


2021.12 「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

セレクション映画・劇場版

7・14・
21

6・13・
20

1・8・
15・22

2・9・
16・23

3・10・
17・24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

～23日 れいぞうこのくにのココモン３ 　
※1日 ふるさと再生　日本の昔ばなし  (～7:00)
24日～ ハローココモン 
～13日 妖怪ウォッチ！ 
14～21日 マジカパーティ  (～7:28) ※21日(～7:00)
22日 ポチっと発明 ピカちんキット クリスマス (～7:28)
23・24日 妖怪ウォッチ クリスマス (～7:28)

7 30

～13日 ベイブレードバースト スパーキング
21日 ポケットモンスター クリスマス 　　　　28

まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8
30

～15日 スター☆トゥインクルプリキュア
16～21日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
22～24日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ クリスマス 
～3日 はなかっぱ第1期  　6日～ 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
※1・3・7・9・20・22・24日 
ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

10
15

ゴーゴー！のりものタウン
～3日 おじゃる丸 (～10:30)　6～23日 パウ・パトロール  
～3日 ふるさと再生　日本の昔ばなし (10:30～)
24日 パウ・パトロール クリスマス  

11 
30

～3日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC 
6～20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 　21～24日 情報

それいけ！アンパンマン

12
30

㊊～㊌トロールズ： シング・ダンス・ハグ！
㊍㊎情報 ※23・24日 トロールズ： シング・ダンス・ハグ！

1
パウ・パトロール 

30
ABCブロッコリ！（14日 1話から放送）

2
子育てTV ハピクラ
※2・6・8・10・21・23日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

30
それいけ！アンパンマン

3
30

～1日 はなかっぱ第1期  
2～9日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
10～22日 ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！(～4:00)※22日(～3:30)
23日 妖怪ウォッチ クリスマス 
24日 妖怪ウォッチ！ クリスマス 
～8日 ミュークルドリーミー みっくす！ 1話からおさらい
9日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
22～24日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ クリスマス 

4 ポケットモンスター サン＆ムーン

5 1～14日 ハクション大魔王２０２０
15日～ アニメ ボス・ベイビー　　　　　　　   58

6

～7日 あひるの空　8日～ ドラゴンボール超
※21日 ポケットモンスター クリスマス (～6:30)

少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第4シリーズ クリスマス (6:30～)

※22日 ポチっと発明 ピカちんキット クリスマス 
※23・24日 妖怪ウォッチ クリスマス  ※24日(～6:30)
※24日 妖怪ウォッチ！ クリスマス (6:30～)

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

ビッ友×戦士 
キラメキ
パワーズ！

マジカ
パーティ

ポケット
モンスター
(2019年)

妖怪
ウォッチ♪

デュエル・
マスターズ 
キング！
※24日 情報

30
あらいぐまラスカル

8 ～23日 ポケットモンスター
24日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

9 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

10
～20日 天使な小生意気
15～24日 銀魂 (～0:00)

※15日(11:30～)、16～20日(11:00～)、24日(～11:30)

11 ～15日 NINKU-忍空-※15日(～11:30)　
24日 銀魂 クリスマス (11:30～)

0
～23日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
24日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
　　 第4シリーズ クリスマス (～0:30)　

カードキャプターさくら クロウカード編 クリスマス (0:30～)

1 ～23日 ポケットモンスター
24日 ポケットモンスター クリスマス (～1:30)　銀魂 (1:30～)

2 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

3 ～20日 天使な小生意気　
21～24日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

4 30
あらいぐまラスカル
～15日 NINKU-忍空-※15日(～5:00)
15～24日 銀魂  ※15日(5:00～)、24日(～5:00)
24日 銀魂 クリスマス (5:00～)

305
情報

土 4・11・18・25

6
30

4日～ ピポンザABC！ 

～18日 SDガンダムワールド ヒーローズ
※4・11日(～7:28)
25日 妖怪ウォッチ クリスマス 

7
18日～ ウルトラマントリガー 

NEW GENERATION TIGA  28
30

ミュークルドリーミー みっくす！

8
～18日 パウ・パトロール 
25日 パウ・パトロール クリスマス 

30
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9

30

劇場版
それいけ !
アンパンマン  
    4日　アンパンマンとおかしな仲間
11日　アンパンマンとたのしい仲間たち
18日　みんな集まれ！

アンパンマンワールド (～10:40)
25日　やきそばパンマンと

ブラックサボテンマン

10 子育てTV ハピクラ
※4・25日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV
※18日 はなかっぱ第1期 (10:40～) 

