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詳しい
番組情報は
こちら！

兄弟の夢追い物語!
宇宙飛行士にあこがれる

ドキドキふわふわ大冒険♪
“雲の国”で

新作エピソードを初放送!
人気アニメの

シリーズ第1弾の映画
『人体のサバイバル！』

も放送！ 

シリーズ第1弾の映画
『人体のサバイバル！』

も放送！ 

8/7㊐ ごご 2:00

8/31㊌8/31㊌
毎週月～金曜 
ごぜん 7:00

ごぜん 11:30

第2期第2期第2期
8/29㊊スタート8/29㊊スタート

毎週日曜 夕方 6:00

毎週月～金曜 夕方 6:00

8/7㊐スタート8/7㊐スタート

CS
初放送

CS
初放送

第2期

テレビ
初放送

！

テレビ
初放送

国内累計発行部数1200万部を突破した学習漫画『科学漫画サバイバル』シリーズの
映画化第2弾！潜水艇に乗って、海の中をサバイバル！深海の生き物もたくさん登場！

8/7㊐ ごご 2:55

2021年上映のアンパン
マンの映画を初放送! 親子で楽しめる、人気コ

ミックのアニメ化作品。
主人公と仲間たちが協力
して宇宙を目指す！

シリーズ累計発行部数
380万部突破！人気児
童書のアニメ化作品。

3話連続
放送

8週連続一挙放送

8/23㊋スタート8/23㊋スタート

8
AUGUST
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2・9・16・
23・30

1・8・15・
22・29

3・10・17・
24・31

4・11・
18・25

5・12・
19・26金木水火月

6 30
～9日 れいぞうこのくにのココモン 　10日～ ♦れいぞうこのくにのココモン２

～31日 おじゃる丸

7
～8日 おしりたんてい(第2期) 　9～17日 ♦おしりたんてい(第3期)  ※17日(～7:25) 

17日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション(7:25～) 
18日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 (～7:15)

18～26日 ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)  ※18日(7:15～)
29日～ ♦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)

8 30
パウ・パトロール

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・29～31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
～31日 おじゃる丸

1～23日 ♦ガル学。～聖ガールズスクエア学院～
24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

11 30

～17日 アイカツプラネット！　18～26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
29・30日 情報　31日～ ♦ワッチャプリマジ！

12

1 30
※9～26・31日 パウ・パトロール セレクション

～31日 情報

2 30
子育てTV ハピクラ ※1～5・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 23日～ ♦ポケットモンスター サン＆ムーン

4 23日～ 銀魂

5 妖怪ウォッチ♪ 1話からおさらい

6
～8日 おしりたんてい(第2期) 　9～17日 ♦おしりたんてい(第3期)  ※17日(～6:25)　

17日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ セレクション(6:25～)
18日 映画「パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO!」

19・22日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション　23日～ ♦宇宙兄弟

7 15

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ 新幹線変形ロボ

シンカリオンＺ
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♪リズスタ 
-Top of Artists !-

～5日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー　8日～ ♦ルパン三世 PART4

8 ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

9 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

10 ドラゴンボール超

11
～31日 金田一少年の事件簿R(リターンズ)※15日(～11:30) 

※15日 銀魂 セレクション(11:30～)
※24日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) SP 明智警部の事件簿

0 ～4日 弱虫ペダル　5～22日 ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD　23日～ ♦宇宙兄弟

1 ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

2 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

3 ドラゴンボール超

4 30
～30日 銀魂 セレクション　31日～ ルパン三世 PART4 セレクション

～31日 金田一少年の事件簿R(リターンズ)※15日(～5:00)
※15日 ルパン三世 PART4 セレクション(5:00～) 

※24日 金田一少年の事件簿R(リターンズ) SP 明智警部の事件簿5 30
情報

初放送 / オススメ ♦ 1 話スタート 映画・劇場版

土 6・13・20・27

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～
おじゃる丸 セレクション

7 30

～27日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ 
セレクション

ガル学。～ガールズガーデン～

8 30
パウ・パトロール

45
～13日 ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
リズスタ -Top of Artists!-※20日～(8:30～)

9 それいけ！
アンパンマン

10
30

子育てTV ハピクラ
※6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

映画 妖怪ウォッチ
  6日 エンマ大王と5つの物語だニャン！
13日 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！
20日 シャドウサイド 鬼王の復活
27日 FOREVER FRIENDS

2 30
ガル学。～ガールズガーデン～
～20日 おしりたんてい(第3期)

