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詳しい
番組情報は
こちら！

なぞときゲームに参加して
豪華プレゼントを当てよう！

おしりたんていの
キャンペーン第2弾

3/12（土）～ 4/5（火）3/22（火）～ 4/5（火）
月～土曜 あさ 7:00

一挙放送

テレビシリーズも春休み特別編成で一挙放送!!

『映画おしりたんてい』の3作品とＴＶアニメシリーズ第1期・第2期の一挙放送が決定！

2021年に上映された劇場版第3弾『映画おしりたんてい スフーレ島のひみつ』はテレビ初放送！

3/12㊏3/12㊏ 3/21㊊3/21㊊

春休み
特別編成

ひる 12:00
ひる 12:40
ごご 1:30

あさ 7:00
あさ 7:35
あさ 8:20

映画おしりたんていカレーなる じけん

映画おしりたんていテントウムシいせきの なぞ

映画おしりたんていスフーレ島のひみつ

第1作映画

第2作映画

第3作映画 テレビ
初放送

第1期・第2期

最新映画情報

 シリアーティ

映画
おしりたんてい

3/18（金）3/18（金）
全国ロードショー全国ロードショー

3
MARCH
2 022

新作映
画公開記念 



1・8・15・
22・29

7・14・
21・28

2・9・16・
23・30

3・10・17・
24・31

4・11・
18・25金木水火月

6 30

～16日 れいぞうこのくにのココモン  ※2日 パウ・パトロール セレクション
17日～ ♦れいぞうこのくにのココモン２

～8日 妖怪ウォッチ！ セレクション  9日～ きんだーてれび

7
30

～10日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
11～18日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
～18日 スター☆トゥインクルプリキュア 

※9～18日(～9:00)
8 30

～8日 きんだーてれび   

9
30

それいけ！アンパンマン
子育てTV ハピクラ 
※2・4・8・10・28・30日 ハピクラタイム 
Olá !  マウリシオ TV

10
15

ゴーゴー！のりものタウン 

45

～3日 パウ・パトロール セレクション  
4日～ ♦はなかっぱ第1期
1日～ ♦おじゃる丸

11
30

～1日 おしりたんてい(第1期)  
2～18日 ♦おしりたんてい(第2期)  
21～23日 情報
24日 劇場版「それいけ！アンパンマン　

鉄火のマキちゃんと金のかまめしどん」
それいけ！アンパンマン

12
30

～24日 妖怪ウォッチ！ 
※10・11・17・18日 情報 

1 30

～2日 パウ・パトロール
3～24日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
～1日 ABCブロッコリ！  2日 情報  
3日～ ♦はなかっぱ第1期

2
30

子育てTV ハピクラ 
※1・3・7・9・11・29・31日 ハピクラタイム Olá ! マウリシオ TV

それいけ！アンパンマン

3 30

～10日 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！  
11日～ ♦アニメ ボス・ベイビー

～24日 ハクション大魔王２０２０  

4 妖怪ウォッチ ※24日(～6:00)

5 1日～ ♦怪盗ジョーカー

6 ドラゴンボール超

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ マジカパーティ デュエル・マスターズ 

キング！
ポケットモンスター

（2019年） 妖怪ウォッチ♪

～21日 SDガンダムワールド ヒーローズ
※1日 ポケットモンスター サイドストーリー 「ポケモン研究者シゲルと復活のプテラ」

22日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ

8 あひるの空
※1日 ルパン三世 PART4 セレクション(～10:00)

9 ～16日 弱虫ペダル GRANDE ROAD  
17・18日 ルパン三世 PART4 セレクション

10 ～18日 銀魂 セレクション

11 ～4日 ルパン三世 PART4 ※1日 妖怪ウォッチ セレクション
7日～ ♦天使な小生意気

0 ドラゴンボール超 
※25日～ ♦SDガンダムワールド ヒーローズ (～1:30)

1
あひるの空 
※1日 ルパン三世 PART4 セレクション(～3:00) 
※25日～ 銀魂 セレクション(1:30～4:00)

2
～16日 弱虫ペダル GRANDE ROAD　
ルパン三世

17～21日 PART4 セレクション　22日 イタリアン・ゲーム (～3:40) 　
23日 グッバイ・パートナー (～3:40) 　24日 プリズン・オブ・ザ・パスト(～3:40)

3 ～21日 銀魂 セレクション

4
30

～21日 SDガンダムワールド ヒーローズ ※1日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
22日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ

～4日 ルパン三世 PART4 ※1日 妖怪ウォッチ セレクション  7日～ ♦天使な小生意気
5 30

情報

「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。

 初放送 / オススメ 
 ♦ =1 話スタート
映画・劇場版

映画おしりたんてい
21日 カレーなる じけん（～7:35）

テントウムシいせきの なぞ（7:35～8:20）
スフーレ島のひみつ（8:20～9:00）

22～29日 ♦おしりたんてい(第1期)  
※29日（～7:25）

29日～ ♦おしりたんてい(第2期)  
※29日（7:25～）

22日 映画「パウ・パトロール 
カーレース大作戦 GO！ GO！」

25日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（～8:15）
25日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) 　

