
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約65本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル シリーズ名
配信
開始

内容

【英語】エマのシアター スペイン／メキシコ／
モナコ

そうぞう 5月1日～

【英語音声】小さな女の子が自分の部屋でパペットを使ってあそびます。かわいらしい
キャラクターたちと楽しくお話ししながら、おこさまを世界中のさまざまな場所に連れて
行ってくれます。おこさまが持っているパペットを使って、一緒に物語を作ってみましょ
う。想像力と創造力を刺激します。

【英語】ズーム おさるさん／ペンギンさん
／サバンナ

そうぞう 5月1日～

【英語音声】いろいろな場面で“うごくもの”を追いかけていきます。だんだんズームアウ
トして、最後に全体の絵が見えてきます。 かんたんでわかりやすいお話になので、全体
の内容がわからなくても、ひとつひとつのできごとをおこさまがきちんと理解できるように
なっています。

【英語】はらぺこヘンリー トースト／フライ
ドポテト／アボガド料理

はじめのいっぽ 5月1日～

【英語音声】ヘンリーは食べるのが大好きなねこ。彼のお気に入りのレストランは楽しさ
もりだくさん。ヘンリーはお気に入りの料理が、何で出来ていて、どうやって作られるか
を知っていきます。それを見て子どもたちも同様に、自分たちの好きなものについて、何
でどうやって作られたのかを学ぶ手助けとなります。

【日本語】エマのシアター スペイン／メキ
シコ／モナコ

そうぞう 5月1日～

【日本語音声】小さな女の子が自分の部屋でパペットを使ってあそびます。かわいらしい
キャラクターたちと楽しくお話ししながら、おこさまを世界中のさまざまな場所に連れて
行ってくれます。おこさまが持っているパペットを使って、一緒に物語を作ってみましょ
う。想像力と創造力を刺激します。

【日本語】ズーム おさるさん／ペンギンさ
ん／サバンナ

そうぞう 5月1日～

【日本語音声】いろいろな場面で“うごくもの”を追いかけていきます。だんだんズームア
ウトして、最後に全体の絵が見えてきます。 かんたんでわかりやすいお話になので、全
体の内容がわからなくても、ひとつひとつのできごとをおこさまがきちんと理解できるよう
になっています。

【日本語】はらぺこヘンリー トースト／フ
ライドポテト／アボガド料理

はじめのいっぽ 5月1日～

【日本語音声】ヘンリーは食べるのが大好きなねこ。彼のお気に入りのレストランは楽し
さもりだくさん。ヘンリーはお気に入りの料理が、何で出来ていて、どうやって作られるか
を知っていきます。それを見て子どもたちも同様に、自分たちの好きなものについて、何
でどうやって作られたのかを学ぶ手助けとなります。

エッグ・バード ボーリング／ボート／しん
じゅ

なぞなぞ・クイズ 5月1日～

ゆかいで楽しいたまごたちが着せ替えをして遊ぶシリーズです。おともだちが何に変装
したのかエッグ・バードが当てていきます。あなたも一緒に当ててみて！おこさまには、
答えを探し当てる力が求められます。このシリーズを通して、こどもたちの試行錯誤する
力を育てます。

カラーズ・アンド・シェイプス カモ／チョウ
チョ／イルカ

はじめのいっぽ 5月1日～
【日本語音声】映像を通して、ものの数や色を楽しく紹介します。はっきりとした映像、明
るい色づかい、またわかりやすいものをつかうことで、おこさまが積極的にものを見る力
を養います。

ねずみの大工さん でんわ／ポット／たん
す

なぞなぞ・クイズ 5月1日～

ねずみの大工さんたちは熱心に彼らの新しい家作りに取り組みます。配達屋さんが荷
物を届けに来ると、彼らは作業を止めて中に何が入っているのかを考えます。中身の謎
が解けて、そのものがはめ込まれ、家作りの一部が完成するのをみんなでお祝いしま
す。 おこさまは、明るいねずみの大工さんたちと一緒に、ものの形からそれが何かを考
える推測ゲームに参加します。

