


2020.3 「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

3・10・
17・24・
31

2・9・
16・23・
30

4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27金木水火月

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。

6 30

～3日 ポチっと発明 ピカちんキット １話からおさらい
4～24日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション 25日～ れいぞうこのくにのココモン２

ポケットモンスター サン＆ムーン
※5・10日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション（～7:00）  おじゃる丸 セレクション（7:00～）　 287 30

妖怪ウォッチ

8 30
～4日 おしえて魔法のペンデュラム ～リルリルフェアリル～　5日～ 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ ！ セレクション

～24日 れいぞうこのくにのココモン２ 　
25日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション

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） 

トレインズ -TRAINS- セレクション（10:25～）10 30
ABCブロッコリ ！ セレクション

11 30

～9日 ぽけっとあにめプチ ！ ボノロン　～不思議な森のいいつたえ～
10日～ ぽけっとあにめプチ ！ パンパカパンツ　おNEW ！

それいけ！アンパンマン
春休み特別編成 25～31日

25日 映画プリキュアオールスターズ　 
　　 みんなで歌う♪ 奇跡の魔法 ！（～1:00）　
26日 映画ＨＵＧっと ！ プリキュア・ふたりはプリキュア　 
   　 オールスターズメモリーズ（～1:00）
27日 劇場版「どうぶつの森」（～1:00）　

劇場版それいけ ！ アンパンマン（～1:00）　
30日 りんごぼうやとみんなの願い（11:57～） 　
31日 ミージャと魔法のランプ（11:57～） 　　

4月1～3日
 劇場版それいけ ！ アンパンマン
1日 おもちゃの星の
　　ナンダとルンダ（～12:55）
2日 ブルブルの宝探し
　　大冒険！（～12:50）
3日 かがやけ ！ クルンと
　　いのちの星（～12:55）

12

30
2～24日 ふるさと再生　日本の昔ばなし

1
㊊～㊌　～18日 ポケットモンスターXY&Z　23～24日 情報　　㊍㊎　情報

春休み特別編成 25～31日 4月1～3日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ ！ サライセレクション
30

～12日 おじゃる丸　13日～ パウ・パトロール

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 ！

2日～ 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ ！

4

それいけ！アンパンマン ※20日 劇場版「どうぶつの森」（～5:50）
春休み特別編成  25～31日
劇場版ポケットモンスター　
25日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」（～5:25） 　
26日 キミにきめた ！（～6:00）　27日 みんなの物語（～6:00）

30日  ゲゲゲの鬼太郎（2007年映画）（～5:55）　
31日 ゲゲゲの鬼太郎　千年呪い歌（～6:00）

4月1～3日
1日 映画 怪物くん（～5:55）
2日 怪盗グルーの月泥棒 
　　（～5:55）
3日 怪盗グルーのミニオン 
　　危機一発（～6:00）

5 ポケットモンスター XY ※4・9日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
　　　　  ※30日 お茶犬～緑（リョク）っとものがたり～ セレクション（5:55～）　  ～24日 58 

6 　　　　　　　　　　　 　 妖怪ウォッチ ※25～31日（～6:58）　　　　　　　    25日～ 58 

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 妖怪ウォッチ ! 6日～ まじめにふまじめ　 

かいけつゾロリ セレクション
30

ソニックＸ ※4・9日 ポケットモンスター セレクション（～9:00）
※30日 ファントミラージュショー ～みんなでファンファンしよう♪～

8

～12日 イナズマイレブン アレスの天秤 ※12日（～8:30） 
12日～ イナズマイレブン オリオンの刻印 ※12日（8:30～） ※20日 映画 怪物くん（～9:55）
春休み特別編成 25～31日
劇場版「名探偵コナン」（～10:00）

25日 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）
26日 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）
27日 戦慄の楽譜（フルスコア）
30日 天国へのカウントダウン 4Kデジタルリマスター版
31日 漆黒の追跡者（チェイサー）

