨンしんちゃん』を初放送！
2015年公開の第23作から2018年公開の第26作まで、

計4作品を4週連続放送！ 

キッズ
初放送

ひる12：00ひる12：0010/24土 10/24土 
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詳しい
番組情報は
こちら！

10
OCTOBER

2 02 0

高橋留美子原作の人気まんがをアニメ
化した『犬夜叉』。犬夜叉たちと宿敵・
奈落の最終決戦を描く完結編が登場！

10月は映画4作品も毎週放送 ！ 

映画クレヨンしんちゃん
オラの引越し物語～サボテン大襲撃～

映画クレヨンしんちゃん
爆睡！ユメミーワールド大突撃

映画クレヨンしんちゃん
襲来!!宇宙人シリリ

10/3㊏ 映画 犬夜叉 時代を越える想い
10/10㊏ 映画 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 
10/17㊏ 映画 犬夜叉 天下覇道の剣 
10/24㊏ 映画 犬夜叉 紅蓮の蓬莱島

親子で見られる名作アニメの完結編 

10/1㊍スタート10/1㊍スタート
キッズ
初放送毎週月～金曜

よる 9：00    深夜 1：00再

10月31日はハロウィン特集 ! 
親子にファンの多いおさるのジョージのテレビスペシャルを始め、
人気作品のハロウィンエピソードをまとめて放送します。 

あさ 9：0010/31㊏10/31㊏

あさ 8：0010/31㊏10/31㊏

10/3㊏10/3㊏

10/10㊏10/10㊏

10/17㊏10/17㊏

おうちでもたっぷりハロウィンが楽しめる♪  

10/16㊎10/16㊎
ひる 12：00

10/31㊏10/31㊏
ひる 12：00

キッズ
初放送さらに！

ハロウィンセレクション

ハロウィンマン
セレクション

おさるのジョージ
おばけ伝説のなぞ
おさるのジョージ
おばけ伝説のなぞ

ひとあし早く
ハロウィン！

9/11（金）ロードショー

最新映画

家族みんなで楽しめる
家族みんなで楽しめる

笑いあり!!涙あり⁉　笑いあり!!涙あり⁉　

大大 人人
気気

『映画クレヨンしんちゃん』 『映画クレヨンしんちゃん』 



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・28

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30金木水火月

6 30
～1日 れいぞうこのくにのココモン3 　2日～ ハローココモン

　　　　　　　　　 　   ポケットモンスター ※14日（7:00～）　　 　 　　　　　28  
7 30

子育てTV ハピクラ

8 30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

トロールズ： シング・ダンス・ハグ！

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ　

10 30
ゴーゴー！のりものタウン

ABCブロッコリ！

11 30

～2日 ぽけっとあにめプチ！ れいぞうこのくにのココモン 
5～16日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマル2 セレクション 

19日～ ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC 
それいけ！アンパンマン

※12日 劇場版 おさるのジョージ（12:00～1:30） 　※13日 劇場版 おさるのジョージ2／ゆかいな大冒険！（12:00～1:30） 
※14日 劇場版 おさるのジョージ3／ジャングルへ帰ろう（12:00～1:30） 

※15日 おさるのジョージ わくわくアドベンチャー（12:00～1:00）　
※16日 おさるのジョージ おばけ伝説のなぞ（12:00～1:00）12 30

ふるさと再生　日本の昔ばなし
 劇場版それいけ！アンパンマン  ※19日 ばいきんまんの逆襲（～1:45） 　※20日 勇気の花がひらくとき（～1:30）　
※21日 人魚姫のなみだ（～1:30）　※22日 ゴミラの星（～1:30）　※23日 ミージャと魔法のランプ（～1:25）

1 30

㊊ ～ ㊌ 
ウルトラマンジード

㊍ ㊎
情報

～27日 おじゃる丸 　※27日 （～1:45）
27日～ おじゃる丸 セレクション ※27日 （1:45～）

※22・23日 情報

2 30
子育てTV ハピクラ

ゴーゴー！のりものタウン

3
30

それいけ！アンパンマン ※2日 映画トロールズ（～4:55）

～28日 ＨＵＧっと！プリキュア
※21日 映画プリキュアドリームスターズ！（～4:55）　

※22日 映画プリキュアスーパースターズ！（～4:50） 　
※23日 映画ＨＵＧっと！プリキュア♡ふたりはプリキュア　オールスターズメモリーズ（～4:55）

29日～ ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション

4
新幹線変形ロボ シンカリオン ※1日 （～4:30）

※1日 けだまのゴンじろー セレクション（4:30～）
55

本とあそぼう！

5  　　　　　　　　　　　　　　　 ポケットモンスター　　　　 　　　　　 　　　　  58

6 妖怪ウォッチ

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

～12日 ひみつ×戦士 
ファントミラージュ！
19日～ ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！

