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トムとジェリー未放送作品の一挙大公開や、スヌーピーの長編アニメなど、 

注目作品が続々登場！ 
■「スヌーピーの大冒険」（ＣＳ初放送）………………………………………………………………P.1 

■「カートゥーン スペシャル かくされたトムとジェリー」（ＣＳ初放送）……………………………………………P.1 

■「スチュアート・リトル ３」（ＣＳ初放送）…………………………………………………………………………P.2 

■「ルビー・グルーム」（ＮＥＷエピソード）…………………………………………………………………………P.2 

■「ユーリ・ノルシュテイン作品集」 …………………………………………………………………………P.3 

■「ペネロッピー絶体絶命」 ……………………………………………………………………………………………P.3 
 
 

■スヌーピー好き必見のせつないロードムービー登場！ 
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うのババール・ザ・ムービー 
スヌーピーの大冒険                    
６月７日（土）、１５日（日） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０ 
送 

月の『カートゥーン シアター』には、スヌーピー好きの方に必見の、せつな

ロードムービー『スヌーピーの大冒険』が、ＣＳ初登場でやってくる。スヌ

ピー、チャーリーそしておなじみのメンバーが贈る、楽しくて、でもちょっぴり

つない物語。 
ストーリー 

ヌーピーは最近ちょっとゴキゲンナナメ。それは海岸へ行っても、図書館に

っても、“犬はお断り！”の看板に出会うから。そんなスヌーピーのもとに1通

手紙が届く。『私は今入院しています。とてもさびしいの。会いに来て。』（ライ

）。前の飼い主ライラからの手紙を読んだスヌーピーは、チャーリーには何も

げず、病院めざして旅立ってしまった。残されたチャーリーは、ワケが分から

い。そして自分に何か原因があるのではないか、と思い悩む。 

© 1972 CBS Paramoun

注目！とっておきの秘蔵エピソードをまとめて放送！

940 年にアメリカで初公開されて、今なおどこかで必ず放送しているというま

に永遠の名作「トムとジェリー」の特別番組を放送します。『カートゥーン   

ペシャル かくされたトムとジェリー』と題した今回の見所は、これまでにカー

ゥーン ネットワークで放送されていない未公開エピソード全１０作品を一挙

送される点。また、６月９日（月）～１３日（金）のブーメラン枠後半（10:30～

1:00）でも、『トムとジェリー』を放送。６月はトムとジェリーファン必見のプログ

ムが目白押し。 

 
TM © Turner E『カートゥーン スペシャル かくされたトムとジェリー』エピソードラインナップ 

・協同作戦 ・ショックで直せ ・土曜の夜は 

・お化け騒動 ・強敵あらわる ・トムさんと悪友 

・トム氏の優雅な生活 ・人造ネコ 

・台所戦争 ・バラ色の人生 
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ぞうのババール・ザ・ムービー 

 

カートゥーン スペシャル かくされたトムとジェリー   
６月８日（日）、１４日（土） ９：００～１０：３０／２１：００～２２：３０ ＣＳ初放
ntertainment co.   



 

■３ヶ月連続放送の第３弾はアニメ版。お見逃しなく！ 
 

ぞうのババール・ザ・ムービー 

 
 

興行収入が全世界で 3 億ドルを突破した大ヒットファミリーアニメ「ス

チュアート・リトル」の第３弾が登場。リトル家の一員として迎えられ幸

せな日々を過ごすスチュアートとリトル家は、夏を過ごすため湖のキ

ャビンに出発した。車の中でパンフレットを見たスチュアートは、母親

の反対をよそに「レイク・スカウト」に入団したいと言い出すのだが…。

なにやらまた、リトル一家に騒動が巻き起こりそうな気配が。最新作

となる第３弾は、フル CG アニメという点も見所だ。 

スチュアート・リトル ３ 森の仲間と大冒険          
６月１４日（土）、２２日（日） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０ ＣＳ初放送 

 
■あらすじ■ 
リトル家で幸せな日々を過ごしていたスチュアート。そんなある日、一家は夏休みに湖へと
の車の中で「レイク・スカウト」のパンフレットを見たスチュアートは、自分もレイク・スカウトに
パやジョージと一緒に入団することになるのだが……。 