※20日(～2:55)
20日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ 

セレクション(2:55～)
27日～ ♦新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

3
30

ドラゴンボール超
4 30

ハクション大魔王２０２０

5 30

～20日 恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
27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
まじっく快斗1412
ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

映画 妖怪ウォッチ
  6日 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！
13日 シャドウサイド 鬼王の復活
20日 FOREVER FRIENDS

27日 映画 妖怪学園Y
猫はHEROになれるか

9

～

10
金田一少年の事件簿R(リターンズ)

11

～

4

カードキャプターさくら 
クリアカード編

  6日 #12～#22（～4:30）
♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

13日 #1～#13　20日 #14～#26
27日 #27～#39

5 30
銀魂 セレクション ※6日（4:30～）

日 7・14・21・28

6
～28日 アイカツプラネット！※28日(～6:30)
28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション(6:30～)

7
15

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

30
マジカパーティ

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
  7日 りんごぼうやと

みんなの願い (9:27～)
14日 ミージャと魔法のランプ (9:27～)
21日 おもちゃの星のナンダとルンダ
28日 ブルブルの宝探し大冒険！10

30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

11

～21日 おしりたんてい(第3期)
※21日(～11:25)

21日 アストロロロジー ～おかしな12星座うらない～ 
セレクション(11:25～)

28日～ ♦新幹線変形ロボ シンカリオンＺ

12

～

1

  7日 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
14日 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 

「ビクティニと白き英雄 レシラム」
21日 劇場版ポケットモンスター ココ
28日 劇場版ポケットモンスター 

「ミュウツーの逆襲」完全版

2   7日 人体のサバイバル！(～2:55)
深海のサバイバル！(2:55～)

14日 みつばちマーヤの大冒険
21日 みつばちマーヤの大冒険２　ハニー・ゲーム
28日 小さなバイキング ビッケ3

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

45
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

11

♦宇宙兄弟
  7日 #1～#12 
14日 #13～#24
21日 #25～#36
28日 #37～#48

0 銀魂 セレクション

1

～

2
～28日 弱虫ペダル GRANDE ROAD

3

～

5
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

劇場版それいけ！アンパンマン32作品一挙放送 詳しくは下を見てね！
夏休み特別編成夏休み特別編成
～8/31（水）

ポケモン映画 23作品一挙放送
詳しくは下を見てね！

夏休み特別編成夏休み特別編成
～8/22（月）

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
8/1（月）「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」
8/2（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
8/3（水）「ディアルガＶＳ(たい)パルキアＶＳ(たい)ダークライ」
8/4（木）「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」
8/5（金）「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」
8/8（月）「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
8/9（火）「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」
8/10（水）「キュレムＶＳ（たい）聖剣士 ケルディオ」
8/11（木）「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
8/12（金）「破壊の繭とディアンシー」
8/15（月）「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ&Z
8/16（火）「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
8/17（水） キミにきめた！
8/18（木） みんなの物語
8/19（金） ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
8/22（月） 劇場版ポケットモンスター ココ

劇場版それいけ！アンパンマン
8/1（月） 空とぶ絵本とガラスの靴
8/2（火） 虹のピラミッド
8/3（水） てのひらを太陽に
8/4（木） 勇気の花がひらくとき
8/5（金） 人魚姫のなみだ
8/8（月） ゴミラの星
8/9（火） ロールとローラ うきぐも城のひみつ
8/10（水） ルビーの願い
8/11（木） 夢猫の国のニャニイ
8/12（金） ハピーの大冒険
8/15（月） いのちの星のドーリィ
8/16（火） シャボン玉のプルン

8/17（水） 妖精リンリンのひみつ
8/18（木） だだんだんとふたごの星
8/19（金） ブラックノーズと魔法の歌
8/22（月） すくえ！ココリンと奇跡の星
8/23（火） よみがえれバナナ島
8/24（水） とばせ！希望のハンカチ
8/25（木） りんごぼうやとみんなの願い
8/26（金） ミージャと魔法のランプ
8/29（月） おもちゃの星のナンダとルンダ

ブルブルの宝探し大冒険！
8/30（火） かがやけ！クルンといのちの星

きらめけ！アイスの国のバニラ姫
8/31（水） ふわふわフワリーと雲の国

～8/22（月）
ごご 3:00～

～8/31（水）
ごぜん 11:30～

夏休み特別編成夏休み特別編成
ポケモン映画 23作品一挙放送

劇場版それいけ！アンパンマン
32作品一挙放送

7月からのつづきだよ 7月からの
つづきだよ

 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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CS
初放送