トミカ絆合体 
アースグランナー 

ポケット
モンスター（2019年）

妖怪学園Y
～Nとの遭遇～

デュエル・
マスターズ キング

～6日 ゾイドワイルド ZERO １話からおさらい
7～29日 ポケットモンスター サイドストーリー ※13日 妖怪ウォッチ セレクション

30日 妖怪ウォッチ セレクション

8 ソニックＸ
※13・30日 ポケットモンスター セレクション

9
1～20日 犬夜叉 完結編

※13日 劇場版「名探偵コナン　瞳の中の暗殺者」 4Kデジタルリマスター版（～11:00）
21日～ 結界師

10 ～23日 幽☆遊☆白書　26日～ 銀魂

11 ～12日 マギ The kingdom of magic　13～29日 青の祓魔師 ※29日（～11:30）
29日～ 青の祓魔師 京都不浄王篇 ※29日（11:30～）

0
～6日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・第七班再び ※6日（～0:30）

6～20日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・うちはオビト ※6日（0:30～） 
※8日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・第七班再び

21日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 ナルトの背中 ～仲間の軌跡～

1 1～20日 犬夜叉 完結編　21日～ 結界師

2 ソニックＸ ※30日 ポケットモンスター セレクション

3 ～23日 幽☆遊☆白書　26日～ 銀魂

4 30

1～6日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
7～29日 ポケットモンスター サイドストーリー　30日 妖怪ウォッチ セレクション

ポケットモンスター

5 30
情報

土 3・10・17・24・31

6 30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

デュエル・マスターズ キング

7 30
アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ！ 28

ゾイドワイルド ZERO 

8
30

パウ・パトロール セレクション
※31日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 
ハロウィンセレクション

ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

9

劇場版
それいけ!
アンパンマン

  3日 アンパンマンと 
　　  おかしな仲間  
10日 アンパンマンと
　　  たのしい仲間たち 
17日 やきそばパンマンと 
　    ブラックサボテンマン 
24日 怪傑ナガネギマンと 
　　 やきそばパンマン

31日 それいけ！アンパンマン
　　 ハロウィンマン セレクション

10
30

ABCブロッコリ！

11

きんだーてれび セレクション
10

うたのじかんライブ
15

GO！GO！アトム
30

妖怪ウォッチ セレクション
※31日 ポチっと発明 ピカちんキット 
ハロウィンセレクション

12

～

1

 映画クレヨンしんちゃん
  3日 オラの引越し物語～サボテン大襲撃～ 
10日 爆睡！ユメミーワールド大突撃
17日 襲来！！宇宙人シリリ  
24日 爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～ 

31日 おさるのジョージ おばけ伝説のなぞ 

2 ポケットモンスター

3 30
ＨＵＧっと！プリキュア

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
トミカ絆合体 アースグランナー

デュエル・マスターズ キング

5 妖怪学園Y～Nとの遭遇～　　　　 　58 　

6 ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7

ソニックＸ
※17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 (～9:00)
※24日 劇場版「名探偵コナン　瞳の中の
暗殺者」 4Kデジタルリマスター版 (～9:00)

8 ヒカルの碁

9

～

10

映画 犬夜叉
  3日 時代を越える想い 
10日 鏡の中の夢幻城
17日 天下覇道の剣
24日 紅蓮の蓬莱島

ルパン三世
31日 アルカトラズ コネクション

11 

～  

5

幽☆遊☆白書
  3日 #49～#64
10日 #65～#80
17日 #81～#96
24日 #97～#112

蒼穹のファフナー
31日 #1～#13 

日 4・11・18・25

6
デュエル・マスターズ キング

30
イナズマイレブン 
アレスの天秤

7
１００％パスカル先生（～7:15）
絶体絶命でんぢゃらすじーさん（7:15～）

30
妖怪ウォッチ！　　　　 　    　　　58

8
妖怪学園Y～Nとの遭遇～

30
ポケットモンスター（2019年）    　　 58

9
劇場版

それいけ!
アンパンマン
  4日 人魚姫の
　　 なみだ（9:32～） 
11日 ゴミラの星（9:27～）  
18日 ミージャと魔法のランプ（9:28～）  
25日 おもちゃの星のナンダとルンダ 10

55
うたのじかんライブ

11 30
ミュークルドリーミー

トミカ絆合体 アースグランナー

12

～

1

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  

  4日  「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」
11日  「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」 
18日  「ポケモンレンジャーと
　　  蒼海（うみ）の
　　  王子 マナフィ」
劇場版ポケットモンスター　

