


2019.7 「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】
9日 深夜
1：00 〜7：00

月 1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30

3・10・17・
24・31

4・11・
18・25

5・12・
19・26金木水火

6 30
スナックワールド  ※30日 妖怪ウォッチ セレクション(〜7:00)

モンストテレビ

7 30
　　　　　  〜19日 妖怪ウォッチ　22日〜 ポケットモンスター サイドストーリー 28

〜19日 妖怪ウォッチ  ※10日 モンストテレビ　
22日〜 ポケットモンスター サイドストーリー ※30日 モンストテレビ

8 30
〜19日 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！ 22〜29日 １話からおさらい ひみつ×戦士  

　　　 　ファントミラージュ! (〜9:00)
30・31日 １話からおさらい  
　　　 　パウ・パトロール (〜9:00)

1〜19日 れいぞうこのくにのココモン２

9 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（〜10:25）
ラララ ララちゃん シーズン４ セレクション（10:25〜）10 30

 ABCブロッコリ！ （10日 1話から再放送）

11
〜24日 ぽけっとあにめプチ！パンパカパンツ おNEW！
25日〜 ぽけっとあにめプチ!パンパカパンツ ＷおＮＥＷ!

30
〜19日 それいけ！アンパンマン ※22日〜（〜12:00） 

12 30
〜12日 若おかみは小学生!　15・16日 情報　

17〜19日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

1 30
㊊〜㊌ 〜17日 ポケットモンスター ＸＹ　㊍㊎〜19日 情報

〜19日 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(〜2:55)
本とあそぼう！(2:55〜)

3 30
ABCブロッコリ！ （17日 1話から再放送）

〜4日 1話からおさらい 新幹線変形ロボ シンカリオン　5日〜 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 〜19日 それいけ!アンパンマン

5 　　 〜19日 妖怪ウォッチ
     ※10日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（5:30〜）   58

6 ポケットモンスター ※9日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
〜15日 魔法×戦士 
マジマジョピュアーズ！
22日〜 ひみつ×戦士  
ファントミラージュ!

爆丸バトル
プラネット

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

5日〜 おしえて
魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～

30
モンストテレビ

8 〜3日 イナズマイレブン　
4日 イナズマイレブン リローデッド（〜8:30） 4日〜イナズマイレブン アレスの天秤 ※4日（8:30〜）

9 銀魂  ※9日 弱虫ペダル Re:RIDE（〜10:35）

10
〜4日  弱虫ペダル GRANDE ROAD　

5〜24日 弱虫ペダル NEW GENERATION※24日（〜10:30）  ※9日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（10:35〜）
24日〜 弱虫ペダル GLORY LINE※24日（10:30〜）

11 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

0 はじめの一歩

1 銀魂

2 〜4日 弱虫ペダル GRANDE ROAD　5〜24日   弱虫ペダル NEW GENERATION※24日（〜2:30）
24日〜 弱虫ペダル GLORY LINE※24日（2:30〜）

3
〜10日 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）※10日 （〜3:30）　10日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（3:30〜）

11〜30日 ガサラキ ※30日（〜3:30）  ※29日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（〜4:30）
30日〜 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション ※30日（3:30〜）

4 30
ボボボーボ・ボーボボ

情報

5 ポケットモンスター

7/22（月）～
 劇場版ポケットモンスター 
20作品一挙放送（12:00〜）
(詳しくは下を見てね！) 

夏休み特別編成

 7/22（月）～25（木）
映画 妖怪ウォッチ

7/26（金）～
「妖怪ウォッチ」スペシャル

(詳しくは下を見てね！) 

夏休み特別編成

土 6・13・20・27

6 30
爆丸バトルプラネット

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
パウ・パトロール

30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

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 てのひらを
　　 太陽に（10:00〜） 
13日   人魚姫のなみだ 
20日   ゴミラの星 （9:57〜）
27日   ルビーの願い（9:57〜） 

10

11 15
6日〜 れいぞうこのくにのココモン３セレクション 

ポチっと発明 ピカちんキット

12
〜

1

  6日　 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 !
13日　 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド  
　　  鬼王の復活
20日　 劇場版「名探偵コナン　時計じかけの摩天楼」
　　　　4Kデジタルリマスター版

2 30

〜20日 ポケットモンスターXY&Z
27日〜 ポケットモンスター ＸＹ セレクション

モンストテレビ サタデー

3 爆釣バーハンター  

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

〜6日 妖怪ウォッチ シャドウサイド
13日〜 妖怪ウォッチ！
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
〜20日 青の祓魔師 ※20日（〜7:30）
20日   ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（7:30〜）
27日〜 青の祓魔師 京都不浄王篇