※25日（8:15～）

25日 おまえうまそうだな（～11:35） 
あなたをずっとあいしてる（12:00～） 

映画クレヨンしんちゃん
28日 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁（～12:00）

嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦（12:00～）
29日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス（～12:00）

バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！（12:00～）
30日 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん（～12:00）

伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃（12:00～）
31日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！（～12:00） 

嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！（12:00～） 

7：00〜

8：00〜

10：00〜

春休み特別編成春休み特別編成

25日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（～8:15）
25日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)  ※25日（8:15～）

21日 おまえうまそうだな（～10:35）
ルパン三世

22日 イタリアン・ゲーム 
23日 グッバイ・パートナー 
24日 プリズン・オブ・ザ・パスト 
劇場版ポケットモンスター
25日 「ミュウツーの逆襲」完全版 
28日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」 
29日 「結晶塔の帝王 エンテイ」 
30日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」 
31日 「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」 

8：00〜

9：00〜

春休み特別編成春休み特別編成

劇場版「名探偵コナン」
25日 時計じかけの摩天楼 4Kデジタルリマスター版 
28日 瞳の中の暗殺者 4Kデジタルリマスター版
29日 迷宮の十字路（クロスロード）
30日 漆黒の追跡者（チェイサー）
31日 純黒の悪夢（ナイトメア）

25日～ ♦まじっく快斗1412 

3：00〜

5：00〜

春休み特別編成春休み特別編成

土 5・12・19・26

6
30

～26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

はなかっぱ第1期 セレクション
※26日～ (6:45～)
26日～ ♦アストロロロジー 

〜おかしな12星座うらない〜
(～6:45)

7 30

ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION 
TIGA

ミュークルドリーミー 
みっくす！

8 30
パウ・パトロール

ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9 それいけ！
アンパンマン

10
30

子育てTV ハピクラ
※5日 ハピクラタイム Olá マウリシオ TV

11

～19日 スター☆トゥインクルプリキュア
26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
30

ワッチャプリマジ！

12

～

1

映画クレヨンしんちゃん
  5日 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス
19日 バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル！！
26日 ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん
映画おしりたんてい 
12日 カレーなる じけん (～12:40)

テントウムシいせきの なぞ (12:40～1:30)
スフーレ島のひみつ (1:30～2:30)

2
30

アニメ ボス・ベイビー
5日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
12日～ ♦おしりたんてい(第1期)

※19日～ (～3:25)

3 5・12日 はなかっぱ第1期 セレクション
30

ドラゴンボール超
4 30

デュエル・マスターズ キング！

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　　　　 

6 30
マジカパーティ
ポケットモンスター（2019年）　　　　

7 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

5日 劇場版「名探偵コナン　
迷宮の十字路（クロスロード）」

12日 銀魂 芙蓉篇
銀魂 柳生篇

19日 #76～#78
26日 #79～#81

11

～

4

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

  5日 #27～#38
12日 #39～#50
19日 #51～#64(～6:00)

26日 ♦スラムダンク 
（デジタルリマスターＨＤ版）
#1～#12 

5 銀魂 セレクション

26日 おしりたんてい
(第1期)

7：00〜
春休み特別編成春休み特別編成

日 6・13・20・27

6

～27日 ポチっと発明 
ピカちんキット 
セレクション

30
ベイブレードバースト スパーキング

7

デュエル・マスターズ キング！
30

～13日 ポケットモンスター 
サイドストーリー

20・27日 ポケットモンスター 
サン＆ムーン セレクション  

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター（2019年）    　　

9
劇場版それいけ！

アンパンマン
  6日 ブラックノーズと

魔法の歌 (9:30～)
13日 すくえ！ココリンと奇跡の星 (9:28～)
20日 よみがえれバナナ島 (9:28～)
27日 とばせ！希望のハンカチ (9:30～)

10 30
アニメ ボス・ベイビー
※13日 ポチっと発明 ピカちんキット 

セレクション

11 6日～ ♦おしりたんてい(第1期)

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
  6日  「ミュウツーの逆襲」完全版 
13日  「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
20日  「結晶塔の帝王 エンテイ」
27日  「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」

2

～
3

劇場版 「名探偵コナン」 
  6日 迷宮の十字路（クロスロード）
13日 から紅の恋歌（ラブレター）
20日 漆黒の追跡者（チェイサー）
27日 瞳の中の暗殺者 

4Kデジタルリマスター版

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン
※13日～ (～5:30)