ダイヤモンド・パール
25日  「ディアルガＶＳ(たい)
パルキアＶＳ(たい)
ダークライ」

2
～

3

  4日  映画プリキュアドリームスターズ！
11日  映画プリキュア 
　　  スーパースターズ！ （～3:30）
　　 創造力は無限大！
　　   ～ロボット作りに込めた夢～　
　　   ロボット教室全国大会（3:30～）
18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 
25日  劇場版「名探偵コナン　瞳の中の
　　 暗殺者」 4Kデジタルリマスター版

4 妖怪学園Y～Nとの遭遇～

5 30
妖怪ウォッチ！

デュエル・マスターズ キング

6

～

10

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
  4日  忍界大戦・うちはオビト 
　　   #593～#595、#598～#604
11日  忍界大戦・うちはオビト  
　　  #605～#613（～10:30）
18日  ナルトの背中 ～仲間の軌跡～  
　　  #614～#623
25日  ナルトの背中 ～仲間の軌跡～ 
　　 #624～#633

11

～

0

銀魂
  4日  竜宮篇 #115～#118
11日  真選組動乱篇 #101～#105（10:30～） 
劇場版銀魂
18日  新訳紅桜篇 
25日  完結篇 万事屋よ永遠なれ 

1 バクマン。3rd Series

2
イナズマイレブン アレスの天秤

30
１００％パスカル先生 セレクション 

3
トミカ絆合体 アースグランナー

30
妖怪ウォッチ！

4 銀魂 セレクション

5 妖怪ウォッチ セレクション

© キッズステーション　© Olivestudio, EBS, Dream Search, Kids Station　© 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　

「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

【放送休止時間】
13日 深夜
1：00 ～7：002020.10





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

れいぞうこのくにのココモン3
29日 それいけ！アンパンマン（～7:00）

　　　　　　　　　 　   ポケットモンスター ※29日（7:00～）　　 　 　　　　　28  

7 30
子育てTV ハピクラ

8 30

～25日 GO!GO!アトム 1話からおさらい（～8:15）  ※23～25日（～8:30）
28日～ ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

トロールズ： シング・ダンス・ハグ！

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ　

10 30
ゴーゴー！のりものタウン

ABCブロッコリ!（7日 1話から放送）

11 30
ぽけっとあにめプチ！ れいぞうこのくにのココモン

それいけ！アンパンマン

12
30

1日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし
※21日 劇場版「それいけ！アンパンマン　虹のピラミッド」（～1:30）

※22日 劇場版「それいけ！アンパンマン　てのひらを太陽に」（～1:30）

1 30

㊊ ～ ㊌ 
ウルトラマンジード

㊍ ㊎
情報 ※23～25日 ウルトラマンジード

おじゃる丸  ※21・22日 情報

2 30
子育てTV ハピクラ

ゴーゴー！のりものタウン

3 30
それいけ！アンパンマン

ＨＵＧっと！プリキュア

4
30

新幹線変形ロボ シンカリオン

55

～9日 トミカ絆合体 アースグランナー １話からおさらい
10日～ けだまのゴンじろー セレクション

本とあそぼう！

5 ポケットモンスター
　　　　　　　　　　　　 ※28日 ポケットモンスター サイドストーリー 　 　　 　　　　  58

6 ～2日 妖怪学園Y～Nとの遭遇～ １話からおさらい
3日～ 妖怪ウォッチ

7
㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ひみつ×戦士 
ファントミラージュ！

トミカ絆合体 
アースグランナー 

ポケット
モンスター（2019年）

妖怪学園Y
～Nとの遭遇～

デュエル・
マスターズ キング

ゾイドワイルド ZERO １話からおさらい

8 ～2日 弱虫ペダル GLORY LINE
3日～ ソニックＸ

9
～25日 NINKU-忍空- ※25日（～9:30）

※21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（～11:00）
※22日 劇場版「名探偵コナン　瞳の中の暗殺者」 4Kデジタルリマスター版（～11:00）

25日～ 銀魂 セレクション ※25日 （9:30～）

10 幽☆遊☆白書 
※28日 銀魂 セレクション

11
～7日 はじめの一歩 Rising ※7日（～11:30）　

7日 銀魂 セレクション（11:30～）
8～24日 マギ The labyrinth of magic ※24日（～11:30）
24日～ マギ The kingdom of magic ※24日（11:30～）

0
～18日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・サスケとイタチ ※18日（～0:30）

18～28日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 カカシ暗部篇 ～闇を生きる忍～ ※18日（0:30～）
29日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・第七班再び

1 ～25日 NINKU-忍空- ※25日（～1:30） ※21・22日 銀魂 セレクション
25日～ 銀魂 セレクション ※25日（1:30～） ※28日（～5:00）