ねずみの大工さん ハブラシ／マウス／ト
ロフィー

なぞなぞ・クイズ 5月1日～

ねずみの大工さんたちは熱心に彼らの新しい家作りに取り組みます。配達屋さんが荷
物を届けに来ると、彼らは作業を止めて中に何が入っているのかを考えます。中身の謎
が解けて、そのものがはめ込まれ、家作りの一部が完成するのをみんなでお祝いしま
す。 おこさまは、明るいねずみの大工さんたちと一緒に、ものの形からそれが何かを考
える推測ゲームに参加します。

ペイント・ミー・ア・ワールド 2 いぬ／サッ
カー／ボールあそび

アクティビティ 5月1日～
この番組は、身近にあるおもちゃを使うことで、おこさまが現実の世界と親しみやすく接
することができるようになることをめざしています。

マジック・ランターン あか／あお／みどり おやすみ 5月1日～

文化人類学の原理に基づいたアニメーションシリーズです。音と動きの関係、部品から
のものがどうやって創られるのか、そしてライフサイクルの概念を表現しながら、自然と
抽象的なものとの関係を紹介していきます。カラフルなアニメーションや音・動きを利用
していのちのサイクルがどのように進むかを表現し、おこさまの直感、連想する力を養
います。

Baby TV セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FOXBABY01）よりご確認ください。
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Baby TV セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FOXBABY01）よりご確認ください。

【英語】ゾーイがなりたいもの ペンギン／
ライオン／うさぎ

しぜん・どうぶつ 5月15日～
【英語音声】好奇心旺盛なゾーイの旅を描いた歌の番組です。どこかへ行くたびに、
ゾーイはその地に住む代表的な動物たちと出会い、彼らとともにミュージカル・アドベン
チャーへと出発して、新しい友達の独特な動きや特徴的な音を学んでいきます。

【英語】ポッピズ パズル／トランポリン／
まほうのじゅうたん

ともだちといっしょ 5月15日～

【英語音声】毎回、新しいゲストがポップとピズを訪ねます。出会いを通じて、2人は自分
たち自身について新しい発見をしていきます。赤ちゃんはあらゆることに興味津々。新し
く何かを経験するたびに、はしゃいだり、落ち込んだり、喜んだり…試行錯誤しながらさ
まざまな感情が生まれます。ポップとピズがはじめての感情を体験する旅におこさまを
連れて行きます。

【日本語】ゾーイがなりたいもの ペンギン
／ライオン／うさぎ

しぜん・どうぶつ 5月15日～
【日本語音声】好奇心旺盛なゾーイの旅を描いた歌の番組です。どこかへ行くたびに、
ゾーイはその地に住む代表的な動物たちと出会い、彼らとともにミュージカル・アドベン
チャーへと出発して、新しい友達の独特な動きや特徴的な音を学んでいきます。

【日本語】ポッピズ パズル／トランポリン
／まほうのじゅうたん

ともだちといっしょ 5月15日～

【日本語音声】毎回、新しいゲストがポップとピズを訪ねます。出会いを通じて、2人は自
分たち自身について新しい発見をしていきます。赤ちゃんはあらゆることに興味津々。
新しく何かを経験するたびに、はしゃいだり、落ち込んだり、喜んだり…試行錯誤しなが
らさまざまな感情が生まれます。ポップとピズがはじめての感情を体験する旅におこさ
まを連れて行きます。

おじいちゃんの美術館 ゴッホ／クリムト
／ゴーギャン

おんがく・おえかき 5月15日～

【英語音声】重厚な美しい絵や、いままで見たこともないような作品など、数々の芸術作
品を使って、美術・絵画の世界を紹介します。このシリーズは「かくれんぼ」ゲームを取り
入れることで、おえかきの世界におこさまを惹きこみます。同時に、芸術とはいのちを吹
き込んだ価値のあるものであるということを伝えます。

