


18月～22金、25月～29金18月～22金、25月～29金 30土30土 それいけ！アンパンマン大集合2018それいけ！アンパンマン大集合2018
　 劇場版 それいけ！アンパンマン

おむすびまん18月18月

19火19火

20水20水

21木21木

22金22金

午前11：30～午前11：30～

アンパンマンとゆかいな仲間たち

みんな集まれ！アンパンマンワールド

ばいきんまんと３ばいパンチ

アンパンマンとおかしな仲間

コキンちゃんとあおいなみだ

午後4：30～午後4：30～

ホラーマンとホラ・ホラコ

ヒヤ・ヒヤ・ヒヤリコとばぶ・ばぶ・ばいきんまん

ばいきんまん ＶＳ バイキンマン！？

はしれ！わくわくアンパンマングランプリ

やきそばパンマンとブラックサボテンマン25月25月

26火26火

27水27水

28木28木

29金29金

午前11：30～午前11：30～

鉄火のマキちゃんと金のかまめしどん

怪傑ナガネギマンとドレミ姫

つきことしらたま～ときめきダンシング～

くろゆき姫とモテモテばいきんまん

うたって てあそび！アンパンマンともりのたから

午後4：30～午後4：30～

リズムでてあそび　アンパンマンとふしぎなパラソル

みんなでてあそび　アンパンマンといたずらオバケ

たのしくてあそび　ママになったコキンちゃん！？

リズムでうたおう！アンパンマン夏まつり

30土30土 午前9：30～午前9：30～ キラキラ星の涙
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■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。

★＝新登場　 ＝映画・劇場版 　 ＝リマスター版　 ＝二カ国語
＝親子向け　 ＝コロコロアワー（小学生向け）　□＝一挙放送　 ＝傑作選

＝「ホビッチョ！」いま話題のおもちゃ・ゲーム・お菓子・イベントなどなど…イチオシ商品や最新情報を紹介する、キッズ向け情報番組。

火 5・12・
19・26月 4・11・

18・25 水 6・13・
20・27 木 7・14・

21・28 金 1・8・15・
22・29

午前

6 30
リルリルフェアリル～妖精のドア～
～19火 ベイブレードバースト ゴッド

／20水～ スナックワールド

7 妖怪ウォッチ 28 

8 げんきげんき ノンタン
30 れいぞうこのくにのココモン（～19火 シーズン2／20水～ シーズン3）

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 
10:09 ゴーゴー！のりものタウン
10:25 ラララ ララちゃん（～14木 シーズン2／15金～ シーズン3）

30 げんきげんき ノンタン
54 ～21木  アクビガール／マルタの冒険（22金 シーズン1／29金 シーズン2）

11
30 ABCブロッコリ！

それいけ！
アンパンマン

18月～29金 【午前11:30～午後0:05】

それいけ！アンパンマン大集合2018 
午後

0 30（
18月～29金 0:05～） 11:55 ～15金 マルタの冒険
   ～26火 ふたりはプリキュア＜デジタル HD＞

1
月～水 ポケットモンスター サン＆ムーン

木・金   情報
30 妖怪ウォッチ

2 39
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
キッずかん

15 ハローココモン
30 ABCブロッコリ！

4
それいけ！
アンパンマン
（18月～29金 ～4:30）

18月～29金 【午後4:30～5:00】

それいけ！アンパンマン大集合2018 25 本とあそぼう！

5 妖怪ウォッチ 58 

6 ポケットモンスターＸＹ

7
アイドル×戦士
ミラクル
ちゅーんず !

