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詳しい
番組情報は
こちら！

いよいよ物語もクライマックス！ キラパワ
たちのラストバトルをお見逃しなく！

毎週土曜 あさ 8:30
2021年5月公開のラブパトリーナの劇場版。
先輩戦士ファントミも登場！

いよいよ物語もクライマックス！キラパ
ワたちのラストバトルをお見逃しなく！

再 ひる 12:005/21㊏5/21㊏
GW特別編成ごぜん 11:005/3㊋5/3㊋

｢ガールズ×戦士シリーズ｣の歴代ヒロイン
グループ『Girls²』を基にしたオリジナルアニメ。

ひる 12:005/7㊏5/7㊏ 5/14㊏5/14㊏

 テレビの前で
いっしょに

  踊っちゃおう
♪

 かっこい
い  

  ダンスにちゅ
ーもく!!

ＣＳ
初放送5/28㊏スタート！

新感覚ダンサブルドラマがスタート！トップアーティ
ストになる夢を追いかける子供たちの成長物語。

毎週土曜 あさ 8:45毎週土曜 あさ 8:45

『ウルトラマン』シリーズ最新作の放送決定
を記念して、『ウルトラマントリガー』の
1話からおさらい放送が決定！

5/1㊐スタート！
毎週日曜 ごご 2:00毎週日曜 ごご 2:00

5
MAY
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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

6
30

～27日 れいぞうこのくにのココモン3 　30日～ ♦ハローココモン
～4日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション
5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

6日～ ♦ベイブレードバースト スパーキング
7 6日～ ♦まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8
6～24日 ♦おしりたんてい(第1期)
25日～ ♦おしりたんてい(第2期)

30
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 
※2～6・30・31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

～6日 はなかっぱ第1期
9日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

おじゃる丸

11 30
パウ・パトロール
それいけ！アンパンマン

12

30
情報
※10・11・16～18・23～25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

※30・31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

1 30
6日～ ♦まじめにふまじめ　かいけつゾロリ(～2:00)

～5日 はなかっぱ第1期

2 30
子育てTV ハピクラ ※2～6・30・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

6～24日 ♦おしりたんてい(第1期)
25日～ ♦おしりたんてい(第2期）
パウ・パトロール

4 妖怪ウォッチ

5 6日～ ♦新幹線変形ロボ 
シンカリオンＺ

6
6～23日 ♦弱虫ペダル 

GRANDE ROAD
24日～ ♦鋼の錬金術師 

FULLMETAL ALCHEMIST

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ マジカパーティ

～13日 デュエル・
マスターズ キング！

20日～ ♦アニメ 
ボス・ベイビー

ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪

～4日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
5～26日 ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
27日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ

8 6日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

10
～23日 あらいぐまラスカル
※10・17日 銀魂 セレクション(～10:30) 

ルパン三世 PART4 セレクション(10:30～)
24日～ ♦まじっく快斗1412

11 ～18日 カードキャプターさくら クロウカード編
19日～ ♦カードキャプターさくら さくらカード編

0 ～5日 銀魂 セレクション　6～23日 ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD
24日～ ♦鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

1 ～5日 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ 東京編 (～4:00) ※5日(～2:30)
6日～ るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

2 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） ※5日 ルパン三世 PART4 セレクション(2:30～4:00)

3
～23日 あらいぐまラスカル

※10・17日 銀魂 セレクション(～3:30)　ルパン三世 PART4 セレクション(3:30～)
24日～ ♦まじっく快斗1412

4
30

～4日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
5～26日 ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
27日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ

～18日 カードキャプターさくら クロウカード編 ※～5日 銀魂 セレクション
19日～ ♦カードキャプターさくら さくらカード編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

劇場版それいけ！アンパンマン
2日 夢猫の国のニャニイ（7:29～）
3日 ハピーの大冒険（7:29～）
4日 いのちの星のドーリィ（7:29～）
5日 シャボン玉のプルン（7:29～）