11 30
スター☆トゥインクルプリキュア

ワッチャプリマジ！

12

～

1

  4日 おまえうまそうだな
 11日 あなたをずっとあいしてる
18日 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
25日 映画 すみっコぐらし 

とびだす絵本とひみつのコ(～1:15)
映画「パウ・パトロール カーレース大作戦

GO ! GO !」(1:15～2:20)

2 30

30

30

4日～ アニメ ボス・ベイビー

4日～ ハクション大魔王２０２０
※25日 ポケットモンスター 

クリスマス (～3:00)
妖怪ウォッチ
クリスマス (3:00～)

3

ドラゴンボール超
4 デュエル・マスターズ キング！

5 30

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※25日 情報

妖怪ウォッチ♪　　　　　　　 58

6
30

マジカパーティ

ポケットモンスター(2019年)
※25日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

第4シリーズ クリスマス      58

7 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

～18日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』
　　　 ※18日(～9:55)
18日 銀魂　第295.5話　愛染香篇 (9:55～)
25日 OVA 鋼の錬金術師 

FULLMETAL ALCHEMIST 
#1～#4 

11 

～  

4

美少女戦士
セーラームーン
Crystal

 4日 #14～#26
11日 #27～#39

銀魂
18日 #1～#12
25日 #13～#24

5 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

日 5・12・19・26

6

ポチっと発明 
ピカちんキット 
※19日 ピカちんキット 
　　　クリスマス 

30
ベイブレードバースト スパーキング

7
デュエル・マスターズ キング！

30
怪盗ジョーカー　　　　　　   58

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター(2019年)  58

9

30

劇場版
それいけ！
アンパンマン  
   5日　ブルブルの宝探し大冒険！
12日　かがやけ！クルンといのちの星
19日　きらめけ！

アイスの国の
バニラ姫

26日　キラキラ星の涙
(～10:20)

10

5日～ アニメ ボス・ベイビー
※26日 モンスター・ハウス(10:20～12:00)

11 5日～ ハクション大魔王２０２０

12

～

1

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 
  5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 
12日 「破壊の繭とディアンシー」
19日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
26日 「ボルケニオンと
　　 機巧（からくり）の
　　 マギアナ」

2

～

3

映画クレヨンしんちゃん
  5日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者
12日 オタケベ！ カスカベ野生王国
19日 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁
26日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦 

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
怪盗ジョーカー

30
デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

スラムダンク 
（デジタルリマスターＨＤ版）

  5日　#37～#49
12日　#50～#61
19日　#62～#74
26日　#75～#87

0 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

1

～

2
～19日 ヒカルの碁 ※19日(～2:30)
19・26日 銀魂  ※19日(2:30～)

3 ～26日 カードキャプターさくら 
　　　クロウカード編

4 ～5日 美少女戦士セーラームーンCrystal
12～26日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

5

～26日 ポチっと発明 
　　　 ピカちんキット

30
～19日 ふるさと再生　
　　　日本の昔ばなし 
26日 ポケットモンスター 
　　 サン＆ムーン 

月 27・火 28・水 29・木 30・金 31
年 末 特 別 編 成

6
27・28日 はなかっぱ第1期 
29日 ガル学。～聖ガールズスクエア学院～ 
30日 ガル学。～ガールズガーデン～ 
31日 パウ・パトロール （～7:30）

7
27日 ハピクラタイム Olá ! マウリシオ TV
28日 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！ 
29日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
30日 ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！ 
31日 映画「パウ・パトロール カーレース

大作戦 GO! GO!」（7:30～）         288
30

はなかっぱ第1期

9

劇場版それいけ！アンパンマン
27日　ゆうれい船をやっつけろ！！
28日　虹のピラミッド
29日　てのひらを太陽に
30日　人魚姫のなみだ
31日　ゴミラの星

10

～

11

27日　まじめにふまじめ　
　　 かいけつゾロリ （～2:00）
28日　ハクション大魔王２０２０ （～2:00）
29日　 恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！
30日　妖怪ウォッチ♪ 
31日　ポケットモンスター(2019年) 
　　  ソード&シールドⅠ～Ⅳ

