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パパママ安心＆こどもの情操 UP に頼れる子育てアイテム
プリスクールキッズ集まれ！2 歳～6 歳の小さなお子様に向けた放送枠

カートゥーン ニト

４月 1 日より、平日 10:00-14:00/土日 12：00-14:00 毎日放送！
アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」（株式会社ジャパン・エンターテイメント・ネットワーク：執行役
員兼ジェネラル・マネージャー：トム・ペリー）は、4 月 1 日より、2 歳から 6 歳までの未就学児童向けに世界中から
集めた良質なアニメをお届けする放送時間枠“Cartoonito〔カートゥーン ニト〕”をスタートいたします。

「カートゥーン ニト」は、“ママが安心して子どもに見せられる”作品を集めた平日 10 時から 14 時・土日 12 時-14
時の毎日同時間帯での放送枠。カラフルで想像力を生み、“言語”ではなく“動き”で直感的に感じることのできる
映像作品や優しい会話を日英バイリンガルで観ながら身につけることができる作品といった、小さな子どもが五
感を使って楽しめるコンテンツを揃えています。世界中で愛される「トムとジェリー キッズ」「ベビー・ルーニー・テ
ューンズ」「きかんしゃトーマス」「ピングー」など、カートゥーン ネットワークらしいグローバルで多彩なラインナッ
プをご用意しています。
■カートゥーン ネットワークとは
カートゥーン ネットワークは、1992 年 10 月にアメリカで放送を開始し、現在は世界 178 国、約 3 億 6700 万世帯が視聴する世界最
大級のアニメ専門チャンネル。
日本では、1997 年に日本初のアニメ専門チャンネルとして放送を開始。開局以来「トムとジェリー」「ルーニー・テューンズ・ショー」をはじ
めとする永遠の名作から、オリジナル制作の「パワーパフ ガールズ」「ベン：１０」「おかしなガムボール」ほか、「きかんしゃトーマス」「スタ
ー・ウォーズ／クローン・ウォーズ」など“世界のアニメがここにいる”をキャッチフレーズに、あらゆる世代の視聴者の皆様に楽しんでいただ
ける多彩な番組をお届けしています。

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

♪

とは？

６体のカラフルなナビゲーターが、子供たちをガイド！
パパママも安心で、小さなお子様に楽しんでいただける
カラフル、楽しい、良質なコンテンツを世界中から集めました。
保護者がお忙しい時間帯、お子様だけでテレビに集中できるよう設定しています。
一人で、兄弟姉妹と、お友達と、お子様が楽しくテレビを見ている間、
目の届く距離で安心して家事や用事に対応できます。
Ⅰ “カラフル” “楽しい動き” “短めのストーリー”＝子供が興味を持ちやすいラインナップ
ナレーションやセリフが少なめ、カラフルな映像と動きで楽しめるショートストーリーを中心に、
小さなお子様でも興味を持ちやすい作品を世界中から集めています。
Ⅱ 小さな“好奇心”と“新しい発見”を応援します
共感できるキャラクターが登場したり、思わず体が動いてしまう楽しい音楽が挿入されていたりと、
お子様の新しい発見を促し、想像力と好奇心を刺激。
知育・情操教育の観点からも考慮された番組を多数放送していきます。

Ⅲ 小さな“国際感覚”を刺激します
ナレーションやセリフを英語、日本語の両方でお届けするバイリンガル作品も放送。
やさしい英会話を自然に身につけることができます。