7：00〜8：30
GW 特別編成GW 特別編成

2日 パウ・パトロール セレクション
3日 劇場版 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 

〜怪盗からの挑戦！ラブでパパッとタイホせよ！〜 
4日 映画おしりたんてい

カレーなる じけん（～11:40）
テントウムシいせきの なぞ（11:40～12:30）
スフーレ島のひみつ（12:30～）

5日 劇場版ポケットモンスター ココ 

11：00〜1:30
GW 特別編成GW 特別編成

弱虫ペダル
2日 #9～#16
3日 #17～#24
4日 #25～#32
5日 #33～#38

8：00〜0:00
GW 特別編成GW 特別編成

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
2日 「ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ」（～4:55）
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
2日 「ディアルガＶＳ(たい)パルキアＶＳ(たい)ダークライ」（5:00～）
3日 「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」（～4:45）

「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」（5:00～）
4日 「幻影の覇者 ゾロアーク」（～4:45）
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ
4日 「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」（5:00～）
5日 「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケルディオ」（～4:20）

「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」（5:00～）

3：00〜7:00
GW 特別編成GW 特別編成

土 7・14・21・28

6
30

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

45

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
～28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

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！
※28日～ (～8:45)
28日～ ♦リズスタ -Top of Artists ! - (8:45～)

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ
※7日 ♦ハピクラタイム Olá !  マウリシオ TV

11
ヒーリングっど♥プリキュア

30
ワッチャプリマジ！

12

～

1

♦ガル学。〜聖ガールズスクエア学院〜
  7日 #1～#25
14日 #26～#50

21日 劇場版 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 
〜怪盗からの挑戦！
ラブでパパッとタイホせよ！〜 

28日 ♦きんだーてれび PUI PUI モルカー
全12話一挙放送

2 30
アニメ ボス・ベイビー

おしりたんてい(第2期)

3 30

ドラゴンボール超

4 30
～7日 デュエル・マスターズ キング！
14日～ ♦ハクション大魔王２０２０

5 30

～28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

妖怪ウォッチ♪

6 30
7日～ ♦まじっく快斗1412

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

映画クレヨンしんちゃん
  7日 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃
14日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
21日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！
28日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者

11

～

4

スラムダンク
（デジタルリマスターＨＤ版）

  7日 #75～#87(～5:30)
14日 #88～#101(～6:00)

♦あひるの空
21日 #1～#12
28日 #13～#24

5 銀魂 セレクション ※7日 (5:30～)

日 1・8・15・22・29

6
～29日 妖怪ウォッチ 

セレクション
30

～29日 ベイブレードバースト スパーキング

7
30

～1日 デュエル・マスターズ キング！

ポケットモンスター 
サン＆ムーン セレクション 
※8～29日（7:00～）

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
 1日 かがやけ！

クルンといのちの星
 8日 きらめけ！アイスの国のバニラ姫
15日 ロールとローラ 

うきぐも城のひみつ (9:27～)
22日 ルビーの願い (9:27～)
29日 夢猫の国のニャニイ (9:27～)10

30
アニメ ボス・ベイビー

11 おしりたんてい(第2期)

12

～

1

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

  1日「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 

  8日「ディアルガＶＳ(たい)パルキア
ＶＳ(たい)ダークライ」

15日「ギラティナと
氷空（そら）の花束 シェイミ」

22日「アルセウス 
超克（ちょうこく）の時空へ」

29日「幻影の覇者 ゾロアーク」

2

～

3
30

1日～ ♦ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA 
1話からおさらい

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

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

～8日 デュエル・マスターズ キング！
15～29日 ルパン三世 PART4 

セレクション

6

～

11

ドラゴンボール超
  1日 #25～#36
  8日 #37～#48
15日 #49～#60
22日 #61～#72
29日 #73～#84

0 銀魂 セレクション

1

～

2

～1日 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

8日 ♦OVA 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

15日～ ♦弱虫ペダル

3

～

5
～29日 天使な小生意気

 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年に放送されたプリキュアシリーズ第17弾が
キッズステーションに登場！ 地球をむしばみ病気にしようとする
「ビョーゲンズ」から、ヒーリングアニマルたちのパートナーに
なったプリキュアが地球を守るために立ち向かう！