お月さま ＃02 おやすみ 5月15日～

トゥーリーたちと元気に遊んだ日は、楽しい時間に思いをめぐらせながら、ぐっすりと眠り
ましょう！夜に乳幼児が起きてしまうと、ぐずったり怒りっぽくなったりすることがありま
す。BabyTVのおねんねタイムシリーズは、ゆっくり動く映像や淡い色、落ち着いた音楽
で心地よい雰囲気を作ります。

ミッチ・マッチ おえかき／リンゴ／おふろ ともだちといっしょ 5月15日～

黄色・緑色・茶色・ピンク色、カワイイ4つのピースが、冒険に出かけます。4人で力を合
わせ…頭をやわらかくしてクリエイティブに考え、協力しながらうまく組み合わさって、い
ろいろなものを作ります！雨が降ってきたら、みんなで力を合わせてかさを作ったり、ピ
ンクピースのために階段を作ってあげたり、いろいろなものに大変身！

【英語】1、2、3、テル・ア・ストーリー くつ
／プール／ネコ

なぞなぞ・クイズ 配信中

【英語音声】エディが箱の中から3枚の絵のカードを選びます。そのカードが1つのお話
になるように順番通りに並べていきます。カードには、絵と絵のつながりが示してありま
す。お話は、3枚のカードを順番通りに並べることで完成します。おこさまはこの番組を
通して、どのように物語がすすんでいくのか、そのしくみを学びます。

【英語】ウーリー ウーリーのおんがくかい
／ウーリーとくじら／ウーリーとかぜ

そうぞう 配信中

【英語音声】ウーリーは独創性と想像力を働かせて、難しい問題を解いていく明るい男
の子。おとぎ話のような構成でお届けするこの番組は、おこさまの創造性を刺激しま
す。毎回、独創的な方法で難しい問題を解決していきます。リズミカルなナレーションと
ともに、ことばの楽しさをおこさまに覚えさせます。

【英語】おやすみテディベア ねこ／すな
のおしろ／パパのおしごと

おやすみ 配信中
【英語音声】長い一日を終えおやすみの準備をするテディベア。ママにその日あったワ
クワクな出来事を伝えます。彼のファンタジーに満ち溢れた想像力はどんな困難も乗り
越える原動力。おかげで心地よい眠りにつけるのです。

【英語】オリバーのはっけん やさいばた
け／うみべ／たんす

アクティビティ 配信中

【英語音声】オリバーが、ものの名前や基本的な概念を紹介する、おこさまの成長の出
発点となる番組です。好奇心旺盛で冒険好きなオリバーは、いろんなことに挑戦したり、
体験するのがとにかく大好き。この番組はそんなやんちゃなオリバーの性格を通して
形、色、大きさ、量などの基本的概念（例えば、空気を入れた「うきわ」は水に浮く、など）
を、さまざまな方法で紹介します。

【英語】カドリーズ もうこわくない／あめ
がふってきた／やねのうえで

ともだちといっしょ 配信中

【英語音声】毎日遭遇するような困難や悩みを解決する4匹の不思議な生きものたちの
冒険です。このシリーズのキャラクターは、喜び、空腹、睡眠、恐怖といったこどもたちの
生活において重要なものを紹介します。主人公たちを通じてこどもたちはこれらの感情
に親しみを持つようになり、自分の感情を意識するようになります。
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Baby TV セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FOXBABY01）よりご確認ください。

【英語】ケニー・アンド・グーリーとなかま
たち ゾウ／ペンギン／カメ

しぜん・どうぶつ 配信中

【英語音声】2頭の人なつっこいカンガルー、ケニーとグーリーがたくさんのおともだちに
出会います。いろいろな物を使って困っているおともだちの手助けをしながら、見ている
おこさまの創造力をかきたてます。この番組はおこさまの創造力を刺激しながら、物は
どういう場面で、どのように使われるのかを教えてくれます。

【英語】タイニーのプレイグラウンド ゆび
わとブロック／ボール／ライオン

なぞなぞ・クイズ 配信中
【英語音声】タイニーがゲームを通して、さまざまなことを学んでいきます。身のまわりで
学んださまざまな情報におこさまの関心をひきつけ、楽しいゲームに応用することで、基
本的概念を形成していきます。

【英語】ビリー＆バンバン 小さなおうち／
たこあげ／ふたりのきし

アクティビティ 配信中

【英語音声】姉のビリーと弟のバンバンは、家の中や庭など、慣れ親しんだ大好きな場
所に冒険に出かけて、楽しく遊びます。姉と弟の特別な関係があるからこその楽しさで
す。ビリーは弟のバンバンを愛していて、彼女が知っていることを全部教えてあげようと
します。時にはけんかをしてしまうこともありますが、いつでも仲直り。またすぐ に、大好
きな遊びを始めます。

【英語】マジシャン・ヨーヨー なわとび／ス
キー／ダーウィンはごきげんななめ

ともだちといっしょ 配信中

【英語音声】元気な男の子ヨーヨーと、好奇心旺盛だけどちょっと生意気なおサルの
ダーウィンが、ふたりの間のかけがえのない友情を見せてくれます。楽しいマジックや
ゲームにも注目です。ヨーヨーはダーウィンのために一生懸命がんばります。ダーウィン
が困っているとわかると、ヨーヨーはダーウィンを助けようとするのです。

【英語】ミスター・スネイル ほたる／ちょう
ちょ／もぐら

しぜん・どうぶつ 配信中

【英語音声】ミスター・スネイルはとてもフレンドリーで冒険が大好き。さまざまな探検を
通して、いろんなどうぶつと出会い、ユーモアたっぷりな話を交えながら、どうぶつたち
の習性や環境について学んでいきます。ミスター・スネイルのようにどうぶつを探してみ
て、彼らの住み家や習性を見つけてみてください。

【英語】ミックスド・アップ・メリー おかいも
の／パーティー／大きくなったら

そうぞう 配信中

【英語音声】メリーは、番組をみているおこさまを、自分の世界に連れて行ってくれます。
「どの靴にしようかな？」「今日はどこに行く？」「誰と遊ぶ？」など、メリーはおこさまにい
ろいろな提案をします。中には、思わず笑ってしまうようなユニークな提案もあるかもし
れませんよ！

【英語】ルイの世界 がっき／おもちゃ はじめのいっぽ 配信中

【英語音声】人なつっこいわんこのルイが、どうぶつやおもちゃ、楽器など基本的なもの
を表す言葉を、グループに分けて分かりやすく紹介していきます。ものの名前を言った
り、カテゴリーごとにものを分類したり、繰り返しを組み合わせた構成により、はじめて学
ぶ言葉を覚えやすくします。

【英語】星に願いを うし／うちゅうせん／
ボール

おやすみ 配信中

【英語音声】夜空に輝くお星さま。男の子が願いをかけると、夢あふれるものがたりが始
まります。想像の世界では、どんなことでも叶えられる…動物たちが星の道をたどって
散歩したり、空飛ぶ自転車に乗ってどこまでも飛んで行ったり…子供たちの自由な発想
で生まれたキャラクターが紡ぎだすお話に、今夜はそっと耳を傾けてみませんか？

【英語】列車でゴーゴー！ ニワトリ／カバ
さんの誕生日／サイ

はじめのいっぽ 配信中

【英語音声】列車に乗って止まる先には新しい仲間たちが待っている！新しいおともだ
ちと一緒に簡単な数字を使ったゲームをしよう。FOXベイビーの愉快なおともだちと一緒
に、数を数えたりゲームをしながら列車のたびを楽しみます。このシリーズはお子さまの
数学的思考を育てます。数の数え方や幾何学的な観点からアプローチし、楽しく算数に
触れられるように導きます。

【日本語】1、2、3、テル・ア・ストーリー く
つ／プール／ネコ

なぞなぞ・クイズ 配信中

【日本語音声】エディが箱の中から3枚の絵のカードを選びます。そのカードが1つのお
話になるように順番通りに並べていきます。カードには、絵と絵のつながりが示してあり
ます。お話は、3枚のカードを順番通りに並べることで完成します。おこさまはこの番組
を通して、どのように物語がすすんでいくのか、そのしくみを学びます。

【日本語】ウーリー ウーリーのおんがくか
い／ウーリーとくじら／ウーリーとかぜ

そうぞう 配信中

【日本語音声】ウーリーは独創性と想像力を働かせて、難しい問題を解いていく明るい
男の子。おとぎ話のような構成でお届けするこの番組は、おこさまの創造性を刺激しま
す。毎回、独創的な方法で難しい問題を解決していきます。リズミカルなナレーションと
ともに、ことばの楽しさをおこさまに覚えさせます。

【日本語】ウォルター・アンド・デュード ほ
うき／サングラス／かぎ

なぞなぞ・クイズ 配信中

【日本語音声】ネズミのウォルターと犬のデュードはなくしたものを探しながら、ものの名
前と特徴を学びます。ウォルターがものの特徴を説明し、デュードがなまえを考え、一緒
に探します。ことばの発達に焦点を当てて、身のまわりにあるものを見分ける力を伸ば
すようにつくられています。ご家庭でおこさまとなぞなぞをやってみましょう。頭の中で想
像しているものを説明します。
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【日本語】おやすみテディベア ねこ／す
なのおしろ／パパのおしごと

おやすみ 配信中
【日本語音声】長い一日を終えおやすみの準備をするテディベア。ママにその日あった
ワクワクな出来事を伝えます。彼のファンタジーに満ち溢れた想像力はどんな困難も乗
り越える原動力。おかげで心地よい眠りにつけるのです。

【日本語】オリバーのはっけん やさいば
たけ／うみべ／たんす

アクティビティ 配信中

【日本語音声】オリバーが、ものの名前や基本的な概念を紹介する、おこさまの成長の
出発点となる番組です。好奇心旺盛で冒険好きなオリバーは、いろんなことに挑戦した
り、体験するのがとにかく大好き。この番組はそんなやんちゃなオリバーの性格を通し
て形、色、大きさ、量などの基本的概念（例えば、空気を入れた「うきわ」は水に浮くな
ど）を、さまざまな方法で紹介します。

【日本語】カドリーズ もうこわくない／あ
めがふってきた／やねのうえで

ともだちといっしょ 配信中

【日本語音声】毎日遭遇するような困難や悩みを解決する4匹の不思議な生きものたち
の冒険です。このシリーズのキャラクターは、喜び、空腹、睡眠、恐怖といったこどもたち
の生活において重要なものを紹介します。主人公たちを通じてこどもたちはこれらの感
情に親しみを持つようになり、自分の感情を意識するようになります。

【日本語】ケニー・アンド・グーリーとなか
またち ゾウ／ペンギン／カメ

しぜん・どうぶつ 配信中

【日本語音声】2頭の人なつっこいカンガルー、ケニーとグーリーがたくさんのおともだち
に出会います。いろいろな物を使って困っているおともだちの手助けをしながら、見てい
るおこさまの創造力をかきたてます。この番組はおこさまの創造力を刺激しながら、物
はどういう場面で、どのように使われるのかを教えてくれます。

【日本語】タイニーのプレイグラウンド ゆびわ
とブロック／ボール／ライオン

なぞなぞ・クイズ 配信中
【日本語音声】タイニーがゲームを通して、さまざまなことを学んでいきます。身のまわり
で学んださまざまな情報におこさまの関心をひきつけ、楽しいゲームに応用することで、
基本的概念を形成していきます。

【日本語】ビリー＆バンバン 小さなおうち
／たこあげ／ふたりのきし

アクティビティ 配信中

【日本語音声】姉のビリーと弟のバンバンは、家の中や庭など、慣れ親しんだ大好きな
場所に冒険に出かけて、楽しく遊びます。姉と弟の特別な関係があるからこその楽しさ
です。ビリーは弟のバンバンを愛していて、彼女が知っていることを全部教えてあげよう
とします。時にはけんかをしてしまうこともありますが、いつでも仲直り。またすぐ に、大
好きな遊びを始めます。

【日本語】ボンボンズ ぞうのおうち／フラフー
プ／サンディーのへや

ともだちといっしょ 配信中
【日本語音声】3つの愉快なパペットを使って、日々身のまわりで起こる状況を再現しま
す。おこさまはなじみのある場所を見て識別し、それぞれのキャラクターが状況によって
どのように違った反応を見せるのかを学んでいきます。

【日本語】マジシャン・ヨーヨー なわとび
／スキー／ダーウィンはごきげんななめ

ともだちといっしょ 配信中

【日本語音声】元気な男の子ヨーヨーと、好奇心旺盛だけどちょっと生意気なおサルの
ダーウィンが、ふたりの間のかけがえのない友情を見せてくれます。楽しいマジックや
ゲームにも注目です。ヨーヨーはダーウィンのために一生懸命がんばります。ダーウィン
が困っているとわかると、ヨーヨーはダーウィンを助けようとするのです。

【日本語】ミスター・スネイル ほたる／
ちょうちょ／もぐら

しぜん・どうぶつ 配信中

【日本語音声】ミスター・スネイルはとてもフレンドリーで冒険が大好き。さまざまな探検
を通して、いろんなどうぶつと出会い、ユーモアたっぷりな話を交えながら、どうぶつたち
の習性や環境について学んでいきます。ミスター・スネイルのようにどうぶつを探してみ
て、彼らの住み家や習性を見つけてみてください。

【日本語】ミックスド・アップ・メリー おかい
もの／パーティー／大きくなったら

そうぞう 配信中

【日本語音声】メリーは、番組をみているおこさまを、自分の世界に連れて行ってくれま
す。「どの靴にしようかな？」「今日はどこに行く？」「誰と遊ぶ？」など、メリーはおこさま
にいろいろな提案をします。中には、思わず笑ってしまうようなユニークな提案もあるか
もしれませんよ！

【日本語】ルイの世界 がっき／おもちゃ はじめのいっぽ 配信中

【日本語音声】人なつっこいわんこのルイが、どうぶつやおもちゃ、楽器など基本的なも
のを表す言葉を、グループに分けて分かりやすく紹介していきます。ものの名前を言っ
たり、カテゴリーごとにものを分類したり、繰り返しを組み合わせた構成により、はじめて
学ぶ言葉を覚えやすくします。

【日本語】星に願いを うし／うちゅうせん
／ボール

おやすみ 配信中

【日本語音声】夜空に輝くお星さま。男の子が願いをかけると、夢あふれるものがたりが
始まります。想像の世界では、どんなことでも叶えられる…動物たちが星の道をたどっ
て散歩したり、空飛ぶ自転車に乗ってどこまでも飛んで行ったり…子供たちの自由な発
想で生まれたキャラクターが紡ぎだすお話に、今夜はそっと耳を傾けてみませんか？
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配信本数：約65本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル シリーズ名
配信
開始

内容

Baby TV セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FOXBABY01）よりご確認ください。

【日本語】列車でゴーゴー！ ニワトリ／カ
バさんの誕生日／サイ

はじめのいっぽ 配信中

【日本語音声】列車に乗って止まる先には新しい仲間たちが待っている！新しいおとも
だちと一緒に簡単な数字を使ったゲームをしよう。FOXベイビーの愉快なおともだちと一
緒に、数を数えたりゲームをしながら列車のたびを楽しみます。このシリーズはお子さま
の数学的思考を育てます。数の数え方や幾何学的な観点からアプローチし、楽しく算数
に触れられるように導きます。

アメイジング・ワールド 夕方とカエル／水
とラクダ／海とシカ

しぜん・どうぶつ 配信中
魅力的な映像、心地よい音楽、そして楽しいアニメーションで、素晴らしい自然の世界を
おこさまにお届けします。このシリーズはおこさまに自然と動物の美しい世界を紹介しま
す。

おふろであそぼう おうかん／ふね／かく
れんぼ

ともだちといっしょ 配信中
【日本語音声】ゆかいなおふろのおもちゃたち。楽しい物語が始まると、ばしゃばしゃと
水をはじいて遊びます。おふろという場所を使って、水に関する基本的な概念を学びま
す。3つのゆかいなおふろのおもちゃと楽しく遊びましょう！

キラキラ星 ＃01＃02 おやすみ 配信中
心地よい音楽とゆっくり動く映像で静かな雰囲気を作り出し、眠りへと誘うおねんねタイ
ムシリーズです。BabyTVのおねんねタイムシリーズは、夜起きた乳幼児向けに心地よ
い雰囲気を作ります。

コンチェルティーノ チャイコフスキー／
バッハ／モーツァルト

おんがく・おえかき 配信中

このクラシックミュージックシリーズはライブオーケストラ奏者が素晴らしい幻想の世界
で音楽を奏でる魔法の世界。宮殿のお庭や遊園地、公園などさまざまな場所で奏でら
れる幻想的な音楽に見ている誰もが魅了されます。高い評価のオーケストラ奏者が奏
でる音楽はおこさまにふさわしい厳選されたものとなっています。

スノーマンといっしょ うし／テンジクネズ
ミ／しちめんちょう

なぞなぞ・クイズ 配信中
スノーマンたちが推測ゲームで遊ぶシリーズです。スノーマンが雪で何のどうぶつを
作っているのか一緒に考えていきます。このシリーズはおこさまにさまざまなどうぶつの
音を紹介します。

タッキーといっしょ パンダ／カメレオン／カン
ガルー

しぜん・どうぶつ 配信中

かわいいアニメーションのオウムが、世界中に冒険に出かけます。それぞれの国で出
会った動物のマネをしながら、さまざまな新しいことを学んでいきます。マネをするという
ことは、小さい子どもの成長や学びの過程では欠かせないプロセスです。この番組で
は、オウムの助けを借りて、お子さまが楽しく、マネをしながら学べるよう工夫されてい
ます。

はじめてのうた ベル／モミ／雨／風車／熊
／誕生日／ミルク／汽車／飛行機／座って

うた・リズム 配信中

【英語音声】子供も大人も、誰もが一度は歌ったことのある懐かしい歌。それを英語で覚
えられるのが、「はじめてのうた」です。お父さん・お母さんと一緒に歌うことで、子供たち
は歌うことの楽しさを覚えます。子どもたちは歌ったり、踊ったりするのが大好き。お子さ
まと一緒に、楽しく歌を歌いましょう！

はじめてのうた ママ／農夫／王様／牧場／
キャベツ／道化／花／ジャック／花／馬

うた・リズム 配信中

【英語音声】子供も大人も、誰もが一度は歌ったことのある懐かしい歌。それを英語で覚
えられるのが、「はじめてのうた」です。お父さん・お母さんと一緒に歌うことで、子供たち
は歌うことの楽しさを覚えます。子どもたちは歌ったり、踊ったりするのが大好き。お子さ
まと一緒に、楽しく歌を歌いましょう！

はじめてのうた 星／羊／おやすみ／ケーキ
／橋／月／ディドル／月の光／くも

うた・リズム 配信中

【英語音声】子供も大人も、誰もが一度は歌ったことのある懐かしい歌。それを英語で覚
えられるのが、「はじめてのうた」です。お父さん・お母さんと一緒に歌うことで、子供たち
は歌うことの楽しさを覚えます。子どもたちは歌ったり、踊ったりするのが大好き。お子さ
まと一緒に、楽しく歌を歌いましょう！

