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■カートゥーン スペシャル 新 ルーニー・テューンズ ※日本初放送
■LEGOⓇバットマン：ザ・ムービー ＜ヒーロー大集合＞
■LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜悪の軍団誕生＞
■DCスーパーヒーローガールズ ※日本初放送
■カートゥーン 父の日スペシャル おかしなガムボール いや！パパが主役 ※一部日本初放送
■カートゥーン スペシャル タフィだニャン？ ※日本初放送
■パワーパフ ガールズ ※一部日本初放送
■ぼくらベアベアーズ ※一部日本初放送



カートゥーン スペシャル 新 ルーニー・テューンズ

バッグス・バニーの最新シリーズ！世界的なラッパー“スヌープ・ドッグ”が本人役で出演するエピソードを含めて3話連続日本
初放送！日本語吹替の声優・木村昴のオリジナルラップ特別映像とともにカートゥーン スペシャルとしてお送りします。

6/27（日） 14:00-15:30（再放送 20:00-21:30）

日本初放送

日本初放送

A Looney Tunes Production.  Copyright 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.  All rights reserved.

※2021部分は掲載年

2020年に生誕80周年を迎えたバッグス・バニーの短編アニメシリーズ最新エピソードを3話連続日本初放送！

世界的に有名なラッパー“スヌープ・ドッグ”が本人役で出演しラップバトルがテーマのストーリーをお送りします。
スヌープ・ドッグの日本語吹替を務めるのはラッパーとしても活躍している声優・木村昴。
カートゥーン スペシャルでは、オリジナルラップの特別映像「木村昴の明日から使えるラップ講座」も
カートゥーン ネットワーク限定で放送します。

『新 ルーニー・テューンズ』は、全米で2015年秋より放送開始した短編アニメシリーズ。
ウサギのバッグスとともに、お馴染みのダフィー・ダック、ポーキー・ピッグも登場。ヨセミテ・サム、ワイリー・コヨーテ、リスの
スクイークス、ビッグフットなどの個性的な仲間も加わった短編アニメは、世代を超えて世界中で楽しまれています。

＃44-46

〈ピックアップエピソード〉

＃44 ラップバトル前編／ラップバトル後編／他

『新 ルーニー・テューンズ』
ワーナー・ブラザースが贈る短編アニメシリーズ。あの面白くて、大胆不敵で、いたずら好きな、
大人気バッグス・バニーが帰ってきた！ニンジンが大好きなウサギのバッグスと、おなじみのヨセ
ミテ・サムやワイリー・コヨーテたちが繰り広げる知恵比べ勝負！さらに、リスのスクイークスやビ
ッグフットなどの仲間たちも加わり、新たな敵に立ち向かう！

【日本語吹替】スヌープ・ドッグ役 ：木村昴

「ドラえもん」ジャイアン役で声優デビュー。
ラップ好きな声優として知られ、「『ヒプノシ
スマイク-Division Rap Battle-』
Rhyme Anima」山田一郎役としてラップ
を披露している。映画「トムとジェリー」テレ
ンス役、「マオマオ ピュアハートのヒーロー」
バジャークロップス役など担当。

（ラップバトル前編）バッグスはフリースタイルのラップバトルでワ
シ隊長に完敗し、ポーキーら仲間たちは戦うことを諦めてしまう。
そんな中、バッグスはスヌープ・ドッグに出会い、ラップを教わるこ
とにするが…。

（ラップバトル後編）スヌープ・ドッグの教えによって自信をつけ
たバッグスは、仲間たちとラップを特訓し、ワシ隊長に挑戦する。
みんなラップをキメて勝利することはできるのか…？！



LEGOⓇバットマン：ザ・ムービー ＜ヒーロー大集合＞
LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜悪の軍団誕生＞

「DC展 スーパーヒーローの誕生」開催で注目！LEGOⓇとDCコミックスが放つオリジナルアニメーションを2作品を特別放送!

ゴッサム・シティで開かれる毎年恒例「マン・オブ・ザ・イ
ヤー」の授賞式。そこに突然、リドラーやキャットウーマ
ンなどの悪党たちを従えたジョーカーが現れるが、ブル
ース・ウェインは一網打尽にする。
しかし、実はゴッサムの権力構造を永遠に変えてしまう
秘密兵器「デコンストラクター」をスーパーマンの宿敵、
レックス・ルーサーが握っていたのだった。果たしてバット
マンとロビン、そしてスーパーマンたちのジャスティス・リー
グはゴッサム・シティを救うことができるのか！！！

「LEGOⓇバットマン：ザ・ムービー <ヒーロー大集合>」
© Warner Bros. Entertainment Inc.

悪の天才レックス・ルーサーは血も涙もない悪者どもを集め
て自らリーグを結成し、悪の軍団 “リージョン・オブ・ドゥーム”
と名付けた。今やスーパーパワーを誇る悪の軍団を有し、政
府の秘密基地“エリア52”を襲撃せんとするレックスは、つい
に勝利を収めるのか？全員ただちに出動し、スーパーマン、
バットマン率いるジャスティス・リーグと世界最凶の悪者たちと
の火花散り、ブロック舞う決戦を見届けろ！

「LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜悪の軍団誕生＞」
© Warner Bros. Entertainment Inc.JUSTICE LEAGUE, BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. 
LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifugure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. All rights reserved.

6/12(土) 14:00－15:30
LEGOⓇバットマン：ザ・ムービー <ヒーロー大集合>

6/19(土) 14:00－15:30
LEGOⓇスーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜悪の軍団誕生＞

「DC展 スーパーヒーローの誕生」 6月開催で注目のスーパーマン、バットマンなどDCコミックスのスーパーヒーロー達。
彼らが集結して大活躍するシリーズ「ジャスティス・リーグ」と、世界中で親しまれているブロック玩具LEGOⓇをベースに創り
出されたアニメーション2作品を大放送! 躍動感あふれるアクションシーンが必見の本作は、ファンはもちろん大人からお子
様にもお楽しみいただけます。日本語吹替キャストとして、山寺宏一がバットマンを担当しているのも見どころです。

6/12・19(土) 14:00－15:30

制作年：2015年 制作国：米 実尺：77分
【声(日本語吹替)】
バットマン：山寺宏一
スーパーマン：花田光
ワンダーウーマン：安達まり ほか

制作年：2013年 制作国：米 実尺：71分
【声(日本語吹替)】
バットマン/ブルース・ウェイン：山寺宏一
スーパーマン/クラーク・ケント：花田光
ジョーカー：藤原啓治
ルーサー：乃村健次
ロビン：小野塚貴志 ほか



DCスーパーヒーローガールズ

DCコミックスが誇る6人のスーパーヒーローガールズが悪に立ち向かう！最新エピソードを日本初放送！

日本初放送

【日本語吹替】
ワンダーウーマン／ダイアナ：戸松遥 バットガール／バーバラ：喜多村英梨 スーパーガール／カーラ：潘めぐみ
バンブルビー／カレン：水樹奈々 グリーン・ランタン／ジェシカ：福原綾香 ザターナ／ズィー：澁谷梓希 ほか

日本初放送

DCスーパーヒーローガールズは悪と戦う親友以上の存在、ひたむきなスーパーティーン！スーパーヒーローなら危
機を乗り切るのは簡単？いえいえ、成績をキープしながら悪い奴らを一撃でやっつけるのはタイヘン！でもスーパー
ヒーローティーンになるために困難を乗り越えていくのです。大都会で共に戦い成長していく、スーパーパワーを持っ
た彼女たちの活躍を見逃すな！

メトロポリス高校に通う、6人の女子高生。普通の高校生活を送る彼女達の正体は実は、ワンダーウーマン、スー
パーガール、バットガール、バンブルビー、ザターナ、グリーン・ランタンのスーパーヒーローガールズだった。スーパーパ
ワーを誇る6人はチームを結成し、悪に立ち向かう。

© and ™ DC © Warner Bros. Ent. Inc. DC Super Hero Girls and all related characters and elements are trademarks of and © DC.

〈ピックアップエピソード〉

＃35-38

＃Ｃｒａｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ
運転免許がなく車を運転できないカレンのために、ダイアナは運転免許を取ることに。
カレンとガースを乗せて路上試験を受けるが…。

※2話連続放送

※最新エピソードは6/5(土)・6（日）放送

毎週 土・日 19:30-20:00



カートゥーン 父の日スペシャル おかしなガムボール いや！パパが主役

6/20(日)の父の日に日頃の感謝を込めて「おかしなガムボール」から、ガムボールのパパ・リチャードが大活躍？するエピソ
ードをセレクトした特集を放送！待望のNewエピソードの日本初放送も！

「おかしなガムボール」は12歳の青い猫ガムボールが主人公のカートゥーン ネットワークオリジナルのナンセンスコメディアニメ。
世界各国で大人気となり、日本では2011年から放送を開始しています。親友は金魚のダーウィンで、賢くてしっかり者の
ピンクのウサギ・妹のアナイス、とても優しいけれど家族のためなら強敵とも戦うママ・ニコル、ドジでトラブルを巻き起すけど家
族から愛されているパパ・リチャードの4人家族。クラスメートは恐⻯や折り紙のクマ、⾵船やロボット…と、ハチャメチャな設
定のキャラクターたちが、郊外の街エルモアを舞台に次から次へと笑いを振りまくストーリー。

6/20(日)は父の日！パパ・リチャードが活躍するエピソードを厳選して特別放送! 日本初放送のNewエピソードも！

6/20(日) 14:00－17:00（再放送 20:00－23:00）

「おかしなガムボール」TM & © 2021 Cartoon Network

#91-2 やりすぎダイエット

【 ピックアップエピソード】 ※他にも沢山のエピソードをお送りします

【声の出演】
ガムボール：竹内順子 ダーウィン：小林由美子 アナイス：日向ゆきこ パパ(リチャード)：武藤与志則 ママ(ニコル)：山根舞 ほか

ママ（ニコル）
[声]山根舞

ガムボールのママで青いネコ。
虹を売るセールスウーマンをして
いる、一家の大黒柱。

パパ（リチャード）
[声]武藤与志則
ガムボールのパパ。
専業主夫で、ちょっとドジな
大きなピンクのウサギ。

ガムボール
[声]竹内順子
主人公。12才の青いネコ。
その愛らしいまぬけさを、
底抜けに楽観的な性格で
カバーしている。

ダーウィン
[声]小林由美子
ガムボールの親友であり悪友の
金魚。ガムボールが何かをたく
らんでいるときは、いつもダーウィ
ンが一緒。

アナイス
[声]日向ゆきこ
ガムボールの幼い妹で、かわい
いピンクのウサギ。まだ4才にも
かかわらず、とっても賢くてしっ
かり者。

#58-2 ワタソン家の“ホコリ”

パパの勘違いが原因で一文無しになってしまった
ワタソン家。ジョイフル・バーガーのＣＭに出演す
ればお金が入る。しかし、ガムボールは見せ物に
なりたくないと断固拒否し…。

#59-1 最高の父親

※一部日本初放送

※日本初放送

#121 ダーウィンのフォトブック：キャリー/ダーウィンのフォトブック：アラン

新学期の初日なのに、ガムボールとダーウィンがス
クールバスにいない。実は前日に、パパが子供た
ちをキッズスペースに置き去りにしていたのだ。パパ
は記憶をたどりながら子供たちを探し…。

いつも食べ物に目のないパパ。ダイエットをするはずが
一向に成果が出ず、ますます体重は増えるばかり。
見かねたガムボールとダーウィンが、食べ物のないとこ
ろへ閉じ込めるが、パパは悪知恵を働かせ…。

＃121-122

〈ピックアップエピソード〉

（ダーウィンのフォトブック：キャリー）フォトブックの表紙を飾る３人目はダーウィン
のガールフレンド、キャリーだ。２人は仲良くチャットしながら写真選びをするが、イチ
ャイチャしすぎてなかなかはかどらず…。
（ダーウィンのフォトブック：アラン）フォトブックの表紙を飾る４人目はアランだ。ダ
ーウィンはアランとチャットしながら写真選びをするが、出てくるのはアランが悲惨な目
に遭っているものばかりで…。

http://www.cartoonnetwork.jp/cn_characters/detail/00432
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_characters/detail/00436
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_characters/detail/00435
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_characters/detail/00433
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_characters/detail/00434


カートゥーン スペシャル タフィだニャン？

ネコになりすましたアライグマとちょっと間抜けなドーベルマンのドタバタコメディ。最新エピソードを4話連続で日本初放送！

最新エピソードを4話連続で日本初放送！

野生のアライグマがネコになりすまして、暖かい寝床と美味しい食べ物を手に入れようと裕福
な老婦人の家に潜り込むが・・・。そこには先住のドーベルマンが居て・・・。悪知恵の働くアラ
イグマとちょっと間抜けなドーベルマンのドタバタコメディ。
（日本語字幕）

TAFFY © CYBER GROUP STUDIOS – TURNER 2018

※年号固定

日本初放送

※日本初放送

＃15-18

6/6（日） 14:00-16:00（再放送 20:00-22:00）



パワーパフ ガールズ

スーパーパワーを持ったキュートで小さな女の子「パワーパフ ガールズ」！最新エピソードを日本初放送！

バブルス(声:上坂すみれ) バターカップ(声:村中知)ブロッサム(声:豊崎愛生)