4月1～3日
1日 劇場版「名探偵コナン　 
　　　ゼロの執行人」（～10:00）
2日 くもりときどきミートボール 
　　（～9:50）
3日 くもりときどきミートボール２
　　　フード・アニマル誕生の秘密（～9:55）

9 ～13日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・彼方からの攻撃者 ※13日（～9:30）
13日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・サスケとイタチ ※13日（9:30～） ※4・9日 銀魂 セレクション（～11:00）

10

～12日 バクマン。3rd Series ※12日（～10:30）  12日 銀魂 セレクション（10:30～）
13日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※20日 映画 妖怪人間ベム（～0:08）

春休み特別編成  25～31日
25日 ゲゲゲの鬼太郎（2007年映画）（～11:55）　
26日 ゲゲゲの鬼太郎　千年呪い歌（～0:00）
27日 ブレイブストーリー（～0:00）
30日 西遊記 ヒーロー・イズ・バック（～11:50）　
31日 映画 怪物くん（～11:55）

4月1～3日
1日 怪盗グルーの月泥棒（～11:55）
2日 怪盗グルーのミニオン
　　危機一発（～0:00）
3日 映画 妖怪人間ベム（～0:25）

11 2日～ 幽☆遊☆白書

0

銀魂 セレクション ※20日（0:08～）
春休み特別編成  25～31日

銀魂 銀ノ魂篇 （～4:00）
25日 #342～#350　26日 #351～#359
27日 #360～#367

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 （～4:00）
自来也忍法帳～ナルト豪傑物語～ 
30日 #652～#661   31日 #662～#670

4月1～3日
ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 （～4:00）

1日 イタチ真伝篇～光と闇～ #671～#678
2日 忍宗の起源　～二つの魂インドラ・アシュラ～ #679～#686
3日 忍宗の起源　～二つの魂インドラ・アシュラ～  
　  #687～#689（0:30～）

　　  Nostalgic Days #700～#703

1
～13日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・彼方からの攻撃者 ※13日（～1:30）

13日～ ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 忍界大戦・サスケとイタチ ※13日（1:30～）
※4日 スチュアート・リトル（～2:35） ※9・20日 「鬼灯の冷徹」第弐期 セレクション ※9日（～2:30） 

2
～12日 イナズマイレブン アレスの天秤 ※12日（～2:30）  12日～ イナズマイレブン オリオンの刻印 ※12日（2:30～）
※4日 スチュアート・リトル２（2：35～4:00） ※9日 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 力‐Chikara‐（2:30～5:30）  

※20日 映画 怪物くん（～3:55）

3 ～12日 バクマン。3rd Series ※12日（～3:30）  12日 銀魂 セレクション（3:30～）
13日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

4 30

ソニックＸ ※4日 スチュアート・リトル３　森の仲間と大冒険（～5:25） 
※30日 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ セレクション

ポケットモンスター ＸＹ ※20・25日～ 妖怪ウォッチ セレクション
5 30

情報

土 7・14・21・28

6 30
爆丸バトルプラネット

デュエル・マスターズ ！ ！

7
30

7日 メイク ア ミラクル ！ 
　  ～ミラクルちゅーんず ！ ができるまで～
14日～ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ 28

ゾイドワイルド ZERO

8 30
パウ・パトロール

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  
   7日 妖精リンリンの
　　  ひみつ（9:58～）
14日 ブラックノーズと魔法の歌 （9:58～）
21日 よみがえれバナナ島（9:59～）
28日 りんごぼうやとみんなの願い（9:59～）

10

11 30
ポチっと発明 ピカちんキット

12

～

1

  7日 映画プリキュアオールスターズ　
 みんなで歌う♪奇跡の魔法！
14日 映画ＨＵＧっと ！ プリキュア♡ 
 ふたりはプリキュア　 
 オールスターズメモリーズ
21日 劇場版「どうぶつの森」
28日 ファントミラージュショー  
 ～みんなでファンファンしよう♪～ 
 スペシャル

