


2019.8 「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

月 5・12・
19・26

6・13・
20・27

7・14・
21・28

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30金木水火

6 30
～29日 スナックワールド   30日～ ガンダムビルドダイバーズ

モンストテレビ

7 30

～1日 ポケットモンスター サイドストーリー　2日 ポケットモンスター セレクション
　　　　　　  5～16日 １話からおさらい けだまのゴンじろー　19日～ 妖怪ウォッチ       28

1・2日 ポケットモンスター セレクション  
5～15日 １話からおさらい 爆丸バトルプラネット　19日～ 妖怪ウォッチ

8
30

㊊～㊍ 1日～ 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！ ㊎  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
　　　　（～8:55）
㊎  ラララ ララちゃん  
　 シーズン４ セレクション
 　（8:55～）

㊊～㊍ 1～15日  
れいぞうこのくにのココモン２
㊊～㊍ 19日～ 　
れいぞうこのくにのココモン３

9 30
㊊～㊍ 1～29日 ABCブロッコリ! 1～30日 

劇場版それいけ！
アンパンマン大集合2019

㊊～㊍ 10:30～
㊎ 9:00～

（詳しくは
下を見てね！） 

㊊～㊍ 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

～

11

30
㊎ 2～30日 ABCブロッコリ!（～11:00）
㊎ 2～23日 ぽけっとあにめプチ! パンパカパンツ ＷおＮＥＷ!
　　　　  （11:00～）
㊎ 30日～  ぽけっとあにめプチ! パンパカパンツ おＮＥＷ!
　　　　　（11:00～）

12 30
12～30日 ふるさと再生 日本の昔ばなし セレクション

12～14日 情報　15日～ ウルトラマンジード

1 30
㊊～㊌ 12日～ ポケットモンスター ＸＹ　㊍㊎15日～ 情報

　　　12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!

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず!

4
～14日 「妖怪ウォッチ」スペシャル（～5:58）

15日 妖怪ウォッチ シャドウサイド セレクション（～5:58）
16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（～5：45）

19日～ それいけ ! アンパンマン

5 　　 　　　19日～ 妖怪ウォッチ 　  　　　　　　　　　　　  　　 58    

6 ポケットモンスター

7
㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

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

1日～
妖怪ウォッチ！ 

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 ～12日 １話からおさらい イナズマイレブン オリオンの刻印　
13～29日 マギ The labyrinth of magic※29日（～8:30）　29日～ マギ The kingdom of magic ※29日（8:30～）

9 銀魂

10 ～9日 弱虫ペダル GLORY LINE　12日～ 幽☆遊☆白書

11 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

0 ～9日 はじめの一歩　12～29日 はじめの一歩 New Challenger ※20日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション　
30日～ はじめの一歩 Rising

1 銀魂

2
～9日 弱虫ペダル GLORY LINE　12日 ＳＫＥＴ  ＤＡＮＣＥ セレクション

13～29日 マギ The labyrinth of magic※29日（～2:30）　
29日～ マギ The kingdom of magic ※29日（2:30～）

3 ～9日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション　12日～ 幽☆遊☆白書

4 30

～15日 ボボボーボ・ボーボボ　
16日～ 異世界居酒屋～古都アイテーリアの居酒屋のぶ～ ※20日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション

情報

5 ポケットモンスター

土 3・10・17・24・31

6 30
爆丸バトルプラネット
デュエル・マスターズ！！

7 30
コロッケ!　　　　  28

3日～ コロッケ！

8 30
パウ・パトロール
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

9

～

10

3～24日  
劇場版それいけ！

アンパンマン大集合2019 
（詳しくは下を見てね！） 

11 30
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

17日　 劇場版「名探偵コナン  14番目の標的
（ターゲット）」4Kデジタルリマスター版

24日　妖怪ウォッチ！ １話からおさらい  
#1～#4 

31日 ファントミラージュ!スペシャル
　　  ・マジマジョ×ファントミ ひみつちょーだい ! スペシャル
　　 ・ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 
　　    ＃1、＃2、＃5、＃13 （～2:30）

2 30

～17日 ポケットモンスター ＸＹ セレクション
24日 ポケットモンスターXY&Z セレクション

モンストテレビ サタデー

3

～3日 爆釣バーハンター※3日（～3:30） 
10日  メイク ア ミラクル! ～ミラクル
　　  ちゅーんず ! ができるまで～（～3:30）
10日～ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！
　　　　※10日（3:30～）  

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！
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 青の祓魔師 京都不浄王篇
8 銀魂