シリーズ累計発行部数470万部突破！いき
ものの「ざんねん」な進化のしくみを分かり
やすく解説してくれるアニメが登場。

毎週土曜 ひる 12:007/2㊏スタート7/2㊏スタート

CS
初放送

シリーズ累計発行部数900万部突破！おし
りたんていのエクセレントな推理と必殺技
でどんな事件もププッと解決！

毎週土曜 ごご 2:307/9㊏スタート7/9㊏スタート
第3期

再 ごご 2:007/24㊐ スタート7/24㊐ スタート 再 ごぜん 11:007/10㊐ スタート7/10㊐ スタート

11 木 12 金 15 月 16 火 17 水 18 木 19 金 22 月

21 木 22 金7月7月 25 月 26 火 27 水 28 木 29 金

2 火 3 水 4 木 5 金 8 月 9 火 10 水1 月8月8月

7
JULY
2 022

夏休みのキッズステーションは、
ポケモン映画を一挙放送！
世代を超えて愛される
ポケモンたちとの冒険物語をお楽しみに！

7/21㊍ ~8/22㊊
月～金曜 ごご3:00 7/21㊍ ~8/22㊊

ポケモンを見て

ポケモンを見て
スタンプラリーに参加しよう！

スタンプラリーに参加しよう！

作品
どどんと

23一挙放送！一挙放送！
仮



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
～1日 ハローココモン 　4日～ ♦れいぞうこのくにのココモン

～19日 アニメ ボス・ベイビー
20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション　21日～ ♦おじゃる丸

7
～13日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ ※13日(～7:30)

13～20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(7:30～)
14～20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～7:30)

21～29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)(7:25～)

8 30
～13日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　14日～ パウ・パトロール

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 ※1～8・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

～19日 アニメ ボス・ベイビー ※12日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション　21日～ ♦おじゃる丸

～8日 ポータウンのなかまたち セレクション　11日～ れいぞうこのくにのココモン セレクション

11

30

～1日 少年アシベ　
ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 
第1シリーズ セレクション

4～13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

14日～ ♦アイカツプラネット！
それいけ！アンパンマン

12 30
～20日 情報

1
30

～13日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ
(～2:00) ※13日(～1:30)

14～20日 パウ・パトロール セレクション
13～20日 ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー　21日～ 情報

2 30
子育てTV ハピクラ ※1～8・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 ～20日 ヒーリングっど♥
プリキュア

4 ～20日 妖怪ウォッチ

5
～11日 あらいぐまラスカル　

12～20日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～5:30)
少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第2シリーズ セレクション(5:30～)

21～28日 妖怪ウォッチ　29日～ ♦妖怪ウォッチ♪ 1話からおさらい

6
～6日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST　7・8日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

11～20日 まじめにふまじめ　かいけつゾロリ セレクション
21～29日 ♦おしりたんてい(第1期)  ※29日(～6:25)　29日～ ♦おしりたんてい(第2期)(6:25～)

7
15

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！ 新幹線変形ロボ

シンカリオンＺ
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～ ♦リズスタ 
-Top of Artists !-

～11日 ハクション大魔王２０２０　12～20日 ルパン三世 PART4 セレクション
21～28日 銀魂 セレクション　29日～ ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー

8 1日 銀魂 橋田屋篇　4～20日 ♦まじっく快斗1412 ※11日 銀魂 紅桜篇 (～10:00)
21日～ ♦ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

9 1～21日 ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA　22日～ ♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

10 ドラゴンボール超 ※11日 銀魂 芙蓉篇 (～11:30)

11 ～27日 あひるの空  ※11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(11:30～)
28日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

0 ～6日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
7・8日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 　11日～ ♦弱虫ペダル

1 1日 銀魂 橋田屋篇　4～20日 ♦まじっく快斗1412　21日～ ♦ポケットモンスター(2019年) 1話からおさらい

2 1～21日 ♦ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA　22日～ ♦るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

3 ドラゴンボール超

4 30
～20日 ルパン三世 PART4 セレクション　21日～ 銀魂 セレクション
～27日 あひるの空　28日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

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

【放送休止時間】
11日 深夜 1：00～7：00

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～
おじゃる丸 セレクション

7
30

～16日 ウルトラマントリガー 
NEW GENERATION TIGA

23日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ 
セレクション

ガル学。～ガールズガーデン～

8 30
パウ・パトロール

45
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
リズスタ -Top of Artists ! -