2 ポケットモンスター

3 30

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

7日 メイク ア ミラクル ！ 
　  ～ミラクルちゅーんず ！ ができるまで～
14日～ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

4 30
爆釣バーハンター

デュエル・マスターズ ！ ！

5
～28日 妖怪ウォッチ！※28日（～5:30）
28日 ポチっと発明 ピカちんキット  
　　 セレクション（5:30～）　  　　　  　　 58 　

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　   58

7 バクマン。1st Series

8 銀魂
※14日 映画 妖怪人間ベム（～10:25）

9

～

10

  7日 映画 怪物くん  
21日 ブレイブストーリー
28日 劇場版「名探偵コナン　 
 　　紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）」

11 

～  

4

マギTVシリーズ1・2期一挙放送
マギ The labyrinth of magic  

　　7日 #13～#25
マギ The kingdom of magic 
　14日 #1～#13
　21日 #14～#25（～4:30） 

新幹線変形ロボ シンカリオン  
65話から最終話まで一挙放送  
　　28日 #65～#76

5 銀魂 セレクション※21日 （4:30～5:30）
21日 ポケットモンスター セレクション（5:30～）

日 1・8・15・22・29

6

デュエル・マスターズ！！
30

１００％パスカル先生
（1日 1話から放送）

45
絶体絶命でんぢゃらすじーさん

7
けだまのゴンじろー

30
ポケットモンスター セレクション　   58

8
～22日 妖怪ウォッチ！
29日 妖怪ウォッチ セレクション

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  
  1日 シャボン玉の 
 プルン（9:58～）
  8日 だだんだんとふたごの星（9:58～）
15日 すくえ ！ ココリンと 
 奇跡の星（9:58～）
22日 とばせ ！  
 希望のハンカチ
 （9:59～）
29日 ミージャと魔法の 
 ランプ（9:59～）

10

11 30
けだまのゴンじろー

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
1日 「ミュウツーの逆襲」完全版 
8日 「幻のポケモン 
 ルギア爆誕（ばくたん）」 

15日 「結晶塔の帝王 
 エンテイ」 
22日 「セレビィ 時を超えた
 遭遇（であい）」 
29日 「水の都の護神（まもりがみ） 
 ラティアスとラティオス」 

2
～

3

  1日  怪盗グルーのミニオン危機一発
  8日 映画 怪物くん 
15日  妖怪人間ベム （～4:08）
22日 劇場版「名探偵コナン　 

探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）」
29日 劇場版「名探偵コナン　 

戦慄の楽譜（フルスコア）」

4 ～29日 妖怪ウォッチ ！ ※15日（4:08～）※29日（～4:30）
29日 ポケットモンスター セレクション（4:30～）

5 30
爆釣バーハンター
デュエル・マスターズ ！ ！

6

～

11

弱虫ペダルTVシリーズ1～4期完全走破 
　弱虫ペダル GRANDE ROAD
　　1日 #1～#12
　　8日 #13～#24
　弱虫ペダル NEW GENERATION
　　15日 #1～#12
　　22日 #13～#25
　弱虫ペダル GLORY LINE
　　29日 #1～#12

0 銀魂 セレクション

1 マギ The kingdom of magic

2 ∀ガンダム

3
30

けだまのゴンじろー セレクション
※22日 スチュアート・リトル（～4:35）
※29日 スチュアート・リトル３　
　　　森の仲間と大冒険（～4:25）

爆釣バーハンター セレクション

4

～

5

～15日 銀魂 銀ノ魂篇 ※15日（～5:00）
15日～ １００％パスカル先生 セレクション（5:00～5:15）
　　　絶体絶命でんぢゃらすじーさん  
　　　セレクション（5:15～5:30）
　　　けだまのゴンじろー セレクション（5:30～）
※22日 スチュアート・リトル２（4:35～） 
29日～ 妖怪ウォッチ セレクション（4:30～5:00）
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