8 銀魂

9

〜

10

  6日 弱虫ペダル Re:ROAD 
13日 劇場版 弱虫ペダル 
20日 劇場版銀魂 新訳紅桜篇 
27日 劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ 

11        

〜  

5

 

はじめの一歩 5週連続一挙放送
   6日　#1～#16 　 13日#17～#31 
20日  #32～#46 　27日 #47～#61 

7/27（土）～
 劇場版ポケットモンスター 
　20作品一挙放送（12:00〜）
　 (詳しくは下を見てね！) 

夏休み特別編成

日 7・14・21・28

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

7 30
7日〜 けだまのゴンじろー
イナズマイレブン オリオンの刻印    58

8 30
7日〜 妖怪ウォッチ！
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
  7日  勇気の花が 

ひらくとき (10:02〜) 
14日  ばいきんまんと 

３ばいパンチ 
21日  ロールとローラ　 

うきぐも城のひみつ 
（9:57〜） 

28日 キラキラ星の涙 

10

11
19

ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～
30

けだまのゴンじろー

12

〜

1

劇場版最新作公開記念　ポケットモンスター
 7日  カスミ＆タケシセレクション  

サイドストーリー  
「ハナダジムのリベンジマッチ ! 」

14日  カスミ＆タケシセレクション  
サイドストーリー 
 「タケシ ! ニビジムをすくえ ! 」

21日  サン＆ムーン カスミ＆タケシセレクション

2 銀魂

3 7日〜 弱虫ペダル NEW GENERATION

4 30

〜7日 妖怪ウォッチ シャドウサイド
14日〜 妖怪ウォッチ！
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

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝
       7日　忍宗の起源 679～689話 一挙放送 　
     14日　ナルトとサスケの章 690～699話 一挙放送 
21日　 劇場版「名探偵コナン　時計じかけの

摩天楼」4Kデジタルリマスター版（〜7:41） 
ゲゲゲの鬼太郎 夏の怪談セレクション（7:41〜）

28日　「鬼灯の冷徹」第壱期 全13話 一挙放送
0
〜
3

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

4
〜 

5
ゲゲゲの鬼太郎

7/28（日）～
 劇場版ポケットモンスター 
　20作品一挙放送（12:00〜）
　 (詳しくは下を見てね！) 

夏休み特別編成

劇場版ポケットモンスター 
ダイヤモンド・パール
8/1（木） ギラティナと氷空（そら）の花束シェイミ
8/2（金） アルセウス 超克(ちょうこく）の時空へ
8/3（土） 幻影の覇者 ゾロアーク
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
8/4（日） ビクティニと黒き英雄 ゼクロム
8/5（月） ビクティニと白き英雄 レシラム
8/6（火） キュレムVS（たい）聖剣士 ケルディオ
8/7（水） 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 
8/8（木） 破壊の繭とディアンシー
8/9（金） 光輪（リング）の超魔神 フーパ
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z
8/10（土） ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ
劇場版ポケットモンスター
8/11（日） ミュウツーの逆襲 完全版

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。

劇場版ポケットモンスター
7/22（月） キミにきめた!  
7/23（火） 幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)
7/24（水） 結晶塔の帝王 エンテイ
7/25（木） セレビィ 時を超えた遭遇（であい）
7/26（金） 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
7/27（土） 七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ  
7/28（日） 裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス  
7/29（月） ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ  
7/30（火） 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
7/31（水） ディアルガＶＳ(たい)パルキアＶＳ (たい)ダークライ

映画 妖怪ウォッチ
7/22（月） 誕生の秘密だニャン！
7/23（火） エンマ大王と5つの物語だニャン！
7/24（水） 空飛ぶクジラとダブル世界の
　　　　  大冒険だニャン！
7/25（木） シャドウサイド 鬼王の復活

「妖怪ウォッチ」スペシャル 14作品
7/26（金）〜

ポケモン映画20作品一挙放送 映画 妖怪ウォッチ ４作品＆
「妖怪ウォッチ」スペシャル 14作品 

ひる12:00～
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夏休み特別編成

7/22㊊
スタート

7/22㊊～8/11㊐

夕方4:00～
7/22㊊～

劇場版ポケットモンスター
7/22（月）
7/23（火）
7/24（水）
7/25（木）
7/26（金）
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
7/27（土）
7/28（日）
7/29（月）
7/30（火）

ポケモン映画20作品一挙放送夏休み特別編成夏休み特別編成夏休み特別編成夏休み特別編成夏休み特別編成夏休み特別編成夏休み特別編成

7/22㊊

 7/22（月）～25（木）
映画 妖怪ウォッチ

劇場版ポケットモンスター 




