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カートゥーン ネットワーク １０月のおすすめ番組
２０１０年１０月１０日＝「ベン１０の日」として、各国のカートゥーン ネットワークで
「ベン１０」関連作品をスペシャル放送。
人気絵本「おさるのジョージ」の劇場版を初放送するほか、手塚治虫作品を一挙４作品放送、
60 周年を迎えるスヌーピーや、ハロウィンにちなんだスペシャル放送を実施。
また、11 月に放送開始する「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ ２」に先立ち、
「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ シーズン 1」を一挙放送！
■「ベン１０スペシャル：１０.１０.１０」
………………………………………………………………P.１
■ポップコーン スペシャル （手塚治虫４作品）
…………………………………………………P.２
■ポップコーン「おさるのジョージ」劇場版……………………………………………………………………P.２
■「60 周年スペシャル みんながえらんだチャーリー・ブラウンとスヌーピー」…………………………P.３
■「カートゥーン スペシャル ワッハッハロウィン」…………………………………………………………P.３
■「オー！マイキー 特別編２」 …………………………………………………………………………………P.４
■「無口なうさぎ」
……………………………………………………………………………P.４
■「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ シーズン１ 一挙放送」………………………………………P.４

■ カートゥーン ネットワーク世界規模プロモーション実施！

ベン１０スペシャル：１０.１０.１０
１０月１０日（月） ９：００～１１：００
１０月１１日（火） １０:００～２２:００

HD 放送

現在大人気放送中のカートゥーン ネットワークオリジナルアニ
メーション「ベン 10」シリーズのタイトルにちなみ、「2010 年 10 月
10 日」を「ベン 10 の日」として、１０月１０日、１１日に、「ベン１０ス
ペシャル：１０．１０．１０」を放送いたします。
本企画は、世界各地のカートゥーン ネットワークで実施され、
10 月 10 日 10 時より、シリーズ最新作「ベン 10：アルティメット・
エイリアン」2 話を世界同時刻放送するほか、それぞれの国で独
自の企画を実施、世界中で「ベン 10」を盛り上げていきます。
日本では、世界同時企画の「ベン１０：アルティメット・エイリア
ン」初放送のほか、「ベン 10：エイリアン・フォース」（現在放送中）
「ベン 10：アルティメット・エイリアン」
の日本初公開エピソード、実写版「ベン 10：謎のチップを追え」、
TM & ©2010 Cartoon Network.
長編作品「ベン 10：オムニトリックスの秘密」を放送。
また、カートゥーン ネットワーク公式 HP にて、作品中に登場する、主人公・ベンが変身する「エイリアンヒーロ
ー」の人気投票を実施。人気のエイリアンヒーローが登場するおすすめエピソード 14 話を、7 時間連続で放送
いたします。
・・・ベン１０スペシャル：１０．１０．１０ 放送概要・・・
■１０月１０日（日） ９：００～１０：００ 「ベン 10：エイリアン・フォース」＃45、46 ※日本初放送
１０：００～１１：００ 「ベン 10：アルティメット・エイリアン」 ＃1、2 ※世界同時刻初放送
■１０月１１日（月） １０：００～１１：３０ 「ベン 10：オムニトリックスの秘密」
１１：３０～１８：３０ HP にて募集の人気投票を受けて決定した放送エピソード 14 話
１８：３０～１９：３０ 「ベン 10：エイリアン・フォース」＃45、46 ※リピート放送
１９：３０～２０：３０ 「ベン 10：アルティメット・エイリアン」 ＃1、2 ※リピート放送
２０：３０～２２：００ 「ベン 10：謎のチップを追え！」
※世界同時刻放送…それぞれの国時間においての「10 月 10 日 10 時」放送となります。
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家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！ポップコーン
■手塚治虫の珠玉の長編アニメ作品を 4 日間連続放送！

ポップコーン スペシャル （手塚治虫４作品）
「マリンエクスプレス」１０月１２日（火） １９：００～２１：００
「フウムーン」１０月１３日（水） １９：００～２１：００

ＣＮ初

ほか２作品

家族みんなで楽しめる選りすぐりの作品をお届けする枠‟ポップコーン”では、手塚治虫
の長編作品から選りすぐりの４作品を放送いたします。「マリンエクスプレス」、「フウムー
ン」は、チャリティー番組のために製作された長編アニメ企画の 2 作品。「愛は地球を救う」
という番組コンセプトに呼応したテーマを持っており、いち早く環境破壊・エコといった問題
を描いています。また、手塚治虫の人気キャラクターが総出演しています。ほか、手塚流
「孫悟空」を描いた「ぼくの孫悟空」、「ジャングル大帝 劇場版」をお届けします。

■マリンエクスプレス
【放送】１０月１２日（火）１９：００～２１：００
西暦 2002 年、太平洋横断海底鉄道マリンエクスプレスがカリフォルニアから日本へ向けて出発。
しかしこの科学の最先端を行く列車による海底の環境破壊に悩んだ開発者の博士が列車爆発を計
画し…。自然保護団体のひとつのマイナス面をカリカチュアライズした博士のキャラクター造形が作
品に深みをそえる。（1979 年制作）

「マリンエクスプレス」
©手塚プロダクション

「フウムーン」©手塚プロダクション

■フウムーン
【放送】１０月１３日（水）１９：００～２１：００
手塚の初期の代表作「来るべき世界」を原作。新人類フウムーンが超能力で迫り来る死の暗黒ガス
雲をいち早く察知し、地球を脱出するが…。ラスト、一粒の愛の涙が地球を救うシーンは感動的な名
場面。（1980 年制作）
■ぼくの孫悟空
【放送】１０月１４日（木）１９：００～２１：００ HD 放送
花果山の石から生まれた猿、孫悟空。負けん気が強くお調子者、そのうえ不思議な力を持っていま
した。やがて猿の王様になり大活躍。しかし調子に乗り過ぎて天上界で大暴れ、釈迦に五行山の中
へ閉じ込められてしまいます。 それから五百年の月日が流れ、通りがかりの旅の僧、三蔵法師に
助けられた孫悟空は、彼のお供をして天竺へ。
仲間との出会い、魔物たちとの闘い、崑崙、そして孫悟空の隠された秘密とは…。（2003年制作）
■ジャングル大帝 劇場版
【放送】１０月１５日（金）１９：００～２１：００ HD 放送
手塚治虫の代表作である「ジャングル大帝レオ」の劇場版。
手塚治虫自身が一番描きたかったテーマ「命の大切さ」「命の循環」が、TV シリーズと違うラストシー
ンを通して描かれる。（1997 年）

「ぼくの孫悟空」
©手塚プロダクション/アールビバン

「ジャングル大帝 劇場版」
©手塚プロダクション/松竹

■半世紀にわたり、世界中で親から子へと親しまれてきた人気絵本の劇場版アニメーション

おさるのジョージ
１０月１６日（土）、２４日（日） １１：００～１３：００／１９：００～２１：００

HD 放送/CN 初

H.A.レイ、M.レイ 原作の人気絵本「ひとまねこざる」「おさるのジョージ」をもとに制作さ
れたアニメーション「おさるのジョージ」劇場版を、10 月 16 日、24 日に放送いたします。
身のまわりのあらゆることに対して、好奇心をいっぱいで、知りたがりのこざる・ジョージ。
とにかく自分で見て、触って、試してみたいジョージは、失敗もしながら、たくさんの冒険を
して、いろいろなことを学んでいきます。
愛らしい姿と、そのストーリー性で、世界中で半世紀にわたって、親から子へと親しまれ
てきた「おさるのジョージ」。絵本のイメージを大切にした動きと絵が特徴の劇場版アニメー
ションでお楽しみください。
〔あらすじ〕
ニューヨークの博物館で働くテッドは、博物館が閉鎖されると聞かされる。それを回避す
べく、アフリカに伝わる古代巨像を見付け博物館の目玉にする事を思いつく。目的地の側
「おさるのジョージ」
で休憩しているテッドの前に、子ざるが現れ帽子を取られてしまう。やっと伝説の巨像を
©2006 Universal Studios.
見付けたが、想像もしていなかった小ささ。これでは目玉にならないと帰りの船で落ち込む ALL RIGHTS RESERVED.
テッド…。子ざるがついてきてしまっている事など思いもせず…。
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■「ＰＥＡＮＵＴＳ」60 周年！みんながえらんだベストエピソードを放送！

60 周年スペシャル みんながえらんだチャーリー・ブラウンとスヌーピー
１０月２日（土）、１０日（日） １１：００～１３：００
スヌーピーはじめ、世界中で愛されている人気キャラクターが登場する雑
誌「ピーナッツ」が、１０月２日に生誕 60 周年を迎えることを記念して、ファン
による人気投票で選ぶ「６０周年スペシャル みんながえらんだチャーリー・ブ
ラウンとスヌーピー」を放送いたします。カートゥーン公式 HP で実施の「チャ
ーリー・ブラウンとスヌーピー」のエピソード人気投票で選ばれたエピソードの
ベスト３を放送するほか、スヌーピーファンならずとも必見のメイキングも特
別放送いたします。
「ピーナッツ」は、1950 年 10 月２日にチャールズ・シュルツによってアメリ
カの新聞７紙の連載コミックとして初登場。 スヌーピーが登場したのはその
2 日後、10 月 4 日のこと。瞬く間に読者の心をつかみ、世界の人気者となり
ました。1957 年には初アニメ化され、その後 5 回におよぶエミー賞を受賞し
たほか、1984 年には連載コミック紙が 2,000 紙を突破し、ギネスに公認され
ています。

「チャーリー・ブラウンとスヌーピー」
©2010 Peanuts Worldwide LLC.

60 周年を記念する今年は、全国各地で展覧会が開催されるほか、プレミアムグッズの発売など、さまざまなイベ
ントや企画が予定されています。この機会にぜひスヌーピーの世界をお楽しみください。
★ハロウィン・スペシャル でも超人気エピソード「カボチャ大王」を放送 10 月 31 日 15：30～19：00 内
★長編作品「スヌーピーの大冒険」も放送！ 10 月 2 日、10 日 19：00～20：30

■１０月の『ポップコーン』 その他の放送作品
放送日
10 月 2 日（土）、10 日（日）
10 月 3 日（日）
10 月 9 日（土）、17 日（日）
10 月 30 日（土）
10 月 23 日（土）、31 日（日）

放送時間
19:00～20:30
11:00～12:30／19:00～20:30
11:00～13:00／19:00～21:00
11:00～12:30／19:00～20:30
11:00～12:30／19:00～20:30

作品名
スヌーピーの大冒険
バルト 新たなる旅立ち
劇場版 名探偵ホームズ１＆２ ＨＤ
ぞうのババール・ザ・ムービー
バービーの王女と村娘

■カートゥーン ネットワークでハロウィン気分を満喫！！

カートゥーン スペシャル ワッハッハロウィン
１０月３１日（日） １５：３０～１９：００
10 月 31 日はハロウィン！もともとは古代ケルト民族の暦で大晦日にあたる日で、
日照時間が短くなるこの時期に死者の霊が作物を荒らしにやってくるのを恐れた
人々が悪霊を追い払うためのお祭りでした。こどもたちがおばけに扮装して、「お菓
子をくれないといたずらしちゃうぞ！」と街中を歩くのも、これがもとになっています。ま
た、いまでは転じて仮装パーティーが行われ、仲間と楽しい時間を過ごすイベントの
一つになっています。
カートゥーン ネットワークでは、人気作品の中より、「ハロウィン」をテーマにしたエピソ
ードをまとめて放送します！みんなでハロウィン気分をお楽しみください。

■チャーリー・ブラウンとスヌーピー 「カボチャ大王」
スヌーピーとその仲間たちにとって、10 月 31 日は特別な日。みんな
仮装パーティーを楽しみます。そんな中、今年もライナスは一晩中
畑の中でカボチャ大王がくるのを信じて待っていました。彼は、カボ
チャ大王が世界で一番誠実なカボチャ畑に現れて、世界中の子
供たちにおもちゃをくれると信じているのです。

「チャーリー・ブラウンとスヌーピー」
©2010 Peanuts Worldwide LLC.

■マドレーヌ 「きょうふのハロウィン」
10 月のある日、アメリカからパリにやってきたハリウッドスターのシュガ
ーはホームシックでなんだか浮かない顔。そんなシュガーのためにマ
ドレーヌたちはパリで仏流ハロウィン・パーティーを計画するが失
敗。そして当日、映画の撮影のためにとある古城にやってきたシュ
ガーとマドレーヌたちでしたが・・・。

ほか、下記人気タイトルのハロウィンエピソードを放送！

■ビリー＆マンディ
■ガーフィールド・ショー

■フォスターズ・ホーム
■ＫＮＤ ハチャメチャ大作戦

■クリフォード
■きかせて！ピンキー ゆかいなおはなし
■アンジェラ アナコンダ ■キャンプ・ラズロ
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■ハロー・キティのスタンプヴィレッジ

ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ

■今年で 10 周年の人気ブラックコメディを、オリジナル編成でイッキ見放送！

オー！マイキー 特別編２
１０月２２日（金）／３０日（土） ２４：００～２５：００
アメリカ人マネキン家族が繰り広げるブラックコメディシリーズ「オー！マイキー」を、カ
ートゥーン ネットワークオリジナル編成でお届けする「オー！マイキー 特別編」。8 月
の第 1 弾に続き、第 2 弾となる「オー！マイキー 特別編２」を、1 時間連続で放送
いたします。
アメリカから引っ越してきたマネキン家族＜フーコン・ファミリー＞が巻き起こすシュー
ルな笑いはクセになること間違いなし！今年 10 周年を迎え、ますます人気の「マイキ
ーワールド」にどっぷりハマってください。

１０月の『ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ』 その他の放送作品
放送日

「オー！マイキー」
© オー！マイキープロジェクト 2005

放送時間

作品名

10 月 1 日（金）、9 日（土）
10 月 2 日(土)

深夜 0:00～1:00
深夜 0:00～1:00

春田花花幼稚園～マクダルとマクマグ～
ガンビー・ベストセレクション１

10 月 8 日（金）、16 日（土）
10 月 15 日（金）、23 日（土）

深夜 0:00～1:30
深夜 0:00～1:30

ザ・ポイント
パニック・イン・ヴィレッジ（前半）

10 月 29 日（金）

深夜 0:00～1:00

ＮＦＢショート：女性作家選 ＨＤ

■隠れた（？）人気！いたずらずきで無口なうさぎの行動に思わずニンマリ…！

無口なうさぎ

１０月１９日(火)スタート

毎週月曜～金曜 ２１：００～２１：３０／３：００～３：３０
一度みたらやみつきになる！？根強い人気を持つ「無口なうさぎ」を１０月１９日より放送。
主人公は、愛嬌があるのに問題ばかりを起こす、性格も行動もぜーんぜんかわいくない“無口
な”ウサギ。色々ないたずらをしてはしっぺ返しをくらっているのに、まったく反省の色なし！
思わずにやりとしてしまうショートアニメをお楽しみください。
「無口なうさぎ」 Copyright Untalkative Bunny 2001 Inc. Copyright BA “Bunny” Limited 2001

■１１月のシーズン 2 放送開始直前！シーズン 1 連日一挙放送！
スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ シーズン １ 一挙放送
１０月２２日（金）、２５日（月）～２９日（金）、１１月１日～５日（金） １７：００～１８：００

HD 放送

「スター・ウォーズ」の新たな伝説が描かれ人気のＴＶアニメシリーズ「スター・ウォーズ／クロ
ーン・ウォーズ」。１１月より、シーズン 2 の放送がスタートいたします。放送開始直前となる１
０月２５日より、シーズン１を一挙放送！
新シーズンをご覧になる前に、あらためて壮大な世界観をお楽しみください。
スター・ウォーズシリーズ初のアニメとなる本作の舞台となるのは、『エピソード 2／クローンの
攻撃』と『エピソード 3／シスの復讐』の間の「クローン戦争」が勃発した時代。作品の『エピソ
ード２』と『エピソード 3』の中でわずかに描かれているだけで、その全貌は謎に包まれたままだ
「スターウォーズ／クローン・ウォーズ シーズン 1」
った、銀河系を変えるほど壮大な戦いとなった「クローン戦争」の全貌があきらかに…！

TM & (c) 2010 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.
Used Under Authorization.

番組ジャンル表記一
ポップコーン
BOOMERANG

CARTOON MIDNIGHT

カートゥーン スペシャル

その他のおすすめ番組
カートゥーン ネットワーク HP http://www.cartoon.co.jp/
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