 

■ちょっと不思議なルビーの日々の新エピソードが
 

ぞ

 
 

お待たせいたしました！２００８年２月よりレギュラー放送を開始し

た「ルビー・グルーム」の新エピソードが、６月２８日（土）よりいよい

よ放送開始。また、番組のイメージソング『サイレン』が、ルビーと

仲間たちが結成したバンド『Ruby Gloom』のデビュー曲として、３月

に発売。ルビー・グルームの人気は勢いを増すばかり。 

 

ルビーはビクトリア朝ふうの大きなお屋敷に、黒ネコのキティやガ

イコツの男の子スカルなど、個性豊かな友だちと一緒に住んでい

る、ちょっと変わった女の子。一人ひとり個性があるのはとても大

切、見た目なんか関係ない！というルビーは誰もが友だちになり

たくなる人気者。ちょっと風変わりな仲間たちと暮らす、ルビーたち

の‘ユーウツでもハッピー’な毎日をお楽しみ下さい。 （全 26 話） 

TM Mighty Fine. Y
Corus Entertainme
trademark of Nelv
trademark of Coru
rights reserved. 
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世界で一番幸せな女

の子。誰もが友達に

なりたくなるような子

で、いつもハッピーな

ことをたくらんでいる

人気者。 

いつもルビーのそば

にいる、もの静かな

黒猫。ほとんどしゃ

べらないけれど、とて

もかしこい。。 

想像力豊かでロマン

チストな骸骨頭の男

の子。多才な彼は自

分探しに夢中！ 

キャラクター紹介 

ィ  

番組イメージソン
©2005 Sony Pictures Home 
Entertainment, INC.

 All Rights Reserved.
出かけることに。移動中
入りたいと言い出し、パ

到来！ 
うのババール・ザ・ムービー 
ルビー・グルーム            ６月２８日（土）より新エピソードスタート
毎週土曜・日曜 １６：３０～１７：００／３：３０～４：００ 
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【タイトル】サイレン 

【発売日】2008 年 3 月 26 日 

【収録曲】1.サイレン 

      2.My treasure 

      3.サイレン～Instrumental～ 

      4.My treasure～Instrumental～ 

 © 2008 SME Records Inc, All rights reserved
ルビー
 キテ
 スカル



■今夏注目間違いなし！ロシアアニメーションをフィーチャー 
 

ぞうのババール・ザ・ムービー 

 

６月のカートゥーン ミッドナイトに登場するのは、ロシアのアニメーシ

ョン作家、ユーリ・ノルシュテイン監督の代表作品を一挙に紹介する

『ユーリ・ノルシュテイン作品集』。繊細な映像と叙情溢れる物語が高

く評価され、世界で活躍する多くのアニメーターから愛され、今なお

師と仰がれ続けているロシアアニメの巨匠、ユーリ・ノルシュテイン。

代表作「話の話」「霧につつまれたハリネズミ」など、切り絵を少しず

つピンセットで動かす、立体的で詩的な映像が印象的なアニメーショ

ン。思わず心奪われるような幻想的な叙情性の強い作品集をお見

逃しなく！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ユーリ・ノルシュテイン作品集           ６月６日（金）スタート 
６月６日（金）、１４日（土） ０：００～１：３０ 字幕

ユーリ・ノルシュテインとは？ 

1941 年 ペンゼンスキー州ゴロヴニシチェンスキー地区アンドレエフカ村生まれ。 

1959 年 “サユーズムリトフィルム”国立映画スタジオ付属のアニメーター2年コースに入学。 

1961 年 卒業後、サユーズムリトフィルムで映画制作に従事。 

イワン・イワノフ＝ワノ監督や、ロマン・カチャーノフ監督などの巨匠に師事し、カチャーノフ作品「ミトン」、 

「わにのゲーナとチェブラーシカ」など 50 作品以上の映画制作に参加。その後、1957 年に“ロシア十月 

革命”最初の日を描いた『25 日、最初の日』で監督デビュー。『狐と兎』（73）、『あおさぎと鶴』（74） 

『霧につつまれたハリネズミ』（75）、『話の話』（79）などを制作。国内外で 30 以上の賞を受賞。 

切り絵技法による、独特の詩的で繊細な作風が多くの人々を魅了し、映像詩人と評される。 

日本をはじめ世界中のアニメーション作家たちに多大な影響を与えている。 

「霧につつまれたハリネズミ」 
©2002 Films By Jove Inc. 