9 それいけ！
アンパンマン

10
30

子育てTV ハピクラ
※2・9・30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

♦ざんねんないきもの事典
2日 #1～#11（～1:30）
9日 #12～#25

2日 みんなにおススメ! 新作映画2022年 夏 !
～ アニメ映画がどエラいことに ! ～（1:30～）

16日 おまえうまそうだな
23日 あなたをずっとあいしてる
30日 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！

2 30
ガル学。～ガールズガーデン～
2日 映画おしりたんてい 

スフーレ島のひみつ
9日～ ♦おしりたんてい(第3期)3 30
ドラゴンボール超

4 30
ハクション大魔王２０２０

5
30

～9日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

16日～ ♦恐竜くんの 地球だいすき！ダイナソー
妖怪ウォッチ♪

6 30
まじっく快斗1412
ポケットモンスター(2019年)

7

～

8

～9日 鋼の錬金術師 FULLMETAL 
ALCHEMIST(～8:00)
るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－
(8:00～)

16日 ♦OVA 鋼の錬金術師 FULLMETAL 
ALCHEMIST  #1～#4(～8:30)
みんなにおススメ!新作映画2022年 夏!
～ アニメ映画がどエラいことに! ～(8:30～)

映画 妖怪ウォッチ
23日 誕生の秘密だニャン！
30日 エンマ大王と5つの物語だニャン！

9

～

10

～23日 ルパン三世 PART4 ※23日(～10:00)
23日 銀魂 セレクション(10:00～)
30日～ ♦金田一少年の事件簿R(リターンズ)

11

～

4

カードキャプターさくら 
クロウカード編

2日 #23～#34
9日 #35～#46

♦カードキャプターさくら さくらカード編
16日 #1～#12　23日 #13～#24

♦カードキャプターさくら クリアカード編
30日 #1～#11（～4:30）

5
銀魂 セレクション ※30日（4:30～5:30）
※23日 ルパン三世 PART4 セレクション（～5:30）
※23・30日 ドラゴンボール超（5:30～）

日 3・10・17・24・31

6 アイカツプラネット！

7
15

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

30
マジカパーティ

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 だだんだんと

ふたごの星 (9:30～)
10日 ブラックノーズと魔法の歌 (9:28～)
17日 すくえ！ココリンと奇跡の星 (9:27～)
24日 よみがえれバナナ島 (9:27～)
31日 とばせ！希望のハンカチ (9:30～)

10 30
3日 みんなにおススメ! 新作映画2022年 夏 !

～ アニメ映画がどエラいことに! ～
10日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし 

セレクション

11 3日 パウ・パトロール セレクション
10日～♦おしりたんてい(第3期)

12

～

1

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 
  3日 「破壊の繭とディアンシー」
10日 「光輪（リング）の超魔神 フーパ」
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z 
17日 「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 
24日 キミにきめた！
31日 みんなの物語

2

映画おしりたんてい
3日 テントウムシいせきの なぞ (～2:50)

スフーレ島のひみつ (2:50～3:40)
♦リズスタ -Top of Artists ! - 
1話からおさらい

10日 #1～#4　
17日 #5～#8

♦ざんねんないきもの事典 
24日 #1～#11(～3:30)　
31日 #12～#25(～3:55)

3
10・17日 パウ・パトロール セレクション
24日 みんなにおススメ! 新作映画2022年 夏 !

～ アニメ映画がどエラいことに !  ～ (3:30～)

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5
30

45
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

0

♦鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
  3日 #1～#14
10日 #15～#28
17日 #29～#42
24日 #43～#56
31日 #57～#64(～10:00)

31日 ♦OVA 鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST
#1～#4(10:00～11:30)
銀魂 セレクション（11:30～）

1

～

2

～17日 弱虫ペダル ※17日（～2:00）
17日 銀魂 セレクション（2:00～）
24日～ ♦弱虫ペダル GRANDE ROAD

3

～

5
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

劇場版それいけ！アンパンマン
32作品一挙放送

劇場版それいけ！アンパンマン
21日 キラキラ星の涙
22日 ばいきんまんの逆襲
25日 とべ！とべ！ちびごん
26日 つみき城のひみつ
27日 恐竜ノッシーの大冒険
28日 リリカル★マジカルまほうの学校
29日 ゆうれい船をやっつけろ！！

11:30～夏休み特別編成夏休み特別編成

ポケモン映画 23作品一挙放送
劇場版ポケットモンスター
21日  「ミュウツーの逆襲」完全版
22日 「幻のポケモン ルギア爆誕(ばくたん)」
25日 「結晶塔の帝王 エンテイ」
26日 「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
27日 「水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス」

3:00～夏休み特別編成夏休み特別編成

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
28日「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」
29日「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」

 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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