4/2㊏スタート！
ＣＳ
初放送毎週土曜 ごぜん 11:00毎週土曜 ごぜん 11:00

映画クレヨンしんちゃん 劇場版「名探偵コナン」 ドラゴンボール超
最新映画公開記念 3大特集

つ
な
い
で

地
球
を
お
手
当
て！

ハラハラドキドキな
展開から目が離せない！
劇場版「名探偵コナン」
4作品を放送！

笑いあり！！ 涙あり？！
4月は大人気・映画
クレヨンしんちゃんの
5作品を放送！

毎週月～金曜（～4/11㊊）
夕方 6:00
深夜 0:00深夜 0:00再

・ 伝説を呼ぶブリブリ 
   3分ポッキリ大進撃
・ 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
・ 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾!
・ ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者

・ から紅の恋歌（ラブレター）
・ 純黒の悪夢（ナイトメア）
・ 瞳の中の暗殺者

平日レギュラー放送

毎週日曜
夕方 6:00

週末連続放送
4/17㊐スタート4/17㊐スタート

ＴＶシリーズ

4
APRIL
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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

～21日 れいぞうこのくにのココモン２ 　22日～ ♦れいぞうこのくにのココモン3
～5日 きんだーてれび 　6日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

7～28日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)  
29日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション

7 6～28日 ♦魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

8
30

6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 
※1・5・7・25～29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
はなかっぱ第1期
おじゃる丸

11
30

6日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
7日～ パウ・パトロール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それいけ！アンパンマン
12 30

情報 ※11～13・18～20・25・26・29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション ※29日 (～1:30)

1 30

6日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
7～28日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

はなかっぱ第1期 ※5日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

2 30
子育てTV ハピクラ ※4・6・8・25～29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

～28日 アニメ ボス・ベイビー

7日～ パウ・パトロール

4 妖怪ウォッチ

5

～18日 怪盗ジョーカー
映画クレヨンしんちゃん
19日 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃 (～6:40) 　
20日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！(～6:40) 　21日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！(～7:00)　
22日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 (～6:45) 　25日 オタケベ！ カスカベ野生王国 (～6:50)

26日 映画プリキュアドリームスターズ！ (～6:30)
27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！(～6:30)
28日 劇場版 ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ ～怪盗からの挑戦！ラブでパパッとタイホせよ！～ ( ～ 6:30)

6 ～11日 ドラゴンボール超 ※11日(～6:30)　11日 ルパン三世 PART4 セレクション(6:30～)　
12～18日 ♦ハクション大魔王２０２０ セレクション

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♪

～12日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ
13日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ

8

～11日 あひるの空
※5日 ルパン三世 PART4 セレクション
12～28日 ♦ルパン三世 PART4

9 7日～ ♦スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

10 7日～ ♦あらいぐまラスカル

11 ～8日 天使な小生意気
11日～ ♦カードキャプターさくら クロウカード編

0
～11日 ドラゴンボール超 ※11日(～0:30)
※～5日 SDガンダムワールド ヒーローズ (～1:30)
11日 ルパン三世 PART4 セレクション(0:30～)　12～25日 ♦ハクション大魔王２０２０　26日～ 銀魂 セレクション

1 ～11日 あひるの空 ※～5日 銀魂 セレクション(1:30～4:00)　
12～28日 ♦ルパン三世 PART4　29日～ ♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－ 東京編 (～4:00)

2 6日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(～3:30) 　
7日～ ♦スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

3 7日～ ♦あらいぐまラスカル

4 30
～12日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ　13日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ
～8日 天使な小生意気　11日～ ♦カードキャプターさくら クロウカード編 ※29日～ 銀魂 セレクション

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

～5日 おしりたんてい(第2期)  

