


2019.1 「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

【放送休止時間】
23日 深夜1：00～
24日 あさ7：00

8・15・
22・29

7・14・
21・28

9・16・
23・30

10・17・
24・31

11・18・
25金月 木水火

6 30
ポケットモンスターXY&Z 

モンストテレビ（21日 1話から再放送）
※24日 （7:00～7:28）

7 30
 妖怪ウォッチ　　 　       28

妖怪ウォッチ ※24日 妖怪ウォッチ セレクション

8 30
トレインズ -TRAINS-  

～16日 れいぞうこのくにのココモン　
17日～ れいぞうこのくにのココモン２

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 
㊊～㊍ ラララ ララちゃん シーズン4
（10:25～ 14日１話から再放送）　

㊎ ララちゃん ステーション !（10:25～）
30

げんきげんき ノンタン（28日 1話から再放送）  
※14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（～12:15）

11
〜
12

30
ABCブロッコリ！（23日 1話から再放送）

それいけ ! アンパンマン ※14日 映画 妖怪ウォッチ 
シャドウサイド 鬼王の復活（12:15～1:55）  

30
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～）

ABCブロッコリ！（23日 1話から再放送）

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 ※24日 妖怪ウォッチ セレクション  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

11日～ 
爆釣バー
ハンター

30
モンストテレビ（21日 1話から再放送） 

8 ～14日 イナズマイレブン アレスの天秤
15日～ ゲゲゲの鬼太郎

9
銀魂（22日 1話から再放送） 

※21日 ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ セレクション（9:30～）
※23日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション

10
～7日 ばらかもん　

8日～マギ The labyrinth of magic
※23日 ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ セレクション（～11:00）30
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

11 幽☆遊☆白書
0 ダイヤのＡ

1 銀魂（22日 1話から再放送） ※21日 ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ 
セレクション（1:30～）

2 30
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

～7日 ばらかもん　
8日～ マギ The labyrinth of magic

3 リルリルフェアリル～妖精のドア～

4
7日～ ドクタースランプ 

※15日 ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ セレクション
30

情報 ※23日 放送休止

5 それいけ! アンパンマン
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。

土 5・12・19・26

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 30
コロッケ ! 　　     28

ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8

きんだーてれび
15
～5日 おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～
12日～ 若おかみは小学生！

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
  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　ばいきんまんの逆襲
19日　つみき城のひみつ
26日　おむすびまん

10

11
5日～ れいぞうこのくにのココモン３ 

30
ポチっと発明 ピカちんキット

12

～
1

  5日　ポケットモンスターTVスペシャル
「ミュウツー! 我ハココニ在リ」
（～1:10）
戦慄のミラージュポケモン
（1:10～）  

12日   劇場版 ロックマンエグゼ 
光と闇の遺産（プログラム）

19日   劇場版 イナズマイレブン 
最強軍団オーガ襲来

26日   劇場版 イナズマイレブンGO 
究極の絆 グリフォン

2 30
ポケットモンスターXY&Z
モンストテレビ サタデー
（12日 1話から再放送）

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
～19日 イナズマイレブン アレスの天秤
26日～ イナズマイレブン 　
　　　オリオンの刻印　　　　58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン  58

7 ～19日 ボボボーボ・ボーボボ
26日 ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ セレクション

8
銀魂
※26日 TV初放送！ コードギアス 
反逆のルルーシュⅠ 興道（～10:22）

9

～

10

  5日 弱虫ペダル Re:RIDE
12日 弱虫ペダル Re:ROAD
19日 劇場版 弱虫ペダル

11 

～  

4

 5日　うどんの国の金色毛鞠 一挙放送 
#1～#12

12日　ばらかもん 一挙放送 
　　  #1～#12
∀ガンダム 全話放送 
19日　#1～#12
26日　#13～#24

5 それいけ! アンパンマン

日 6・13・20・27

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）
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
～13日 イナズマイレブン アレスの天秤
20日～ イナズマイレブン 　
　　　オリオンの刻印　　　　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
 劇場版それいけ !
アンパンマン
   6日　キラキラ星
　　  の涙
13日　とべ！とべ！ちびごん