5 30
～6日 怪盗ジョーカー

デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

♦結界師
  6日 #1～#13
13日 #14～#26
20日 #27～#39
27日 #40～#52

0 銀魂 セレクション

1

～

2
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

3

～

4

～27日 カードキャプターさくら 
クリアカード編 ※27日(～4:00)

27日 ルパン三世 PART4 セレクション
(4:00～)

5 銀魂 セレクション

 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。
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詳しい
番組情報は
こちら！

2020年12月に公開されたポケモン映画第23弾『劇場版ポケットモンスター ココ』が
早くも登場！人里離れたジャングルの奥にあるポケモンたちだけの楽園・オコヤの森で

幻のポケモン・ザルードは人間の赤ん坊ココを育てることに…。

2017年に公開された『キラキラ☆プリキュア
アラモード』の映画が初登場！フランスのパリ
の街が、なんとスイーツになっちゃった？！ 

キッズ
初放送

映画キラキラ☆プリキュアアラモード
パリッと!想い出のミルフィーユ!

ひる12:002/5㊏2/5㊏

みんなでプリキュアたちを

大好評放送中のレスキューアニメ！ どんな
トラブルもパウっと解決する『パウ・パト
ロール』に新たな事件が…！

キッズ
初放送

パウ・パトロール

『パウ・パトロール』の
新エピソードが登場！！

毎週土曜 あさ 8:002/26㊏スタート2/26㊏スタート

2022年4月公開予定の新作映画の
キーパーソンの一人、安室透にも大注目！

劇場版「名探偵コナン
瞳の中の暗殺者」

よる 9:002/19㊏2/19㊏

再 2/27㊐  ひる 12:00

2/27㊐
夕方6:00から
3作品連続
放送も！

最新作が待ちきれない！
劇場版「名探偵コナン」特集

劇場版「名探偵コナン
漆黒の追跡者（チェイサー）」

よる 9:002/12㊏2/12㊏

テレビ
初放送

劇場版「名探偵コナン
純黒の悪夢（ナイトメア）」

よる 9:002/26㊏2/26㊏

2/1㊋ 夕方 4:00

応援しよう♪

ポケモン映画の最新作を
2

FEBRUARY
2 022テレビ初放送！



1・8・
15・22

7・14・
21・28

2・9・
16・23

3・10・
17・24

4・11・
18・25金木水火月

6 30
～4日 ハローココモン 　7日～ ♦れいぞうこのくにのココモン

～25日 ベイブレードバースト ガチ　28日 妖怪ウォッチ！ セレクション

7 30
　　　　　　　　　　　    　ポリス×戦士 ラブパトリーナ！      　　　　　　　　　28

1～10日 おじゃる丸 セレクション
11日～ ♦スター☆トゥインクルプリキュア ※28日～(～8:30)

8
30

～8日 おしりたんてい(第2期)
9・10日 はなかっぱ第1期 セレクション

11日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～8:10)
11～24日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) ※11日(8:10～)

25日 はなかっぱ第1期 セレクション 
きんだーてれび

9 30
それいけ！アンパンマン

子育てTV ハピクラ ※2・4・8・10・28日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

10
15

ゴーゴー！のりものタウン

45
パウ・パトロール セレクション ※7・14・21・28日 情報

GO!GO!アトム セレクション

11 30
1～10日 はなかっぱ第1期 セレクション　11日～ ♦おしりたんてい(第1期)

それいけ！アンパンマン
12 30

妖怪ウォッチ！※3・4・23～25日 情報

1 30
パウ・パトロール 
ABCブロッコリ！

2 30
子育てTV ハピクラ  ※1・3・7・9・11日 ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

それいけ！アンパンマン

3
30

ポリス×戦士 ラブパトリーナ！
～8日 おしりたんてい(第2期) 　9・10日 おじゃる丸 セレクション

11日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～3:40) 
11～24日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)※11日(3:40～)　25日～ ♦ハクション大魔王２０２０

4
1日 劇場版ポケットモンスター ココ（～5:58）

2～8日 ポケットモンスター サン＆ムーン（～5:58） ※8日(～5:30)  
9日 あなたをずっとあいしてる (～5:40)

10日 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦（～5:58）  11日～ ♦妖怪ウォッチ

5
8日 妖怪ウォッチ ！ セレクション(5:30～)

クレヨンしんちゃん外伝  11～15日 ♦エイリアン vs. しんのすけ ※15日(～5:30)
16～18日 ♦おもちゃウォーズ ※18日(～5:30)
21～23日 ♦家族連れ狼 ※23日(～5:30)
24～28日 ♦お・お・お・のしんのすけ ※28日(～5:30)       　　58

6 ドラゴンボール超

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ マジカパーティ デュエル・マスターズ 

キング！
ポケットモンスター

（2019年） 妖怪ウォッチ♪

1～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
9～14日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション

15日～ ♦SDガンダムワールド ヒーローズ

8
～18日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

※14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 (～9:55)
21・22日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 　23日～ ♦あひるの空

9 ～25日 弱虫ペダル　28日～ ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD

10 銀魂 セレクション ※14日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼 (～11:55)

11 ～9日 結界師　10・11日 銀魂　第295.5話　愛染香篇
15日～ ♦ルパン三世 PART4

0 ドラゴンボール超

1 ～18日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
21・22日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 　23日～ ♦あひるの空

2 ～25日 弱虫ペダル　28日～ ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD

3 銀魂 セレクション

4
30

1～8日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ セレクション
9日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション

10・11日 銀魂　第295.5話　愛染香篇
15日～ ♦SDガンダムワールド ヒーローズ

～9日 結界師　10日 銀魂 セレクション
11日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ セレクション(～5:00)

11日 パウ・パトロール セレクション(5:00～)
15日～ ♦ルパン三世 PART45 30

情報

「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。

 初放送 / オススメ 
 ♦ =1 話スタート
映画・劇場版

土 5・12・19・26

6
30

～5日 ピポンザABC！ セレクション
12日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
5日～ はなかっぱ第1期 セレクション

7 30

ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA　　　28

ミュークルドリーミー みっくす！

8 30

～19日 パウ・パトロール セレクション
26日～ パウ・パトロール
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9

それいけ！アンパンマン

10
30

子育てTV ハピクラ
※5日 ハピクラタイム Olá マウリシオ TV

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
ワッチャプリマジ！

12

～

1

  5日 映画キラキラ☆プリキュアアラモード 
パリッと！想い出のミルフィーユ！

12日 映画プリキュアドリームスターズ！
映画クレヨンしんちゃん
19日 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁
26日 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦

2 30
アニメ ボス・ベイビー

～19日 ハクション大魔王２０２０
26日 映画「パウ・パトロール 

カーレース大作戦 GO! GO!」3
30

ドラゴンボール超
4 30

デュエル・マスターズ キング！

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　　　　 58

6 30
マジカパーティ

ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

劇場版 「名探偵コナン」
  5日 から紅の恋歌（ラブレター）
12日 漆黒の追跡者（チェイサー）
19日 瞳の中の暗殺者」 

4Kデジタルリマスター版
26日 純黒の悪夢（ナイトメア）

11

～

4

銀魂
  5日 #75～#87
12日 #88～#100
 鋼の錬金術師 

FULLMETAL ALCHEMIST
19日 ♦#1～#14 (～6:00)
26日 #15～#26

5 銀魂 セレクション

日 6・13・20・27

6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

30
ベイブレードバースト スパーキング

7
デュエル・マスターズ キング！

30
～6日 怪盗ジョーカー
13～27日 ポケットモンスター 

サイドストーリー　　　　　58

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター（2019年）    　　58

9
劇場版それいけ！

アンパンマン
  6日 いのちの星の

ドーリィ(9:30～)
13日 シャボン玉のプルン (9:30～)
20日 妖精リンリンのひみつ (9:30～)
27日 だだんだんとふたごの星 (9:30～)10

30
アニメ ボス・ベイビー

11
～20日 ハクション大魔王２０２０
27日 情報 (～11:30)
27日 ポケットモンスター サイドストーリー 

「もうひとつのセレビィ伝説」(11:30～)

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
  6日  キミにきめた！
20日  「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」

13日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
27日 劇場版ポケットモンスター ココ

2

～

3

クレヨンしんちゃん外伝 
  6日 おもちゃウォーズ
13日 家族連れ狼
20日 お・お・お・のしんのすけ

27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

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5 30
怪盗ジョーカー
デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ 
TVオリジナル編

  6日 #63～#78(～2:00)
13日 #79～#94(～2:00)
劇場版 「名探偵コナン」
20日 から紅の恋歌（ラブレター）(～8:00)

時計じかけの摩天楼 
4Kデジタルリマスター版 (8:00～10:00)
迷宮の十字路（クロスロード）(10:00～)

27日 瞳の中の暗殺者 
4Kデジタルリマスター版 (～8:00)
漆黒の追跡者（チェイサー）(8:00～10:00)
純黒の悪夢（ナイトメア）(10:00～)

0 20・27日 銀魂 セレクション

1

～

2
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
※6・13日(2:00～)

3

～

4

カードキャプターさくら 
～13日 さくらカード編
20日～ ♦クリアカード編

5
30

6日 弱虫ペダル (～6:00)
13日 結界師 (～6:00)
20日 銀魂 セレクション
27日 ハローココモン(～5:15) 
27日 マーシャとくま(5:15～)

20日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第4シリーズ セレクション

27日 ベイブレードバースト ガチ

 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。

2022.2 【放送休止時間】
10日 深夜 3：00～4：00
14日 深夜 1：00～7：00


