


2018.11 「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
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16・23（祝）・
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金木水火月

6 30

～20日 ポケットモンスター ＸＹ
21日～ ポケットモンスターXY&Z　※28日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

モンストテレビ（12日 1話から再放送）　
※28日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

7 30
妖怪ウォッチ  ※28日 モンストテレビ　　　　　　　　 　　　28

妖怪ウォッチ  ※28日 妖怪ウォッチ セレクション

8 30
トレインズ -TRAINS- 

～12日 れいぞうこのくにのココモン　13～29日 れいぞうこのくにのココモン２
30日～ れいぞうこのくにのココモン３

9
～
10

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 
㊊～㊍ ～8日 ラララ ララちゃん（10:25～）　12日～ ラララ ララちゃん シーズン２（10:25～）　

㊎ ララちゃんステーション!（10:25～）
30 げんきげんき ノンタン     

※23日 「妖怪ウォッチ」フミちゃんスペシャル２（～12:30）

11
～
12 

30
ABCブロッコリ！（29日 1話から再放送）

それいけ ! アンパンマン ※2・9・16・30日 マルタの冒険　シーズン３(11:55～12:00)
30

1～2日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション　
5日～ おじゃる丸   ※5日 おじゃる丸スペシャル「アニメじゃないでおじゃる？」(12:42～) 　

1 ㊊～㊌ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず ! ㊍㊎ 情報
30

妖怪ウォッチ（19日 1話から再放送） ※16日 妖怪ウォッチ セレクション

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

3 30

キッずかん (～3:15)　
ハローココモン（3:15～） （14日 1話から再放送）

ABCブロッコリ！（30日 1話から再放送）

4 30
それいけ！アンパンマン（～4:25）　本とあそぼう！ (4:25～)

それいけ！アンパンマン

5 妖怪ウォッチ　※28日 妖怪ウォッチ セレクション　　　　　  　 　58 

6 ポケットモンスター

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
魔法×戦士 
マジマジョ

ピュアーズ！

ベイブレード
バースト 
超ゼツ

ポケットモンスター 
サン＆ムーン

妖怪ウォッチ 
シャドウサイド 銀魂

30
モンストテレビ（12日 1話から再放送）

8
30

～9日 ガンダムビルドファイターズトライ　12日～ ガンダムビルドダイバーズ
～1日 １話からおさらい デュエル・マスターズ! 　2日 妖怪ウォッチ セレクション　

5～7日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション　8日～ １話からおさらい 妖怪ウォッチ シャドウサイド
 ※20・27日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

9 銀魂　※27日 劇場版銀魂 新訳紅桜篇（～10:41)

10 30
～20日 ドクタースランプ　21日～ 「鬼灯の冷徹」第壱期

スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

11 ～12日 イナズマイレブン ※12日(～11:30)　
12日 イナズマイレブン 超次元ドリームマッチ (11:30～)　13日～幽☆遊☆白書

0 はじめの一歩

1 銀魂　※27日 劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ  （～2:51)

2 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
30

～20日 ドクタースランプ　21日～ 「鬼灯の冷徹」第壱期

3
1～9日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デジタルリマスターHD版＞ セレクション(～3:30)　情報 (3:30～)　

12日～ おジャ魔女どれみドッカ～ン!＜デジタルリマスターHD版＞
※27日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デジタルリマスターHD版＞ セレクション

4
～1日 １話からおさらい デュエル・マスターズ !   2日 妖怪ウォッチ セレクション　

5～7・2 0・2 7日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション　
8日～ １話からおさらい 妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
～9日 妖怪ウォッチ セレクション　12日～ 情報

5 それいけ！アンパンマン　※27日 やなせたかしメルヘン劇場 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。

「鬼灯の冷徹」第壱期 異世界居酒屋 
～古都アイテーリアの居酒屋のぶ～ 11/21（水）スタート

毎週 月～金曜 夜10:00  
深夜2:30（リピート放送）

11/10（土）夜9:00  1～8話  
11/17（土）夜9:00  9～16話  
11/24（土）夜9:00  17～24話  

亡者があふれかえり人手不足による
前代未聞の混乱を極める今日の地獄。
さまざまな問題の後始末をする陰の
傑物、鬼灯の忙しくも案外楽しげな
地獄の毎日が今ここに登場！