9

～

10

  3日 劇場版 「名探偵コナン 14番目の標的
（ターゲット）」 4Kデジタルリマスター版 

10日 蒼穹のファフナー  
HEAVEN AND EARTH 

17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 

24日 ゲゲゲの鬼太郎 夏休みセレクション 
31日 弱虫ペダル Re:RIDE 

11        

～  

4

 
   3日 はじめの一歩 5週連続一挙放送 #62～#76（～5:40） 
弱虫ペダル1～4期完全走破

10日 弱虫ペダル #1～#12（～4:30）
17日 弱虫ペダル #13～#25
24日 弱虫ペダル #26～#38
31日 弱虫ペダル GRANDE ROAD #1～#12（～4:30）

5  10日～ 銀魂 ※10・31日（4:30～）

～9日
劇場版ポケットモンスター 

20作品一挙放送！
（詳しくは下を見てね！） 

3・10日
劇場版ポケットモンスター 

20作品一挙放送 !  （詳しくは下を見てね！） 

6

デュエル・マスターズ！！
30

～11日 １００％パスカル先生 
セレクション　
18日～ １００％パスカル先生 

45
絶体絶命でんぢゃらすじーさん

7 30
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
妖怪ウォッチ！
ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9

～

10

4～25日  
 劇場版それいけ！
アンパンマン大集合2019

（詳しくは下を見てね！） 
ポチっと発明 ピカちんキット セレクション 
※4日（10:45～）、11日（10:35～）、
　18日（10:25～）、25日（10:20～）

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 18日  劇場版最新作公開記念 ポケットモンスター 
ミュウツーセレクション

25日 「みんなの物語」放送直前スペシャル 
　　　ポケットモンスター サン＆ムーン

2 銀魂
3 弱虫ペダル NEW GENERATION

4 30
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
 4日  Nostalgic Days 700～703話 
　　 一挙放送  （～7:52）

サスケ真伝　来光篇 704～708話  
一挙放送（7:52～10:12）

11日  シカマル秘伝 709～713話 
　　 一挙放送（～8:20）

木ノ葉秘伝 祝言日和 714～720話 
一挙放送（8:20～）

 「鬼灯の冷徹」 OAD 
  4日  #1～#3（10:12～）

  「鬼灯の冷徹」第弐期
 18日　#1～#13  25日　#14～#26  

0
〜
2

銀魂  （～1:30） 
  4日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション
　　  （1:30～2:30）
11日～ 異世界居酒屋～古都アイテーリアの 
　　　居酒屋のぶ～（1:30～2:00）
11日    妖怪ウォッチ ! セレクション（2:00～2:30）
～11日 ボボボーボ・ボーボボ 
　　　   ※4日（2:30～4:00） ※11日（2:30～）
18日～ 青の祓魔師（2:00～）

3 11日     銀魂 セレクション
18日～ 「鬼灯の冷徹」第壱期

ゲゲゲの鬼太郎

日 4・11・18・25

4・11日
劇場版ポケットモンスター 

20作品一挙放送 !  （詳しくは下を見てね！） 

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 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

 1 （木） キラキラ星の涙
 2 （金） ばいきんまんの逆襲
 3 （土） とべ ! とべ ! ちびごん
 4 （日） つみき城のひみつ
 5 （月） 恐竜ノッシーの大冒険
 6 （火） リリカル★マジカルまほうの学校
 7 （水） ゆうれい船をやっつけろ！！
 8 （木） 空とぶ絵本とガラスの靴
 9 （金） 虹のピラミッド
 10 （土） てのひらを太陽に
11 （日） 勇気の花がひらくとき
12 （月） 人魚姫のなみだ

13 （火） ゴミラの星
14 （水） ロールとローラ うきぐも城のひみつ
15 （木） ルビーの願い
16 （金） 夢猫の国のニャニイ
17 （土） ハピーの大冒険
18 （日） いのちの星のドーリィ
19 （月） シャボン玉のプルン
20 （火） 妖精リンリンのひみつ
21 （水） だだんだんとふたごの星
22 （木） ブラックノーズと魔法の歌
23 （金） すくえ！ココリンと奇跡の星
24 （土） よみがえれ バナナ島
25 （日） とばせ！希望のハンカチ
26 （月） りんごぼうやとみんなの願い

27 （火） ミージャと
　　　　魔法のランプ
28 （水） おもちゃの星の
    ナンダとルンダ
29 （木） ブルブルの
　　　　宝探し大冒険！
30 （金） かがやけ！
　　　　クルンと
　　　　いのちの星

劇場版それいけ!アンパンマン

8 /

それいけ！アンパンマン映画 30作品 ぜ〜んぶ放送！ ポケモン映画 毎日放送！
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ひる12:00～

8/1㊍～
   8/11㊐（月）～ （木） ごぜん10:30～

（金）(土）(日） あさ 9:00～

8/1㊍～8/30㊎