in association with 
Soyuzmultifilms studio 

『ユーリ・ノルシュテイン作品集』 放送作品
ケルジェネツの戦い （1968 年） 

狐と兎 （1973 年） 

あおさぎと鶴 （1974 年） 

霧につつまれたハリネズミ （1975 年） 

話の話 （1979 年） 
 
 
 
ペネロッピー絶体絶命                ６月１日（日）スタート 
毎週土曜・日曜 ５：３０～６：００／２３：３０～２４：００ 
 
「チキチキマシン猛レース」のミルクちゃん、ことペネロッピーが主役

のスピンオフ番組！亡くなった父の莫大な遺産を受け継いだペネロ

ッピーは、父の執事シルベスター・スニークリーにいつも命を狙われ

ている。彼女の財産全てを自分の物にしたいスニークリーは、その

ために彼女がどんな目に遭おうが全く気にしない。彼は自らマントメ

ガネなる怪人に変装し財産を狙うが、彼女の殺害計画は何度となく

妨害される。彼女を守るのは「チキチキマシン猛レース」でもおなじ

みの小人 7人衆ギャングセブン！危うしペネロッピー！（全 17 話）

 

さらに、耳寄りな情報が！『チキチキマシン猛レース』、『スカイキッド   

ブラック魔王』の両番組が、６月９日（月）より待望の放送再開決定！ 

P

 

放送日時 『チキチキマシン猛レース』（毎週月・水・金曜 １４:３０～１５：００、

       『スカイキッド ブラック魔王』（毎週火・木曜 １４:３０～１５：００、ほ

3 
ERILS OF PENELOPE PITSTOP and all 
related characters and elements are 

trademarks of Hanna-Barbera. 
© Hanna-Barbera and Heatter-Quigley.
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カートゥーン シアター ６月のラインナップ 

１１ぴきのねこ 
 

６月８日（日） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０

 

 

マドレーヌとすてきな家族 
 

６月１日（日） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０
 

 

 

 

 

 

 

２００２年デイタイムエミー賞で 
最優秀児童アニメ－ション番組賞を受賞！ 

マドレーヌは何百万もの人々の心をつかみ、どの世代からも

賞賛されてきた児童書をアニメ化した作品。本作は、カートゥ

ーン ネットワークで好評放送中のＴＶシリーズ『マドレーヌ』

の長編版。お楽しみに！ 

■ストーリー■ 

パリのつたのからまる古いお屋敷の寄宿舎に住むマドレー

ヌは、両親に先立たれたのですが、やさしい寮長のミス・クラ

ベル、同じ寄宿舎に暮らす生徒の 11 人の女の子たちや愛

犬ジェヌヴィエーヌと仲良く暮らしている。ある日突然、マドレ

ーヌのもとに長い間姿を消していたホースト叔父さんが尋ね

てきた。憧れていた家族との生活に喜ぶマドレーヌであった

 が、実はホースト叔父さんは偽

 者であった。何と、マドレーヌを

 監禁して彼女に残された財産

 を狙っていたのだった･･ ･。

 （1999 年作品） 
TM & © 1999 DIC Entertainment, L.P. TM 
& © 1999 Madeleine and Barbara 
Bemelmans Used under License. All 
Rights Reserved. 

 

バービーのラプンツェル ～魔法の絵ふでの物語～
６月２１日（土）、２９日（日）  
１１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０

TM & © 2002 Mattel, Inc. 