TM & © 2021 Cartoon Network

ブロッサム、バブルス、バターカップは、ユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、
とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルＸ」という薬品が入ってしまって生まれました。

スーパーパワーを持ったキュートで小さな女の子「パワーパフ ガールズ」。頭が良くて、正義感が強い、優等
生タイプのブロッサム。思いやりに溢れ、時にナイーブな甘えん坊のバブルス。そして、一番のタフで口よりも先
に手が出ちゃうおてんばのバターカップ。そんな正義の味方3人組が、美しく活気あふれる大都会「タウンズヴ
ィル」を守るスーパーヒロインとして街にはびこる悪と戦います!

【声の出演（日本語吹替）】
ブロッサム：豊崎愛生 バブルス：上坂すみれ バターカップ：村中知
ナレーター＆市長さん：林家正蔵 ユートニウム博士：川原慶久 他

日本初放送

※一部日本初放送 ※2話連続放送

※最新エピソードは6/5・12・19（土）放送

毎週 土 7:00-7:30

＃108-112

#108 スーパーヒーローになりたい

〈ピックアップエピソード〉

ある日、公園でお菓子を売っていたバリーがモンスターに襲われる。
ガールズに助けられたバリーは、クッキーさえ守れない自分の弱さを
嘆き、僕もスーパーヒーローになれるといいのに、と言う。お菓子作り
が得意なバリーもある意味ヒーローだと思ったガールズが「なれる最
高の自分、スーパーバリーになろう」と励ますと、バリーは勘違いして
スーパーヒーロー姿になり、人々を救おうとし始める。



3人の癒し系クマが主人公のコメディアニメ！最新エピソードの日本初放送！

ぼくらベアベアーズ

※一部日本初放送

日本初放送

カリスマ性のある陽気なリーダーだが、決し
て一番賢いわけではない。大胆でエネル
ギッシュ。勢いがありすぎるあまり、周りがつ
いていけないことも。でも一番おにいさんキ
ャラなので、最終的にはいつもパンダとアイ
スベアの面倒をみている。

外出よりネットサーフィンが好き。他の２人
と全く異なる性格の持ち主で、ベジタリア
ンなのもパンダだけ。何か悩みを抱えてい
るようだが、話したがらない。でも落ち込む
ことあっても、グリズとアイスベアがそんなも
のは力技で取っ払ってくれるから大丈夫。

淡々と3人称でしゃべるのが特徴。口数は少
ないが、侮ることなかれ。実はさまざまな隠れ
た才能も持ち、どんな仕事でも引き受ける何
でも屋なのだ。決して目立ちたがることもない
エキセントリックなキャラだが、ある意味3人の
中で一番頼もしいのかもしれない。

グリズ
[声]川原慶久

パンダ
[声]谷山紀章

アイスベア
[声]保村真

ほんわか心なごむ３人のクマが主人公のコメディアニメ。グリズは楽観
的な自信家で、リーダー的存在。パンダは内気で繊細、時に神経質
になりすぎる内向的な性格。アイスベアは口数は少ないが、実はさま
ざまな隠れた才能を持ちどんなことでもできちゃう。人間の暮らしに溶
け込んで、たくさんお友達を作りたい！そんな願いを持つ個性豊かな
クマのトリオの毎日は、キュートでユーモア満載の出来事で彩られてい
ます。日本語吹替を担当している人気男性声優の川原慶久、谷山
紀章、保村真にもご注目ください。

【声の出演（日本語吹替）】
グリズ：川原慶久 パンダ：谷山紀章 アイスベア：保村真

TM & © 2021 Cartoon Network

毎週 土 7:30-8:00

※最新エピソードは6/5・12・19（土）放送

＃114-119

#114 サボテン・アミーゴ

〈ピックアップエピソード〉

１９１３年のメキシコ。チャーリーは友達を見つける旅の途中、
砂漠をさまよっていた。するとエル・オソという指名手配犯が倒れて
いるのを発見。小屋まで運び水を飲ませると、エル・オソが目を覚
ます。エル・オソはチャーリーを怪物チュパカブラと勘違いするが、命
を助けてもらったことに感謝する。そこへ知り合いのブルーア・ラモン
率いる強盗団が帰ってきて…。

※2話連続放送