2 ～2日 弱虫ペダル GLORY LINE　3日～ ソニックＸ

3 幽☆遊☆白書
※21・22日 妖怪ウォッチ セレクション

4 30
新幹線変形ロボ シンカリオン セレクション

ポケットモンスター
※28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション（5:00～）

5 30
情報

土 5・12・19・26

6 30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

デュエル・マスターズ キング

7 30
アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ！ 28

ゾイドワイルド ZERO 

8

30

パウ・パトロール セレクション
※19日 さきどり特番：第０話

「新ガールズ戦士誕生！
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」
～5日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
　 　 セレクション
 12日 さきどり特番：第０話
　　  「新ガールズ戦士誕生！ 
 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」
12日～ ガル学。～聖ガールズスクエア学院～
　　　（ポリス×戦士 ラブパトリーナ！放送終了直後）
19日～ ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

9

劇場版
それいけ!
アンパンマン
  5日 怪傑ナガネギマンと 
　　  やきそばパンマン  
12日 リズムでうたおう！  
　　  アンパンマン
　　  夏まつり 
19日 おむすびまん 
26日 ぼくらはヒーロー10

30
ABCブロッコリ！

11

げんきげんき ノンタン セレクション
10

うたのじかんライブ
15

GO！GO！アトム
30

妖怪ウォッチ セレクション

12

～

1

  5日 ファントミラージュショー  
　　  ～みんなでファンファンしよう♪～ 
        スペシャル（～2:30） 
12日 映画プリキュアドリームスターズ！  
19日 映画プリキュアスーパースターズ！  
26日 映画ＨＵＧっと！プリキュア♡
　　  ふたりはプリキュア　オールスターズ
　　  メモリーズ 

2 ポケットモンスター ※5日（2:30～）
※26日 映画トロールズ（～3:55）

3 30
ＨＵＧっと！プリキュア

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
トミカ絆合体 アースグランナー

デュエル・マスターズ キング

5 妖怪学園Y～Nとの遭遇～　　　　 　58 　

6 ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7 ソニックＸ

8 ヒカルの碁

9

～

10

  5日 劇場版銀魂 完結篇  
　　  万事屋よ永遠なれ  
12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 
19日 銀魂 星海坊主篇 #41～#43 
26日 劇場版 弱虫ペダル

11 

～  

5

  5日 弱虫ペダル  
　　　GLORY LINE
　　　 #13～#25  
幽☆遊☆白書

12日 #1～#16　19日 #17～#32
26日 #33～#48

日 6・13・20・27

6
デュエル・マスターズ キング

30
イナズマイレブン 
アレスの天秤

7
１００％パスカル先生（～7:15）
絶体絶命でんぢゃらすじーさん（7:15～）

30
妖怪ウォッチ！　　　　 　    　　　58

8
妖怪学園Y～Nとの遭遇～

30
ポケットモンスター（2019年）    　　 58

9
劇場版

それいけ!
アンパンマン
  6日 空とぶ絵本と
       ガラスの靴（9:37～） 
13日 虹のピラミッド（9:32～）  
20日 てのひらを太陽に（9:32～）  
27日 勇気の花がひらくとき（9:32～）  10

55
うたのじかんライブ

11 30
ミュークルドリーミー

トミカ絆合体 アースグランナー

12

～

1

劇場版ポケットモンスター  
  6日  「結晶塔の帝王 エンテイ」 
13日  「セレビィ 時を超えた
　　  遭遇（であい）」 
20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
27日  「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」 

2
～

3

映画 妖怪ウォッチ
  6日  誕生の秘密だニャン！ 
13日  エンマ大王と5つの物語だニャン！ 
20日  空飛ぶクジラとダブル世界の 
　　 大冒険だニャン！ 
27日  シャドウサイド 鬼王の復活  

4 妖怪学園Y～Nとの遭遇～

5 30
妖怪ウォッチ！

デュエル・マスターズ キング

6

～

11

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
 6日  忍界大戦・サスケとイタチ  
　　  #541～#554
13日  忍界大戦・サスケとイタチ  
　　  #555～#568
20日  カカシ暗部篇 ～闇を生きる忍～  
　　  #569～#581
27日  忍界大戦・第七班再び 
　　 #582～#592、 #596～#597

0 銀魂 セレクション

1 バクマン。3rd Series

2
イナズマイレブン アレスの天秤

30
１００％パスカル先生 セレクション 

3
トミカ絆合体 アースグランナー

30
妖怪ウォッチ！

4 銀魂 セレクション

5 妖怪ウォッチ セレクション
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映画・劇場版


