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歌とダンスの国・ハルモニア
で、妖精たちが行方不明にな
り会場は大パニック！
しかも、カーニバルをメチャ
メチャにされて怒ったハルモ
ニアの守り神・ドラゴンが暴
れ出してしまう！ハルモニア
の平和と大切なカーニバルを
取り戻すため、総勢40人のプ
リキュアが奇跡をおこす！！ 3/9  ひる12：003/9㊏  ひる12：00

劇場版5作品

1話からおさらい

4月に最新作の
公開を控える
劇場版「名探
偵コナン」。公
開までにこれま
での話題作を
チェックしよう！

魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

爆釣バーハンター （1～12話）

イナズマイレブン 
オリオンの刻印 （1～10話）

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

楽しく新学期を迎えられる、とっておきの作品がいっぱい！

40
人
の
想
い
を
ひ
と
つ
に
！
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3/253/25 月 2929金～～ ひる12：00ひる12：00
TVスペシャル5作品

USAなメリケン妖怪が活躍する
「メリケンスペシャルだミャウ！」
をはじめとした面白エピソードを
大特集！

3/253/25 月 2929金～～ 夕方 4：00夕方 4：00

3/253/25 月 2929金～～ 午前 11：30午前 11：304/14/1月 55 金～～ ひる12：00ひる12：00

4/14/1月 55 金～～ 午前 11：30午前 11：30

ロードショー3 16（土）

セレクション
女の子必見！！

！！

キッズ初放送！

劇場版5作品

劇場版ポケットモンスター「ミュ
ウツーの逆襲」完全版を含む「劇
場版ポケット
モンスター」
シリーズ
5作品を
放送！

4/14/1月 55 金～～ 夕方 4：00夕方 4：00

春休み特別編成
4/5●3/25●～月 金

3
MARCH
2 019



2019.3 「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
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毎週月〜金曜 夜 8:00
朝倉リクは、ウルトラマンベリアルの遺伝子
を受け継ぐ者。謎の秘密基地の報告管理シ
ステム・レムから「ジードライザー」と「ウル
トラカプセル」を与えられたリクは、幼い頃
から憧れていたヒーローになるために、ウ
ルトラマンジードにフュージョンライズする！

BS・CS
初放送

3/26（火）スタート

5・12・
19・26

4・11・
18・25

6・13・
20・27

7・14・
21・28

1・8・
15・22・
29

金木水火月

6 30

トミカハイパーレスキュー　ドライブヘッド～機動救急警察～
※6日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

モンストテレビ
※6日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

7
～18日 妖怪ウォッチ ※6日 モンストテレビ（～7:28） 妖怪ウォッチセレクション（7:30～）　

19～22日 妖怪ウォッチ 3年Ｙ組ニャンパチ先生セレクション
25・26日 妖怪ウォッチ 妖怪むかし話セレクション　27～29日 妖怪ウォッチ もんげー旅セレクション  28

8 30

～1日 トレインズ -TRAINS- 　4～22日  トレインズ -TRAINS-セレクション
25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

～12日 れいぞうこのくにのココモン　13日～ れいぞうこのくにのココモン２（～8:45） ハローココモン（8:45～）

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 
㊊～㊍ ～14日 ラララ ララちゃん シーズン4（10:25～） 18日～ ラララ ララちゃん シーズン４ セレクション（10:25～）

㊎ ララちゃん ステーション！ セレクション（10:25～）
30

～19日 げんきげんき ノンタン セレクション 　20日～ ABCブロッコリ！ 

11
～
12 

30

～19日 ABCブロッコリ !  20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
21日  劇場版「名探偵コナン 業火の向日葵」（～1:00）

22日 ふるさと再生 日本の昔ばなし セレクション 25日～ おじゃる丸 セレクション
それいけ！アンパンマン

春休み特別編成 25～29日〈セレクション〉 
アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ （～12:00）