　～12火   ベイブレード
 バースト ゴッド ポケット

モンスター
サン＆ムーン

妖怪
ウォッチ 銀魂

／19火～   ★ベイブレード
 　バースト 超ゼツ

30
～19火 イナズマイレブン

8  ／20水～ ボボボーボ・ボーボボ30
スナックワールド

9 銀魂

10
SKET DANCE

30 ～25月 はじめの一歩
／26火～ 弱虫ペダル　　

11 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

午前

0
12火～ ★∀ガンダム 2話

#1～28
～11月 タイムボカンシリーズ

イタダキマン #7～20

1 銀魂

2
～25月 はじめの一歩

／26火～ 弱虫ペダル   　
30 SKET DANCE

3
～5火  ふたりはプリキュア<デジタル HD>

／ 6水～  おジャ魔女どれみドッカ～ン！<デジタル HD>
30 情報

4 スナックワールド
30 ふるさと再生　日本の昔ばなし

5 それいけ！アンパンマン

下をみてね！

下をみてね！

オ ス ス メ ！

土 2・9・16・23・30

午前

6

～16土 ベイブレードバースト ゴッド
／ 23土～ ★ベイブレードバースト 超ゼツ

30 デュエル・マスターズ！

7
【土 午前7:00～】

2土～  ★コロッケ！ 28
30 ロックマン エグゼ

8 きんだーてれび 15 ココモン2
30 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

9
 ～

10

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
  劇場版それいけ！アンパンマン
2土 すくえ！ココリンと奇跡の星 
9土 とばせ！希望のハンカチ 
16土 ミージャと魔法のランプ 
23土 みなみの海をすくえ！
30土 それいけ！アンパンマン大集合2018
10:53 マルタ（～23土 シーズン1／30土～ シーズン2）

 11 ～23土 れいぞうこのくにのココモン／30土～ ココモン2
30 ポチっと発明 ピカちんキット

午後

0
～

1

キッズ・ホリデースペシャル 

2土 劇場版「  名探偵コナン　
純黒の悪夢（ナイトメア）」

9土   映画プリキュアオールスターズ
 　　NewStage3 永遠のともだち

16土 月イチ スナックワールド
「グレート飛空艇 後編＋スカードン戦」

23土 劇場版「  名探偵コナン　
純黒の悪夢（ナイトメア）」

30土   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！

2 ポケットモンスター ＸＹ

3 ドクタースランプ

4 新幹線変形ロボ シンカリオン
30 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 ボボボーボ・ボーボボ

8 銀魂

9
 ～

10

ルパン三世　TVスペシャル
2土 ナポレオンの辞書を奪え
9土 ロシアより愛をこめて

16土 劇場版「  名探偵コナン　
純黒の悪夢（ナイトメア）」

23土   劇場版 機動戦士ガンダム00　
 -A wakening of the Trailblazer-

30土 ★ガンダム00 Festival 10
　“Re:vision” 特別版

11

～

午前

4

土曜徹夜しナイト 【土 午後11:00～】

2土・9土・16土  12話

銀魂 ギャグ集中放送
※詳しくは公式WEBへ！
   キャンペーンも開催！

23土 月刊少女野崎くん 一挙放送 #1～12 全12話

30土 ご注文はうさぎですか？ 一挙放送 #1～12 全12話

5 それいけ！アンパンマン

オ　ス　ス　メ　！

オ　ス　ス　メ　！

オ　ス　ス　メ　！

日 3・10・17・24

午前

6

デュエル・マスターズ！
30 １００％
パスカル先生

45 絶体絶命
でんぢゃらすじーさん

7 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　

 サン＆ムーン　 58

9
 ～

11

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
  劇場版それいけ！アンパンマン
3日 よみがえれ バナナ島 
10日 りんごぼうやと みんなの願い 
17日 おもちゃの星のナンダとルンダ
24日 消えたジャムおじさん

11:19 ボノロン 
30 キッずかん 45 きんだーてれび

午後

0

～

1

ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル
  劇場版ポケットモンスター 
 ダイヤモンド&パール

3日 ディアルガＶＳパルキアＶＳ
ダークライ

10日 ギラティナと
氷空の花束 シェイミ

17日 アルセウス 
超克の時空へ

24日 幻影の覇者 ゾロアーク

2 銀魂

3 ゲゲゲの鬼太郎

4 妖怪ウォッチ

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
 ～
8

【日 午後6：00～】
3日 妖怪ウォッチ
6:00～ ニャンだふるだニャン！
8:00～ ワンだふるズラ！
10:00～ SKET DANCE

※「アレスの天秤」放送決定！
イナズマイレブン 集中放送 6話

10日 #1～6
17日 #7～12
24日 #13～18

9
 ～

10

【日 午後9：00～】

ルパン三世　TVスペシャル

10日 ルパン暗殺指令
17日 燃えよ斬鉄剣
24日 ハリマオの財宝を追え！！

11 10日～ 怪盗ジョーカー

午前

0 銀魂

1 30
機動武闘伝Ｇガンダム 2話

#11～182 30
伝説巨神イデオン 3話

#28～393
4 ふるさと再生　日本の昔ばなし

5 それいけ！アンパンマン

！

オ　ス　ス　メ　！


