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6 30
～28日 ハローココモン

うちの3姉妹

7 30
～7日 パウ・パトロール セレクション　10日～ ♦トロピカル～ジュ！プリキュア

～7日 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期) ※7日(～7:45)
7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(7:45～8:00) 

スポンジ・ボブ シーズン9 セレクション(8:00～)
10～18日 ♦おしりたんてい(第1期)  ※18日(～7:55)

18～26日 ♦おしりたんてい(第2期)  ※18日(7:55～)　27日～ ♦おしりたんてい(第3期)8
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

10 15
3日～ ハローココモン セレクション

30
マーシャとくま

～12日 パウ・パトロール　13日～ ♦もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第1シリーズ

11 30
～25日 アニメ ボス・ベイビー　26～28日 うちの3姉妹 セレクション

それいけ！アンパンマン
12 30

10日～ ♦トロピカル～ジュ！プリキュア

1 30

～14日 あらいぐまラスカル
17日～ ふるさと再生　日本の昔ばなし
情報

2 30
子育てTV ハピクラ
それいけ！アンパンマン

3 30
うちの3姉妹

～25日 アニメ ボス・ベイビー　26～28日 団地ともお セレクション

4

～

5

6
10～18日 ♦おしりたんてい(第1期)  

※18日(～6:25)
18～26日 ♦おしりたんてい(第2期)  ※18日(6:25～)　27日～ ♦おしりたんてい(第3期)

7
30

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
～10日 リズスタ 

-Top of Artists!-
17日～ 団地ともお 

セレクション

11日～ 
♦ハクション大魔王

２０２０

ポケットモンスター 
めざせ

ポケモンマスター
妖怪ウォッチ♪ マジカパーティ

10～12日 うちの3姉妹 セレクション
13日～ ♦もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第1シリーズ

8 ポケットモンスター

9
～27日 ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ‐ 

※27日(～9:30)
27日 銀魂 セレクション(9:30～)
28日～ ♦ダイヤのＡ actⅡ

10 宇宙兄弟 ※4日 銀魂 セレクション、10日 団地ともお セレクション

11

～

0
1 ポケットモンスター

2
～27日 ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ‐ 

※27日(～2:30)
27日 銀魂 セレクション(2:30～)
28日～ ♦ダイヤのＡ actⅡ

3 宇宙兄弟 ※4・10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(～3:30)、
スポンジ・ボブ シーズン9 セレクション(3:30～)

4 30
～14日 あらいぐまラスカル　17日～ ♦少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第1シリーズ

～7日 銀魂 セレクション　10日～ 団地ともお セレクション
5 30

情報

劇場版それいけ！アンパンマン
3日 妖精リンリンのひみつ (12:00～) 
4日 だだんだんとふたごの星 (12:00～) 
5日 ブラックノーズと魔法の歌 (12:00～) 
6日 すくえ！ココリンと奇跡の星 (11:58～) 
7日 よみがえれバナナ島 (11:57～) 

11：30～1:00春休み特別編成春休み特別編成

初放送 / オススメ ♦ 1話スタート 映画・劇場版

8：00～10：00春休み特別編成春休み特別編成
3～7日 映画ドラえもん 5作品

（6日 のび太の月面探査記）
（7日 のび太の新恐竜）

3日 劇場版アイカツ！ 2作品
4日 劇場版アイカツプラネット！
5日 劇場版 ダーウィンが来た！

～アフリカ新伝説～
6日 恐竜超伝説 

劇場版ダーウィンが来た！
7日 驚き！海の生きもの超伝説 

劇場版ダーウィンが来た！

3～5日 劇場版 「名探偵コナン」 3作品
（5日 緋色の弾丸）

6日 劇場版ポケットモンスター ココ
7日 ボス・ベイビー

4：00～6：00春休み特別編成春休み特別編成

3～6日 映画ドラえもん 4作品
7日 宇宙兄弟#0 （～0:40）

映画「宇宙兄弟」 （0:40～2:55）

3～5日 まじっく快斗1412
6日 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラと

ダブル世界の大冒険だニャン！（～2:40）

11：00～1：00

1：00～2：30

春休み特別編成春休み特別編成

6：00～8：00春休み特別編成春休み特別編成

土 1・8・15・22・29

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし 
うちの3姉妹

7 30
あらいぐまラスカル
1日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ 

シーズン１

8

30
パウ・パトロール
見上げてみよう、ぼくらのウチュウ

45
～22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
29日 ごっこランドTV ～2023Spring～

9 それいけ！
アンパンマン

10 30
子育てTV ハピクラ

11

ふるさと再生　日本の昔ばなし 
セレクション

30

45
キャッチ！ティニピン
れいぞうこのくにのココモン２ セレクション

12
～

1

映画ドラえもん 
  1日 のび太の恐竜２００６
  8日 のび太と緑の巨人伝
15日 のび太の人魚大海戦
22日 のび太と奇跡の島　

～アニマルアドベンチャー～
29日 新・のび太の大魔境

～ペコと５人の探検隊～

2 30

1日～ ♦ヒックとドラゴン：新たな世界へ！ 
シーズン１(二か国語版)