4月1〜5日〈セレクション〉 
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！ （～12:00）

30
ふるさと再生　日本の昔ばなし

春休み特別編成 〈名探偵コナン 劇場版5作品〉 25～29日
劇場版「名探偵コナン」  

25日 世紀末の魔術師 4Kデジタルリマスター版（12:00～1:45） 　
26日 天国へのカウントダウン 4Kデジタルリマスター版（12:00～1:46） 　
27日 迷宮の十字路（クロスロード）（12:00～1:54） 　
28日 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）（12:00～1:52） 　
29日 11人目のストライカー（12:00～1:56）

〈1話からおさらい〉
4月1〜3日
爆釣バーハンター

（#1～#12）（12:00～2:00）
4月4・5日

イナズマイレブン オリオンの刻印
（#1～#10）（12:00～2:00） 

1 ㊊～㊌　ポケットモンスター ＸＹ ㊍㊎　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 　
※25～29日 本とあそぼう！（2:55～）

3
30

～8日 キッずかん（～3:15）  ハローココモン（3:15～）　
11～18日 ぼくは王さま  

19日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション 20日～ ABCブロッコリ！
　　　　～19日 ABCブロッコリ！　20日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

4

30

それいけ！アンパンマン（～4:25）　本とあそぼう！（4:25～）  
春休み特別編成

25～29日〈妖怪ウォッチ TVスペシャル5作品〉
「妖怪ウォッチ」 

25日 スペシャルだニャン！（～5:55） 　
26日 ニャンだふるだニャン！（～5:58）　
27日 もんげ～！スペシャル（～5:55） 　
28日 ワンだふるズラ！（～5:58）　
29日 メリケンスペシャルだミャウ！（～5:58）

4月1〜5日〈ポケットモンスター 劇場版5作品〉
劇場版「ポケットモンスター」

4月1日 ミュウツーの逆襲 完全版（～5:34）
4月2日 幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)（～5:29）
4月3日 結晶塔の帝王 エンテイ（～5:22）  
4月4日 セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（～5:23）
4月5日 水の都の護神（まもりがみ） 
　　　 ラティアスとラティオス（～5:20）

それいけ ！ アンパンマン

5 ～18日 妖怪ウォッチ ※6日 妖怪ウォッチ セレクション　
　　　　　　　    19～22日 妖怪ウォッチ 3年Ｙ組ニャンパチ先生セレクション　　 　　  58 

6 ～27日 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

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

爆釣
バーハンター

30
モンストテレビ

8 ～25日 ゲゲゲの鬼太郎　26日～ ウルトラマンジード

9 銀魂　※5日 ガンダム00 Festival 10 "Re:vision" 特別版（～10:33）

10 30
～20日 マギ The kingdom of magic　21日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション　 22日～ 

青の祓魔師～4日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）　5日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション（10:33～）
6～21日 異世界居酒屋～古都アイテーリアの居酒屋のぶ～　

11 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ

0 ～26日 ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ‐　27～29日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション

1 銀魂　※5日 劇場版「スラムダンク」（デジタルリマスターＨＤ版）（～1:33）
劇場版「スラムダンク　全国制覇だ！桜木花道」（デジタルリマスターＨＤ版）（1:33～2:21）

2
～4日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）  5日 劇場版「スラムダンク　
湘北最大の危機！燃えろ桜木花道」（デジタルリマスターＨＤ版）（2:21～3:04）　

6～21日 異世界居酒屋～古都アイテーリアの居酒屋のぶ～
22日～ 
青の祓魔師30

～20日  マギ The kingdom of magic　21日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション

3 ～19日 スナックワールド　※5日  劇場版「スラムダンク　吠えろバスケットマン魂！！ 花道と流川の熱き夏」
（デジタルリマスターＨＤ版）（3:04～） 　20日～ ミラクル☆ガールズ＜デジタルリマスターHD版＞

4 ドクタースランプ　※5日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション
30

情報

5 ～26日 それいけ！アンパンマン　※5・27日 それいけ！アンパンマン セレクション
28日～ ポケットモンスター サイドストーリー 

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 2・9・16・23・30

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
コロッケ!　　　　 28

30
ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8
15

きんだーてれび
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
 2日  ロールとローラ　 

 うきぐも城のひみつ（9:56～）
 9日   夢猫の国のニャニイ（9:57～）
16日   いのちの星のドーリィ（9:57～）
23日   妖精リンリンのひみつ（9:57～）
30日   ブラックノーズと魔法の歌（9:57～）