12

～

1

映画ポケモン
劇場版ポケットモンスター 
29日　キミにきめた！
30日　みんなの物語

31日　 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

2

～
5

映画クレヨンしんちゃん
27日 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃（～3:53）
　　 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！（4:00～）
28日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！（～3:53）
　　 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者（4:00～）
29日 オタケベ！ カスカベ野生王国（～3:50）
　　 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁（4:00～）
30日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦（～3:58）
　　 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス（4:00～）
31日 バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！（～3:47）
　　 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん（4:00～）

6

～

7

クレヨンしんちゃん外伝
27日 エイリアン vs. しんのすけ
28日 おもちゃウォーズ
29日 家族連れ狼
30日 お・お・お・のしんのすけ

31日 妖怪ウォッチ みんなで歌おう！
妖怪紅白歌合戦！（～6:30）
きんだーてれび PUI PUI モルカー
全12話一挙放送（6:30～7:30）
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 
出撃、シンカリオンＺ 500 TYPE EVA（7:30～）

8

～

11

27～29日 まじっく快斗1412 全24話一挙放送
30日　銀魂 橋田屋篇・ハードボイルド篇・

ミツバ篇・OWee篇
31日　スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） 

県大会決勝リーグ最終戦（～5:00）

0

～

5

27日 ドラマ『弱虫ペダル』 全7話一挙放送
28・29日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 

全13話一挙放送
30日　銀魂 第295.5話　愛染香篇・

前編/後編（～1:00）
よりぬき銀魂さんオンシアター2D

『真選組動乱篇』（1:00～2:45）
『かぶき町四天王篇』（2:45～4:35）

銀魂 星海坊主篇（4:35～）
31日　ダイナ荘びより 全26話一挙放送（5:00～）

© 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　





2・9・16・
23・30

1・8・15・
22・29

3・10・
17・24

4・11・
18・25

5・12・
19・26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

妖怪ウォッチ！

7 30

～5日 キャップ革命 ボトルマン
　　　　　　　　　  8日～ ベイブレードバースト スパーキング  　　　　　　　　　28

まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8 30
スター☆トゥインクルプリキュア

～24日 はなかっぱ第1期
25日～ はなかっぱ第1期 セレクション

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ
※2・4・29日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV

10
15

ゴーゴー！のりものタウン

30
おじゃる丸 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
※3・23日 情報

11 30

～19日 ぽけっとあにめプチ！コロコロアニマル２ 
22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
※3日  映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (～12:20)

 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (12:20～12:35)
※4～12日  劇場版「それいけ！アンパンマン」   ※4日(～12:45) 

※23日 人体のサバイバル！

12
30

㊊～㊌ ㊍㊎

トロールズ： シング・ダンス・ハグ！
※3日 人体のサバイバル！(12:35～1:30)

※9・10日 情報

情報
※5日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 

　　　 第1シリーズ セレクション
※12・25日 トロールズ： シング・ダンス・ハグ！

1 30
～2日 パウ・パトロール セレクション  4日～ パウ・パトロール 
ABCブロッコリ！ ※3日 妖怪ウォッチ 文化の日セレクション

2 30
子育てTV ハピクラ  ※1・3・5・30日 ハピクラタイム Olá! マウリシオ TV

それいけ！アンパンマン

3 30
はなかっぱ第1期 セレクション

～3日 ミュークルドリーミー
4日～ ミュークルドリーミー みっくす！ 1話からおさらい

4 ポケットモンスター サン＆ムーン ※3日(～4:30)
※3日  映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ(4:30～5:45) 

5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58

6 ～2日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ
3日～ あひるの空

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ マジカパーティ デュエル・マスターズ 

キング！
ポケットモンスター

（2019年） 妖怪ウォッチ♪

～1日 ポケットモンスター サイドストーリー
2日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

3日～ あらいぐまラスカル
※30日  モンスター・ハウス (～9:25)

8 ポケットモンスター

9
～15日 ルパン三世 PART4

16日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－
※30日 ヒカルの碁スペシャル　北斗杯への道 (9:30～10:55)

10 ～12日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
15日～ 天使な小生意気

11
～2日 ヒカルの碁 ※2日(～11:30)