グリム童話がバービー主演で登場！ 
グリム童話をもとにした最高にロマンティックな物語！王子

様、紫のドラゴン、きらびやかな舞踏会、色とりどりの衛兵

達、魔法…そんな心ときめくキーワードと、バービーやバー

ビーのドールハウスのようなポップな楽しさが一緒になって、

見る人全てをメルヘンの世界に導いてくれる作品。 

■ストーリー■ 

どうやって絵を描けばいいか分からない妹のケリーに、バー

ビーはあるお話を始める。ラプンツェルは世界一美しく長い

髪を持つきれいな女の子。意地悪な魔女ゴーテルに塔に閉

じ込められていると、ドラゴンのペネロピーとうさぎのホービ 

ーが魔法の絵ふでを持ってくる。そこ

で塔の壁に絵を描いたところ、想像し

た風景が現れ、なんと外の世界に出ら

れることに！そこで出会ったステファン

王子の誕生パーティーに招待されるの

だが、パーティーには、魔法でラプンツ

ェ ル に 変 装 し た ゴ ー デ ル が ！

(2002年作品) 

© こぐま社／タック／角川映画. 

ベストセラー絵本を長編アニメ化！ 
ベストセラー絵本「11ぴきのねこ」の同名長編アニメが登場。

ほのぼのとしたキャラクターたちが仲間たちと楽しい冒険を

繰り広げるストーリーで、トラネコ大将の声は、あの郷ひろみ

が担当していることでも話題となった作品。「あれっ！？」と

思わせる、驚きのラストにもご注目！是非、ご家族でお楽し

みください。 

■ ストーリー ■ 

トラネコ大将と10ぴきの子猫がひきおこす事件の連続で、街

中てんやわんや。とうとう彼らをもてあました警察署長は、グ

ループの解散を命じます。そんなとき 11 ぴきのねこは、みん

なで一ヶ月間も食べ続けられる大きな魚があるという話を聞  

いて、旅に出るが･･･。 

（1980 年作品） 

アニメと実写を融合した奇想天外な冒険物語！
カートゥーン ネットワーク初の実写とアニメーションが融合し

た作品。内気な少年ジミーは、遠足で訪れたテーマパークで

事故に遭い、脳移植をうけることに。手術は成功したが、な

ぜかジミーの目の前にカートゥーン・キャラクターが出現。ど

うやら死後パーク内に冷凍保存されていた有名なカートゥー

ン作家ミルト・アップルディの脳を移植されてしまったらしい。

それを知ったミルトの息子ソニーは、その脳を取り戻そうとす

るのだが・・・。ミルトの作ったキャラクターたちを台無しにし

てしまったソニーに脳を渡すわけにはいかない！ジミーはソ

ニーの陰謀から無事逃げられるのだろうか？  

(2006 年作品) 

 
TM & © Cartoon Network.    (s07) 

リ・アニメイテッド ～ジムのカートゥーン大冒険～ 

６月２８日（土） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０
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パニック・イン・ザ・ヴィレッジ 後半                
６月７日（土） ０：００～１：００ 字幕

個性的なキャラクターたちが不条理なパニックに巻き込まれていく、ベ

ルギー生まれの爆笑人形アニメシリーズ。主人公はパニック村に住む

ウマ、なぜかその家に居候しているカウボーイとインディアン。彼らが

村中を巻き込んで騒動を巻き起こす、短編ストーリーの後半10話をお

届けする。ウマが「ワールドカップに出場したメキシコのサッカーチー

ム」を掘り起こしたり、狩猟にやってきたカウボーイとインディアンが、

バズーカ砲を使ってとんでもないものを打ち落としたり、珍事件が続々

と巻き起こる。理由なき笑いの世界をご堪能ください。 

 
© 2006 Antefilms production 
/Gauguins International inc  

 

■６月のカートゥーン ミッドナイト その他の放送作品はこちら！■ 
「快適な生活 ～よのなかたのしいことだらけ？～」（６月１３日）、「ペイネ 愛の世界旅行」（６月２０日）<字幕> 

「ポストペットモモ便」（６月２７日） 

 

 

 

 

 

 カートゥーン シアター  カートゥーン ミッドナイト  カートゥーン スペシャル 

 ブーメラン  その他のおすすめ番組 

番組ジャンル表記一覧 

掲載に関するお問い合わせ：マーケ

〒104-0061 東京都中

TEL. 03-5537-1742 FAX
お問い合わせ 
 

ティング・コミュニケーションズ部 担当増山／植木 

央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル5F 

.03-5537-1702 E-mail:prjapan@turner.com 
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