10

11 30
れいぞうこのくにのココモン3 
ポチっと発明 ピカちんキット

12

～
1

  ２日　魔女っこ姉妹のヨヨとネネ 
  ９日　 映画プリキュアオールスターズ  

春のカーニバル♪
16日　「妖怪ウォッチ」フミちゃんスペシャル
23日　「妖怪ウォッチ」フミちゃんスペシャル２
30日　 劇場版 ロックマンエグゼ  

 光と闇の遺産（プログラム）

2 30
ポケットモンスターXY&Z
モンストテレビ サタデー

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
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 復活！　妖怪ウォッチ セレクション

8

～16日 銀魂  ※16日  （～8:30）
※9日 TV初放送！ コードギアス 
　　 反逆のルルーシュⅢ 皇道（～10:27）
23・30日 銀魂 星海坊主篇 ※30日  （～8:30）
16・30日  ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（8:30～）

9

～

10

  2日   劇場版「名探偵コナン　天国へのカウント
ダウン」 4Kデジタルリマスター版 　

16日　 劇場版「名探偵コナン　 
11人目のストライカー」  

23日　 弱虫ペダル Re:RIDE  
30日　 劇場版「名探偵コナン　 

絶海の探偵（プライベート・アイ）」 

11        

～  

4

 

 2日   幽☆遊☆白書 暗黒武術会編 集中放送 
#51～#66 （～5:56）

 9日　 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇  （～0:40） 
劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ

（0:40～2:30） 
銀魂 金魂篇#253～#256（2:30～） 

銀魂 201話4ヶ月連続放送
 16日　#1～#12 　23日　#13～#24  
30日　#25～#36 

5 それいけ！アンパンマン
※30日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション 

日 3・10・17・24・31

6
デュエル・マスターズ！

30 １００％パスカル先生 セレクション　
45 絶体絶命でんぢゃらすじーさん（6:45～）

7 30
スナックワールド
イナズマイレブン オリオンの刻印　 58

8 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド
ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9 それいけ ！アンパンマン
30

劇場版それいけ !
アンパンマン
  3日  ルビーの願い 

（9:57～） 
10日  ハピーの大冒険（9:57～） 
17日  シャボン玉のプルン 

（9:57～） 
24日  だだんだんと 

ふたごの星（9:57～） 
31日  すくえ！ココリンと奇跡の星（9:57～） 

10

11 19
ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～

30
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 
  ３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
10日　七夜（ななよ）の 

願い星 ジラーチ
17日　裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス
24日 　ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ
31日　ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ

2
～17日 銀魂 ※17日（～2:30）
※10日 ボボボーボ・ボーボボ セレクション
24・31日 銀魂 星海坊主篇 ※31日 （～2:30）
17・31日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（2:30～）　

3 ～17日 弱虫ペダル
24日～ 弱虫ペダル GRANDE ROAD

4 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド
イナズマイレブン オリオンの刻印

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオン
デュエル・マスターズ !

6

～

11

  3日 　ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 集中放送 
忍界大戦・うちはオビト#593～#595・
#598～#604（～10:30）　 
コードギアス　亡国のアキト 全5章 
一挙放送 #1～#5（11:00～4:20）

10日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 集中放送 
忍界大戦・うちはオビト#605～#613

（～10:00）　 
テレビスペシャル「ルパン三世　ナポレオン
の辞書を奪え（10:00～）

17日 ダイヤのＡ 集中放送 #64～#75
24日 ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ‐ 集中放送

#1～#12
31日 黒子のバスケ ウインターカップ総集編 

～影と光～（～7:35） ～涙の先へ～（7:35
～9:05） ～扉の向こう～（9:05～）

0

～  

3

銀魂 （～1:24）
∀ガンダム （1:30～2:30）
ボボボーボ・ボーボボ （2:30～）

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
※31日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション


