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カートゥーン ネットワーク ５月のおすすめ番組
「ＭＲ. ＭＥＮショー」の新シリーズ「ＭＲ. ＭＥＮショー２」が日本初放送！
人気アメコミのアニメーション「バットマン：ブレイブ＆ボールド」に New エピソードが初登場！
今年 S・スピルバーグ監督の実写版が全米公開予定の
「タンタンの冒険」の長編作品 3 作を HD で放送する「タンタンの冒険 長編スペシャル」
そのほか、胸キュン名作少女漫画が原作の「劇場版 おはよう！スパンク」、
コマ撮り人形アニメ「こま撮りえいが こまねこ」をお送りいたします。
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■ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ「こま撮りえいが こまねこ」………………………………………P.３

■ 個性的なキャラたちの突拍子もないギャグ満載！イギリスの国民的絵本のアニメーション最新シリーズ！

ＭＲ. ＭＥＮショー２

５月１日(日)スタート

毎週土曜・日曜 １４：３０～１５：００

日本初放送/ＨＤ

イギリスで大人気の絵本を原作にしたショート・コメディア
ニメ「ＭＲ．ＭＥＮショー」の新シーズン「ＭＲ.ＭＥＮショー２」
を５月１日より放送いたします。
原作絵本「Ｍｒ.Ｍｅｎ ａｎｄ Ｌｉｔｔｌｅ Ｍｉｓｓ」は７０年代にロ
ジャー・ハーグリーブス氏によって描かれ、世界３０カ国以
上、１５ヶ国語に翻訳され、累計１億冊以上の販売実績があ
り、日本では、絵本を２００８年にポプラ社より発売。２０１０
年４月より本チャンネルにて日本初で放送がスタートしてか
ら、子供から大人まで幅広い層に人気を得るシリーズです。

新キャラクターも多数登場！
いつも陽気で幸せなハッピーくんとニコニコちゃん、不運で
怪我が絶えないドジドジくんなど、個性的でユニークなおな
じみのキャラクターに加え、新シリーズでは、自分で自分の
マジックに驚かされてしまう愛らしい“マジックちゃん”、いつ
でも誰にでも態度の大きいいばりんぼちゃんはじめ、新キャ
ラクターたちが増えて、おもしろさもさらにパワーアップ。

【おすすめエピソード】
＜第１３話＞“お気に入りの帽子”
キチョウメンくんがマジックちゃんの帽子屋に帽子を買いに
行ったものの、マジックちゃんが魔法で出してくれる帽子は
ヘンなものばかり。ニコニコちゃんとくよくよくんは、がんこく
んのオープンカーに乗せてもらっていたけれど、大きな帽子
がジャマで、危険なドライブに…。

★第１シーズンの「ＭＲ. ＭＥＮショー」は平日に放送！
毎週月曜～金曜 ８：３０～９：００/１６：００～１６：３０
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「ＭＲ.ＭＥＮショー２」
THE MR MEN SHOW TM DILLYDALE TM Copyright © 2011 THOIP
(a Chorion company). All rights reserved.

■「バットマン」人気シリーズに New エピソード登場！
バットマン：ブレイブ＆ボールド Ｎｅｗエピソード
■

５月２１日（土）スタート
日本初放送/HD

毎週土曜・日曜 ８：００～８：３０／１７：３０～１８：００
「バットマン」シリーズの最新作「バットマン：ブレイブ＆ボールド」。「ハイ！
ハイ！パフィー・アミユミ」や「ベン１０」など、カートゥーン ネットワークの看板
番組を生み出した名プロデューサー、サム・レジスターが製作総指揮を務め
る本作は、コミックの要素をふんだんに取り入れた軽快なタッチで描かれ、
毎回アメコミの人気ヒーローたちが入れ替わり登場してバットマンとともに悪
に立ち向かう様子を描く人気作です。
登場キャラクターが歌ったり、男女が逆転するエピソードがあったりと、面白
さもパワーアップしたノンストップ＆アクションアドベンチャーにご注目くださ
い。
【おすすめエピソード】
第４３話 怪人マチス・マローン
持ち主に９つの命をもたらすという「ネフェルティティのマント」が博物館に展示さ
れていた。バットマンはそれを盗みにきたキャットウーマンを捕らえる。だが、ハ
ントレスとブラックカナリーがキャットウーマンと一悶着している間に、トゥーフェイ
スがまんまとそのマントを持ち去ってしまう…。
第４５話 恐怖のエンペラー・ジョーカー
テンアイドマンとの戦いの最中、またバットマイトが現れた。彼はバットマンとジョ
ーカーの対決を見たがり、魔法でジョーカーをアーカムから出してしまう。さらに、
バットマンのピンチを救おうとして、誤ってジョーカーに魔法の力を与えてしまう
のだった。力を得たジョーカーは現実の世界をゆがめ、バットマイトの対となるジ
ョーカーマイトを作り出し…。

「バットマン：ブレイブ＆ボールド」
TM & (c) DC Comics.(s09)