2日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション(11:30～)
3・4日 ヒカルの碁スペシャル　北斗杯への道

5日～ NINKU-忍空- ※30日 銀魂 セレクション

0 ～18日 銀魂
19日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

1 ポケットモンスター
※30日  ディノ・キング　恐竜王国と炎の山の冒険 (～2:45)

2 ～15日 ルパン三世 PART4
16日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

3 ～12日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
15日～ 天使な小生意気 ※30日 銀魂 セレクション

4
30

～2日 銀魂 セレクション　3日～ あらいぐまラスカル
※30日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション (～5:30)

～2日 ヒカルの碁 ※2日 (～5:00)
2日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション(5:00～)

3・4日 ヒカルの碁スペシャル　北斗杯への道　
5日～ NINKU-忍空-5

30
情報

土 6・13・20・27

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

SDガンダムワールド ヒーローズ

7 30
ピポンザABC！ セレクション　　　 28

ミュークルドリーミー みっくす！

8 30

～13日 ガル学。～ガールズガーデン～
20日～ パウ・パトロール セレクション
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9
劇場版それいけ！

アンパンマン
  6日 やきそばパンマンと
　　  ブラックサボテンマン
13日 アンパンマンと
　　 ゆかいな仲間たち （～10:40）
20日 おむすびまん
27日 ぼくらはヒーロー

10 30
子育てTV ハピクラ
※13日 はなかっぱ第1期 
　　　セレクション (10:40～)

11

スター☆トゥインクルプリキュア
30

6～20日 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！ 　　　　
　　　  セレクション
27日～ ワッチャプリマジ！

12

～

1

  6日 映画「パウ・パトロール 
　　 カーレース大作戦 GO! GO!」
13日 映画 すみっコぐらし 
　　 とびだす絵本とひみつのコ
20日 映画プリキュア
　　 ミラクルユニバース (～1:20)
　　 映画スター☆トゥインクルプリキュア 　　　
　　 星のうたに想いをこめて (1:20～2:50)
27日 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！
　  ～映画になってちょーだいします～(～1:30)
　　  あなたをずっとあいしてる(1:30～3:00)

2 ～13日 おしりたんてい(第1期)

3 30
～27日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

ドラゴンボール超

4 30
デュエル・マスターズ キング！

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　　　　 58

6 30
マジカパーティ

ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7
～20日 結界師
27日～ 鋼の錬金術師 
　　　FULLMETAL ALCHEMIST

8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10
6日～ ドラマ『弱虫ペダルSeason2』

11

～

4

ヒカルの碁
  6日 #38～#50
13日 #51～#63
20日 #64～#75

美少女戦士セーラームーンCrystal
27日  #1～#13

5 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
セレクション

日 7・14・21・28

6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

30
～21日 ベイブレードバースト ガチ
28日～ ベイブレードバースト スパーキング

7

デュエル・マスターズ キング！
※28日 デュエル・マスターズ キング！ 
　　　セレクション

30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58

8
妖怪ウォッチ♪

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
  7日 勇気の花がひらくとき
　　 (9:32～10:45)
14日 人魚姫のなみだ
　　 (9:32～10:45)
21日 ゴミラの星
　　 (9:27～)
28日 おもちゃの星のナンダとルンダ10

30
～14日 おしりたんてい(第1期)(10:45～)
21日 映画おしりたんてい 
　　 テントウムシいせきの なぞ
28日 人体のサバイバル！

11 30
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

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  「幻影の覇者 ゾロアーク」
ベストウイッシュ

14日  「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」
21日  「ビクティニと白き英雄 レシラム」
28日  「キュレムＶＳ（たい）
　　  聖剣士 ケルディオ」

2

～

3

映画クレヨンしんちゃん 
  7日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス
14日 伝説を呼ぶ
　　 ブリブリ３分ポッキリ大進撃
21日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
28日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5 30
怪盗ジョーカー

デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

7日 結界師 #40～#52
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

14日 #1～#12
21日 #13～#24
28日 #25～#36

0 こちら葛飾区亀有公園前派出所 セレクション

1

～

2
ヒカルの碁

3 カードキャプターさくら クロウカード編

4 美少女戦士セーラームーンCrystal

5 30

7日～ ポチっと発明 ピカちんキット 
　　  セレクション
7日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし 
　　  セレクション
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