（10:29～）
20日　恐竜ノッシーの大冒険
27日　リリカルマジカルまほうの学校

（10:06～）

10

11
19
ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～

30
 6日～ おしえて魔法のペンデュラム 
　   ～リルリルフェアリル～

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
  6日　ポケモン・ザ・ムービーＸＹ
「破壊の繭とディアンシー」
13日　ポケモン・ザ・ムービーＸＹ
「光輪（リング）の超魔神 フーパ」

20日　ポケモン・ザ・ムービーXY&Z
「ボルケニオンと機巧（からくり）の
マギアナ」

27日　「キミにきめた！」

2 銀魂　※27日 銀魂 セレクション

3 弱虫ペダル

4
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
～20日　イナズマイレブン アレスの天秤
27日～　イナズマイレブン オリオンの刻印

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

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 集中放送
忍界大戦・サスケとイタチ
  6日　#541～#554
13日　#555～#568　
ガンダムビルドダイバーズ 全話放送
20日　#1～#13 （～11:55）　
27日　#14～#25 （～11:39）　

0

～

3

銀魂 (～1:30)
～20日 ガサラキ (1:30～2:30) 

※20日 ボボボーボ・ボーボボ 
セレクション(2:00～2:30)

27日～ ∀ガンダム (1:30～2:30)
機動新世紀ガンダムＸ(2:30～4:00)

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

火 1・水 2・木 3・金 4
年 始 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 30
モンストテレビ　　　　　　　　     28
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
1・2日 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
劇場版 それいけ！アンパンマン

3日 妖精リンリンのひみつ
4日 ロールとローラ　うきぐも城のひみつ

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 

１日　ダイヤモンド・パール 
「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」

２日　ベストウイッシュ 
「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」

３日　ベストウイッシュ 
「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」

４日　ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
「光輪（リング）の超魔神 フーパ」

1

～

2

名探偵コナン 劇場版5作品
劇場版 名探偵コナン　

１日　世紀末の魔術師  4Kデジタルリマスター版 
２日　銀翼の奇術師（マジシャン） 
３日　天空の難破船（ロスト・シップ） 
４日　業火の向日葵

3
〜
4

妖怪ウォッチ 劇場版
映画 妖怪ウォッチ 

1日  シャドウサイド 鬼王の復活
イナズマイレブン
２日  劇場版イナズマイレブン　
　　最強軍団オーガ襲来 
３日  劇場版イナズマイレブンGO 
　　究極の絆 グリフォン 
４日 オリオンの刻印 先行放送　#1～#4 

5 30
モンストテレビ　　　  　　　　　　 28
 ガンダムビルドダイバーズ セレクション

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 

１日　ダイヤモンド・パール 「幻影の覇者 ゾロアーク」
２日　ベストウイッシュ 
「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケルディオ」

３日　 ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
「破壊の繭とディアンシー」

４日　ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
「ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ」

8
〜
9

名探偵コナン 劇場版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　世紀末の魔術師  4Kデジタルリマスター版 
３日　 業火の向日葵
４日　沈黙の15分（クォーター） 

10
〜
3

１日　 銀魂 銀ノ魂篇 全話放送 #342～#353 
２日　 銀魂 銀ノ魂篇 全話放送 #354～#367
3日　「鬼灯の冷徹」第壱期 一挙放送  #1～#13 
4日　黒子のバスケ ウインターカップ総集編 

～影と光～ （～11:33） ～涙の先へ～ （11:33～1：04） 
～扉の向こう～ （1:04～2：35） 

4

～

6

テレビスペシャル「ルパン三世」
１日　ワルサーP38 
２日　炎の記憶～Tokyo Crisis～ 
３日　 愛のダ・カーポ

～FUJIKO'S Unlucky Days～ 
４日　1＄マネーウォーズ 

毎週日曜 あさ６時

コロコロの大人気アニメが一気に見れる夢のような3時間！
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1/20㊐スタート！
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