世界の大人気キャラクターたち
バイリンガル

バイリンガル

バイリンガル
「ベビー・ルーニー・テューンズ 」

「トムとジェリー テイルズ 」

「ピングー 」

「きかんしゃトーマス 」

世界各国の良質な短編アニメーション
バイリンガル

「MUMU ハグ」

「かたつむリンピック」

奇想天外なストーリー

「こねこのピムとポム」

「サーリ島のおはなし

国内外の絵本原作のアニメーション

バイリンガル

バイリンガル

「アンデルセン・ストーリーズ」
「やなせたかしメルヘン劇場」
バイリンガル
「あぁ、レイモンド！

バイリンガル

「マドレーヌ」
「ぞうのババール」

★４月スタートのおすすめ番組★
■マノン

【放送】 ４月１日（月）スタート 月曜～金曜 13:00～13:15

子どもたちの想像力を伸ばす、温かみと自然がいっぱいのフランス
制作のアニメシリーズ「マノン」は、動物や自然を愛する心優しく前向
きな女の子・マノンが牧場の動物たちと過ごす、冒険に満ちた日々を
描いた作品。NHK で放送され人気を博したシリーズが CS 初登場いた
します。
今回の放送では、NHK では未放送であった各エピソードの後半に
登場する音楽パートも合わせて放送いたします。
【あらすじ】
緑いっぱいの中、牧場の動物たちと暮らす少女・マノンは、犬のビン
ゴ、猫のメルバ、ロバのバズ、羊のカールー…おおくのお友達に囲ま
れています。おうちに遊びにきた白鳥の面倒を見たり、角が生えてこ
なくて悩む小鹿の相談にのったり…マノンの毎日はゆかいな出来事
と冒険で満ちています。

「マノン」
© CYBER GROUP ANIMATION - SARDINE PRODUCTIONS INC
- PLANET NEMO ANIMATION - TIJI - RADIO CANADA - 2008.

■特選絵本アニメコレクション

【放送】 ：４月６日（土）スタート土曜・日曜 13:00～13:30
お母さんの時代から親しまれ、今も人気の絵本「はらぺこあおむし」を
はじめ、数々の名作絵本をアニメーション映像にした「特選絵本アニメ
コレクション」を放送いたします。
絵本の世界観をそこなうことなく、絵本を読むスピードに合わせて制
作された本シリーズは、英語版ではネイティブなスピーカーをナレーシ
ョンに起用。ゆっくりと流れる優しい映像で知育、情操教育、英語教育
の観点からも優れたシリーズです。エリック･カール、あきやまただし、
五味太郎、宮西達也、きもとももこら５人の絵本作家の２４作品を特別
編集してお届けします。

「はらぺこあおむし」
©The Illuminated Film Company Ltd. /
Scholastic Productions Inc.1993/2013

※エリック・カール作品のみ過去放送履歴があります

■ 特選絵本アニメシリーズ ４月の放送作品
放映枠
6日

7日

13 日
14 日
20 日

27 日
28 日

タイトル
1
はらぺこあおむし
2
だいじょうぶかしら ねずみくん
3
まめうしのおとうさん
4
こんにちは たまごにいちゃん
5
ともだちがきました
6
あそぼうよ
7
だんまりこおろぎ
8
とんとんとん と
9
まめうしのおかあさん
10
みんながおしえてくれました
11
まめうしとまめじい
12
ごちゃまぜカメレオン
13
きょうはなんてうんがいいんだろう
14
ともだちがいました
15
うたがみえる、きこえるよ
16
ぶたくんと１００ぴきのおおかみ
17
たまごにいちゃん
18
うずらちゃんのかくれんぼ
19
にゃ～ご

原作者
エリック・カール
五味太郎
あきやまただし
あきやまただし
五味太郎
五味太郎
エリック・カール
五味太郎
あきやまただし
五味太郎
あきやまただし
エリック・カール
宮西達也
五味太郎
エリック・カール
宮西達也
あきやまただし
きもとももこ
宮西達也

「だいじょうぶかしら ねずみくん」
©Taro GOMI © Digital Media Lab., Inc.

「うずらちゃんのかくれんぼ」
©Momoko Kimoto 1994. Licensed by Fukuinkan shoten
© Digital Media Lab., Inc.

「にゃ～ご」

「こんにちは たまごにいちゃん」

© 宮西達也 © Digital Media Lab., Inc.

©あきやまただし © Digital Media Lab., Inc.