京都の寂れた通りに店を構えた居酒屋「のぶ」は
正面入口が異世界の街・古都アイテーリアへと
繋がっている。衛兵、職人、商人、貴族…誰でも
気軽にちょっと一杯。今日も通常通り営業中！

全話放送

土 3（祝）・10・17・24

6 30
ベイブレードバースト 超ゼツ
デュエル・マスターズ ！

7
コロッケ!　　　　 28

30
ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8

きんだーてれび
15

おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～

30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ !

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
 ３日  ゴミラの星
10日   ルビーの願い
17日   ハピーの大冒険
24日   シャボン玉のプルン

10
53

マルタの冒険　シーズン３

11
れいぞうこのくにのココモン２ 

30
ポチっと発明 ピカちんキット

12
～

1

 ３日 妖怪ウォッチ ニャンだふるだニャン!
10日　妖怪ウォッチ ワンだふるズラ !
17日　 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密 

だニャン !
24日　 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と 

5つの物語だニャン!

2 30
ポケットモンスターXY&Z

モンストテレビ サタデー

3 3日～ スナックワールド

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 シャドウサイド

イナズマイレブン アレスの天秤　　58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

7 ボボボーボ・ボーボボ

8 銀魂

9

～

10

 ３日   劇場版「名探偵コナン　
ベイカー街（ストリート）の亡霊」
4Kデジタルリマスター版 　

異世界居酒屋～古都アイテーリアの
居酒屋のぶ～全話放送
10日　#1～#8 
17日　#9～#16
24日　#17～#24

11        

～  

4

機動戦士ガンダム00 全話放送
 ３日   #1～#13
10日　#14～#25
機動戦士ガンダム00 2nd Season 全話放送
17日　#1～#13
24日　#14～#25(～4:15)
　　　ガンダム00 Festival 10 “Re:vision”  

特別版 (4:15～5:45)

5 それいけ！アンパンマン

日 4・11・18・25

6
デュエル・マスターズ！

30
１００％パスカル先生 セレクション

7
スナックワールド

30
イナズマイレブン アレスの天秤　 　58

8
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9 それいけ ！アンパンマン
30

劇場版それいけ !
アンパンマン
４日  ロールとローラ　
　　うきぐも城のひみつ
11日 夢猫の国の
　　ニャニイ
18日 いのちの星の

ドーリィ
25日 妖精リンリンの

ひみつ

10

11
19

ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～
（18日 1話から再放送）

30
 ４日   おじゃる丸 先行放送(～11:43)　　 

おじゃる丸スペシャル「アニメじゃ
ないでおじゃる？」(11:43～)

11日～ ぼくは王さま

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
　ダイヤモンド・パール
 ４日  「ディアルガVS（たい）パルキアVS（たい）

ダークライ」
11日 「ギラティナと氷空（そら）

の花束 シェイミ」
18日 「アルセウス 超克

（ちょうこく）の
時空へ」

25日 「幻影の覇者 ゾロアーク」

2 銀魂

3 4日 ～   弱虫ペダル

4
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
イナズマイレブン アレスの天秤

5
新幹線変形ロボ シンカリオン

30
デュエル・マスターズ !

6

～

11

ガンダムビルドファイターズトライ　全話放送
 ４日 　#1～#13
11日　#14～#25
18日　ポチっと発明 ピカちんキット セレク

ション (～7:00)
ピカチュウ＆イーブイセレクション  
ポケットモンスター(7:00～11:30)

　　　 劇場版ポケットモンスター ベスト 
ウイッシュ 「ピカチュウとイーブイ☆ 
フレンズ」(11:30～)

25日　イナズマイレブン 今日の格言スペシャル
0

～

3

銀魂 (～1:30)
ガサラキ (1:30～2:30)
機動新世紀ガンダムＸ(2:30～)

4 ミラクル☆ガールズ＜デジタルリマスターHD版＞

5 それいけ！アンパンマン

KIDS
初放送

CS
初放送