■Ｓ・スピルバーグが実写映画化も予定している、ベルギーが生んだ世界的人気シリーズを HD で！

カートゥーン スペシャル 「タンタンの冒険 長編スペシャル」

HD

５月３日（火）～５日（木） １９：００～２０：３０
1929 年にエルジェによりベルギーの子ども新聞に掲載が始まって以来、80 ヵ
国以上の言葉に翻訳され、全 24 作の累計が 2 億 3000 万部以上という世界中
で愛され続ける絵本「タンタンの冒険旅行」シリーズ。
少年記者タンタンと、相棒の白い犬・スノーウィが出会う、世界中、時には宇宙
へも行く冒険物語は、幾度もアニメ、映像化され、2011 年にはスティーブン・スピ
ルバーグとピーター・ジャクソンのプロデュースにより３部作が実写映画化も予
定されています。
カートゥーン スペシャルでは、原作絵本を元にした長編３作品「タンタンの冒
険 ビーカー教授事件」「タンタンの冒険 ななつの水晶球と太陽の神殿」「タンタ
ンの冒険 呪われた湖の謎」を、３日にわたり HD で放送いたします。Ｇ．Ｗにゆっ
たりと、タンタンの冒険をお楽しみください。

「タンタンの冒険 ビーカー教授事件」
© Belvision/Dargaud-Films ©Hergé/Moulinsart

「タンタンの冒険 長編スペシャル」
■「タンタンの冒険 ビーカー教授事件」 初ＨＤ放送
５月３日（火） １９：００～２０：３０
ビーカー教授の発明した超音波装置をめぐる恐るべき陰謀に、
タンタンとハドック船長が挑む！

「タンタンの冒険 ななつの水晶球と太陽の神殿」
© Belvision/Dargaud-Films ©Hergé/Moulinsart

■「タンタンの冒険 ななつの水晶球と太陽の神殿」
５月４日（水） １９：００～２０：３０
インカ帝国の王"ラスカル・カパック"の墓を掘り起こし、財宝を持ち帰った 7 人の考古学
者が、次々に謎の病気に…。
■「タンタンの冒険 呪われた湖の謎」
５月５日（木） １９：００～２０：３０
シルダビアの湖畔に住むビーカー教授の招待を受け、やって来たタンタンたち。
しかし、教授が発明した３D-フォトコピー機の試作品を何者かに盗まれ…。
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「タンタンの冒険 呪われた湖の謎」
© Belvision/Dargaud-Films ©Hergé/Moulinsart

家族みんなで楽しめる長編作品がいっぱい！ポップコーン
■人気少女マンガのテレビアニメ化３０周年！愛すべきへんてこな犬スパンクの大奮闘を劇場版で！

劇場版 おはよう！スパンク
５月２８日（土） １１：００～１３：００／１９：００～２１：００
今年でテレビアニメ化 30 周年を迎える少女マンガ「おはよう！スパンク」の劇場版
を放送いたします。
「おはよう！スパンク」は、1978 年講談社「なかよし」で連載を開始した少女マンガ
で、1981 年には TV アニメシリーズがスタート。ドジでへんてこな白い犬スパンクと
中学生の愛子の日常が楽しく描かれ、当時爆発的な人気を誇りました。現在では、
イタリア、フランス、台湾など、海外でも放送され、特にイタリアではスパンクのアパ
レルグッズが数えきれないくらい展開されるほどの人気シリーズです。
今回放送する劇場版は、ＴＶシリーズとは違ったストーリーで、新しいキャラクターも
登場する番外編。ファンならずとも見逃せない内容で、２時間で「おはよう！スパン
ク」の甘酸っぱくて優しい世界をたっぷりお楽しみいただけます。

「劇場版 おはよう！スパンク」
©たかなししずえ・雪室俊一／講談社・TMS

■５月の『ポップコーン』 放送作品
放送日

放送時間

作品名

5 月 1 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

バービーのラプンツェル～魔法の絵ふでの物語～

5 月 7 日（土）、15 日（日）

11:00～13:00/19:00～21:00

キャスパー

5 月 8 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

原始家族フリントストーン 吸血鬼ロッキュラとフランケンストーン

5 月 14 日（土）、22 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

バービーと妖精の国フェアリートピア

5 月 21 日（土）、29 日（日）

11:00～13:00/19:00～21:00

フリントストーン・モダン石器時代

ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ
毎週末の深夜枠「カートゥーン ミッドナイト」では、大人も楽しめるユニークな作品を特別にお送りしています。

■ほんわかキュートなキャラクターたちを描くハートウォーミングストーリー

こま撮りえいが こまねこ
５月２７日（金） ２４：００～２５：３０
ＮＨＫの人気キャラクター“どーもくん”の生みの親、合田経郎監督が手が
けた人形アニメーション。かわいいこねこの“こまちゃん”を主人公に、５つの
お話で構成されています。好奇心旺盛でがんばり屋のこまちゃんと彼女の周
りに集まるキュートなキャラクター達の日常を描くハートウォーミングストーリ
ー。第１０回文化庁メディア芸術祭で審査委員会推薦作品に選ばれるなど
数々の受賞歴を持つコマ撮り人形アニメーションです。

「こま撮りえいが こまねこ」
©TYO／dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

■5 月の『CARTOON MIDNIGHT』の放送作品
放送日
5 月 6 日（金）、14 日（土）
5 月 7 日（土）
5 月 13 日（金）、21 日（土）
5 月 20 日（金）、28 日（土）

放送時間
24:00～25:00
24:00～25:00
24:00～25:00
24:00～25:00

作品名
パニック・イン・ザ・ビレッジ（後半）
サーリ島のおはなし
NFB ショート・女性作家選
家電漫才ジョン・テレビ SHOW

番組ジャンル表記一
ポップコーン

CARTOON MIDNIGHT

BOOMERANG

その他のおすすめ番組

カートゥーン スペシャル

カートゥーン ネットワーク HP http://www.cartoon.co.jp/
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