はじめての歌 ロンドン／クマ／アヒル／海／
雨／風船／クモ／マフィン／ゾウ／風車

うた・リズム 配信中

【英語音声】子供も大人も、誰もが一度は歌ったことのある懐かしい歌。それを英語で覚
えられるのが、「はじめてのうた」です。お父さん・お母さんと一緒に歌うことで、子供たち
は歌うことの楽しさを覚えます。子どもたちは歌ったり、踊ったりするのが大好き。お子さ
まと一緒に、楽しく歌を歌いましょう！

ビッグ・バグズ・バンド ジプシー／アフリカン
／ジャズ

おんがく・おえかき 配信中
昆虫たちが森の中でユニークな方法で音楽をパフォーマンスします。それぞれの昆虫
が違った楽器をつかって、即興で音楽を奏で、ダンスをしたり歌を歌ったりしながら、世
界中の文化を音楽を通して紹介します。
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Baby TV セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/FOXBABY01）よりご確認ください。

ピム・アンド・ピンバ おなべ／ペン／ボトル そうぞう 配信中

2羽のペンギンが偶然見つけたものを使って、想像力をフル回転させて遊びます。ペン
ギンたちはどうしたら一緒に遊べるか考えます。1つのものでどんな遊びができるでしょ
うか？もしそれぞれが違うこと考えていたら、どうやって一緒に遊んだらいいでしょう
か？一緒に遊ぶためにはどのようにしたらいいのか、想像力を働かせ、協力するお手
本をピングとピンガが見せてくれます。

ベイビー・シェフ とうもろこしのパイ／すいか
とメロン

アクティビティ 配信中

【日本語音声】コックさんの帽子の形をしたシェフとケトルさんが、毎回楽しく歌いながら
作り方を教えてくれます。2種類のジュースを混ぜたミックスジュースや、おこさまが好き
なものを自由にはさんで作るサンドイッチなど、レパートリーは意外と幅広く、かつおこさ
まが参加できたり、作る様子を見ているだけで楽しめたりするレシピばかりをご紹介して
います。

ベイビー・ジャイアンツ おさかな／ゾウ そうぞう 配信中

おおきな赤ちゃんがどうぶつのおもちゃと一緒にエキサイティングな冒険に出かけるシ
リーズです。赤ちゃんや幼いこどもは、どうぶつ、特にどうぶつの赤ちゃんに共感する傾
向があります。おこさまは想像のなかで、魔法の世界に行くどうぶつの赤ちゃんの旅を、
登場するキャラクターと一緒に楽しむでしょう。

ミックとおでかけ ゆき／たんじょうび／おえか
き

はじめのいっぽ 配信中
ミックはシールアルバムのシールを集めるため世界をあちこち冒険します。ビーチ、牧
場、お友達の台所…と訪ねまわるうち、それぞれの場所のことやそこにまつわるものに
ついて学んでいき、思い出の写真やシールがアルバムに加わっていきます。

ルック・アラウンド・ユー ちょうちょ／にわとり
とたまご／みず

しぜん・どうぶつ 配信中

【英語音声】自然のサイクルをかんたんに、そして上手に作られた映像で紹介していき
ます。このシリーズは2つの段階に分かれています。かんたんな映像を繰り返して流す
ことにより、身のまわりでよく見られる事柄を紹介していきます。また、おこさまがいのち
のサイクルを自分の力で探っていけるような工夫もされています。自然に対する意識と
感謝の気持ちを刺激する番組です。

ワンダー・パーク おとにあわせて／はこのな
か／さんりんしゃ

はじめのいっぽ 配信中

姉弟がカラフルな魔法の遊園地であそび、そこで出会うさまざまなものをばんぐみをみ
ているおこさまとわかち合います。このシリーズは、遊園地のさまざまな乗り物を通し
て、基本的な形容詞、例えば「長い-短い」「速い-遅い」「重い-軽い」などを紹介、説明
していきます。