～4日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
5日 劇場版「それいけ！アンパンマン　

ロールとローラ うきぐも城のひみつ」

映画クレヨンしんちゃん
 1日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者（～11:55）

オタケベ！カスカベ野生王国（12:00～）
4日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（～11:45）

劇場版ポケットモンスター ココ（12:00～）
5日 映画プリキュアドリームスターズ！（～11:30）

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！（12:00～）

7：00〜

8：00〜

10：00〜

春休み特別編成春休み特別編成

～4日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期) 

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

1日 「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」 
劇場版「名探偵コナン」
4日 瞳の中の暗殺者 4Kデジタルリマスター版
5日 漆黒の追跡者（チェイサー）
6日 純黒の悪夢（ナイトメア）

8：00〜

9：00〜

春休み特別編成春休み特別編成

1日 劇場版「名探偵コナン　
から紅の恋歌（ラブレター）」

ルパン三世
4日 イタリアン・ゲーム
5日 グッバイ・パートナー
6日 プリズン・オブ・ザ・パスト

～5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

29日 映画プリキュアドリームスターズ！

29日 劇場版それいけ！アンパンマン　
怪傑ナガネギマンとドレミ姫 (～7:30)
ルビーの願い (7:30～)

GW 特別編成GW 特別編成

GW 特別編成GW 特別編成

29日 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

「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」(～5:00)
「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」(5:00～7:00)

GW 特別編成GW 特別編成

29日 ♦弱虫ペダル #1～#8 (～0:00）
GW 特別編成GW 特別編成

7：00〜

11：00〜

3：00〜

8：00〜

土 2・9・16・23・30

6
30

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

45

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
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

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
※2・30日 ハピクラタイム Olá！ マウリシオ TV

11
2日～ ♦ヒーリングっど♥プリキュア

30
ワッチャプリマジ！

12

～

1

劇場版 「名探偵コナン」
  2日 から紅の恋歌（ラブレター）
  9日 漆黒の追跡者（チェイサー）
16日 瞳の中の暗殺者

4Kデジタルリマスター版
23日 純黒の悪夢（ナイトメア）

30日 映画 「パウ・パトロール 
カーレース大作戦 GO! GO!」

2 30
アニメ ボス・ベイビー

～23日 おしりたんてい(第1期)
30日～ ♦おしりたんてい(第2期)

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

～9日 新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
16日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション
妖怪ウォッチ♪

6 30
～30日 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

2日 銀魂 ミツバ篇 #86～#87
ルパン三世

  9日 イタリアン・ゲーム
16日 グッバイ・パートナー
23日 プリズン・オブ・ザ・パスト

30日 銀魂 紅桜篇 #58～#61

11

～

4

スラムダンク
（デジタルリマスターＨＤ版）

  2日 #13～#24
  9日 #25～#36
16日 #37～#49 (～5:30)
23日 #50～#61
30日 #62～#74 (～5:30)

5 銀魂 セレクション ※16・30日 (5:30～)

2日 おしりたんてい
(第2期)

7：00〜
春休み特別編成春休み特別編成

日 3・10・17・24

6
3日～ 妖怪ウォッチ 

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
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
  3日 りんごぼうやと

みんなの願い (9:27～)
10日 ミージャと魔法のランプ (9:27～)
17日 おもちゃの星のナンダとルンダ
24日 ブルブルの宝探し大冒険！10

30
アニメ ボス・ベイビー

11 ～17日 おしりたんてい(第1期)
24日～♦おしりたんてい(第2期)

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」

2

～
3

3日 劇場版 「名探偵コナン 
純黒の悪夢（ナイトメア）」

ルパン三世 
10日 イタリアン・ゲーム
17日 グッバイ・パートナー
24日 プリズン・オブ・ザ・パスト

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5 30
デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

♦まじっく快斗1412
  3日 #1～#12
10日 #13～#24

♦ドラゴンボール超
17日 #1～#12
24日 #13～#24

0 銀魂 セレクション

1

～

2
鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

3

～

5
3日～ ♦天使な小生意気

 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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