うちの3姉妹

3

～

4

映画ドラえもん 
  1日 のび太の新魔界大冒険

～7人の魔法使い～
  8日 新・のび太の宇宙開拓史
15日 新・のび太と鉄人兵団
22日 のび太のひみつ道具博物館（ミュージアム）
29日 のび太の宇宙英雄記

（スペースヒーローズ）

5 30

～8日 アニメ ボス・ベイビー
15日～ ♦リズスタ -Top of Artists ! -
妖怪ウォッチ♪

6 30

～22日 おしりたんてい(第2期)
29日～ ♦おしりたんてい(第3期)
ポケットモンスター めざせポケモンマスター
※1・8日 うちの3姉妹 セレクション

7

～

8

劇場版 「名探偵コナン」
  1日 11人目のストライカー 
  8日 純黒の悪夢（ナイトメア）

15日 ボス・ベイビー
22日 宇宙兄弟#0
29日 映画「宇宙兄弟」(～9:15)

9

～

10

～22日 宇宙兄弟 ※22日(～10:30)
22日 うちの3姉妹 セレクション(10:30～)
29日 銀魂 セレクション(9:30～10:30)

うちの3姉妹 セレクション(10:30～)

11

～

4

映画ドラえもん
  1日 のび太の

宇宙開拓史 (～0:40)
のび太の宇宙小戦争

（リトル・スター・ウォーズ）(0:40～)
  8日 のび太と銀河超特急（エクスプレス）(～0:45)

のび太の宇宙漂流記 (0:45～)
15日 のび太の恐竜２００６(～0:55)

のび太の新魔界大冒険
～7人の魔法使い～ (0:55～2:55)
のび太と緑の巨人伝 (2:55～)

22日 新・のび太の宇宙開拓史 (～0:50)
のび太の人魚大海戦 (0:50～2:35)
のび太の新恐竜 (2:35～)

29日 弱虫ペダル Re:RIDE (～0:35)
弱虫ペダル Re:ROAD (0:35～2:10)

劇場版 弱虫ペダル (2:10～)

5 1日～ 団地ともお セレクション

日 2・9・16・23・30

6 30

～9日 アニメ ボス・ベイビー
16日～ ♦リズスタ -Top of Artists!-

45
キャッチ！ティニピン
見上げてみよう、ぼくらのウチュウ

7

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)
15

30

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～
マジカパーティ

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター めざせポケモンマスター
※2・9日 うちの3姉妹 セレクション

9
劇場版それいけ!

アンパンマン
  2日 ミージャと

魔法のランプ (9:27～)
  9日 おもちゃの星のナンダとルンダ
16日 ブルブルの宝探し大冒険！
23日 かがやけ！クルンといのちの星
30日 きらめけ！アイスの国のバニラ姫10

30
パウ・パトロール セレクション

11 ～23日 スポンジ・ボブ シーズン9
30日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン10

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

  2日  「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」 
  9日  「ミュウと波導（はどう）の勇者 ルカリオ」
16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
23日  「ディアルガＶＳ(たい)パルキア

ＶＳ(たい)ダークライ」 
30日  「ギラティナと氷空（そら）の花束 

シェイミ」 

2
～

3

劇場版 「名探偵コナン」 
  2日 ゼロの執行人
  9日 緋色の弾丸

16日 スマーフ
23日 スマーフ2　アイドル救出大作戦！
30日 スマーフ　スマーフェットと秘密の大冒険

4 30

30

45

妖怪ウォッチ♪
～23日 ポケットモンスター サン＆ムーン

※23日(～5:00)
23日 うちの3姉妹 セレクション(5:00～)
30日～ ♦EDENS ZERO

5 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第2期)

アストロロロジー 
～おかしな12星座うらない～

6

～

11

ハクション大魔王２０２０
  2日 #11～#20 
劇場版 「名探偵コナン」
  9日 沈黙の15分（クォーター） (～7:55)

異次元の狙撃手（スナイパー） (7:55～)
16日 ゼロの執行人 (～8:00)

緋色の弾丸 (8:00～)
♦ダイヤのＡ

23日 #1～#12
30日 #13～#24

0 2日～ 団地ともお セレクション

1

～

3
2日～ ♦キャプテン翼

4
～23日 ポケットモンスター サン＆ムーン

※23日(～4:30)
23日 銀魂 セレクション(4:30～)
30日～ ♦EDENS ZERO

5
～23日 スポンジ・ボブ シーズン9

(二か国語版)
30日～ ♦スポンジ・ボブ シーズン10

(二か国語版)
 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。

2023.4

10～12日 映画 おかあさんといっしょ 3作品
（12日 ヘンテコ世界からの脱出！ ）

13～18日 映画ドラえもん 4作品
19・20日 劇場版 アイカツ！ 3作品
21日 劇場版アイカツプラネット！

24～28日 映画クレヨンしんちゃん 5作品

キッズステーション開局30周年特別編成キッズステーション開局30周年特別編成

キッズステーション開局30周年特別編成キッズステーション開局30周年特別編成

キッズステーション開局30周年特別編成キッズステーション開局30周年特別編成
 夕方 4：00～

10～25日 映画ドラえもん 12作品
（25日 のび太の新恐竜）

26～28日 劇場版 「名探偵コナン」 3作品

よる 11：00～


