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# 2022春アニメ一覧｜4月放送開始 新作アニメ・
再放送アニメ情報

「2022春アニメ」が4月より放送開始。人気作の続
編や期待のオリジナル作品まで勢揃い！新作アニメ
のキービジュアル画像や出演するキャスト声優情報
などをまとめて「2022春アニメ新番組一覧」をお届
けします！

2022/04/04：更新

RPG不動産
アオアシ
阿波連さんははかれない
インセクトランド
ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン
ULTRAMAN シーズン2
エスタブライフ グレイトエスケープ
オーバーロード（再放送）
オッドタクシー（再放送）
乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です
おにぱん！
骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中
かぎなど シーズン2
かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティッ

ク-
カッコウの許嫁
可愛いだけじゃない式守さん
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 特別編
キャップ革命 ボトルマンDX
境界戦機
キングダム 第4シリーズ
ググミちゃん
くノ一ツバキの胸の内
群青のファンファーレ
湖池屋SDGs劇場 サスとテナ シーズン2
恋は世界征服のあとで
攻殻機動隊 SAC_2045 シーズン２
ゴールデンカムイ 第二期（再放送）
極主夫道 パート2
コタローは1人暮らし
このヒーラー、めんどくさい
古見さんは、コミュ症です。 2期
サマータイムレンダ
3秒後、野獣。～合コンで隅にいた彼は淫らな

肉食でした
Shenmue the Animation
史上最強の大魔王、村人Aに転生する
社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。
シャドウバース F
じゃんたま PONG☆
呪術廻戦 呪胎戴天編（再放送）
処刑少女の生きる道
女子高生と魔法のノート
真・一騎当千
SPY×FAMILY
スプリガン
其れ、則ちスケッチ。
TIGER & BUNNY 2
盾の勇者の成り上がり Season2
ダンス・ダンス・ダンスール
ちいかわ
であいもん
デート・ア・ライブIV
デュエル・マスターズ キングMAX
テルマエ・ロマエ ノヴァエ
転生したらスライムだった件（再放送）
トモダチゲーム
BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-
爆丸エボリューションズ
パリピ孔明
ヒーラー・ガール
ビルディバイド -#FFFFFF-
ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒の

お仕事～
ブラック★★ロックシューター DAWN FALL
本好きの下剋上 司書になるためには手段を選ん

でいられません 第3期
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

Final SEASON -浅き夢の暁-
まちカドまぞく 2丁目
魔法使い黎明期
ミラキュラス レディバグ＆シャノワール
名探偵コナン ゼロの日常
もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第3

シリーズ
八十亀ちゃんかんさつにっき 4さつめ
ヤマノススメ（再放送）
遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！
勇者、辞めます
ようこそ実力至上主義の教室へ（再放送）
四畳半神話大系（再放送）
ラブオールプレー
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好

会 第2期
理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-

sinθ

魔王が倒され、世界が平和になってから15年。風色
琴音は、新居を探して「RPG不動産」に訪れるが、
実はそこが琴音の就職先だった！ 同僚は、自由でや
んちゃなファー、仕事に厳しい僧侶のルフリア、可憐
な見た目と裏腹な強さをもつ戦士のラキラ。 琴音は
3人と一緒に力を合わせて、家探しに訪れる一風変わ
ったお客さんたちからの無理難題を仲良く楽しく解
決しながら、新しい住まいを提供していく。 大切な
物件探しは「RPG不動産」にお任せください！ 水の
なかでも、雲の上でも、どんな場所だって、きっと
あなたが喜んでくれる素敵な物件を見つけてみせま
す。異世界おしごとファンタジー、開幕！ 

作品名 RPG不動産

放送形態 TVアニメ

放送スケ
ジュール

2022年4月6日（水）～
AT-X・TOKYO MXほか

キャスト

風色琴音：井上ほの花
ファー：木野日菜
ルフリア：川井田夏海
ラキラ：石見舞菜香
サトナ：日笠陽子
セーラ：髙橋ミナミ
モナ：黒木ほの香

スタッフ

原作：険持ちよ（まんがタイムきららキ
ャラット／芳文社）
監督：越田知明
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：谷口元浩
アニメーション制作：動画工房

主題歌

OP：「Make Up Life!」風色琴音
（CV：井上ほの花）、ファー（CV：木
野日菜）、ルフリア（CV：川井田夏
海）、ラキラ（CV：石見舞菜香）
ED：「Awesome！」まねきケチャ

公開開始
年＆季節

2022春アニメ

電子書籍 『RPG不動産』電子書籍（コミック）

(C)険持ちよ・芳文社／『RPG不動産』製作委員会 
TVアニメ『RPG不動産』サイト 
TVアニメ『RPG不動産』公式Twitter 

「世界へ、連れていってやる。」 愛媛に暮らす中学
生・青井葦人(あおいアシト)は弱小サッカー部のエー
ス。 中学最後の大会で負けた日、悔しさをぶつける
ように海辺で走り込んでいたアシトは、試合を見て
いた一人の男と出会う。 その男――福田達也は、Jリ
ーグ有数のクラブ「東京シティ・エスペリオンFC」
で、高校生年代を育成する組織「ユースチーム」の
監督だった。 荒削りだが、ある特別な才能を持つア
シトに無限の可能性を見出した福田は、自らの野望
を語り始める。 「俺には野望がある。俺の作り上げ
たクラブで、世界を掌中に収める。世界への踏み台
じゃない。我がクラブこそが世界だと。その野望の
すべてを担うもの、育成＜ユース＞だ。」 福田の誘
いを受け、入団試験＜セレクション＞を受けに上京
することを決意するアシトだったが── 常にサッカ
ー漫画の最前線を走り続ける『アオアシ』が、つい
に待望のTVアニメーション化！ 挫折、成長、友情̶
青春の全てがここにある！ 

作品名 アオアシ

放送形態 TVアニメ

放送スケ
ジュール

2022年4月9日（土）～
NHK Eテレにて

キャスト

青井葦人：大鈴功起
大友栄作：橘龍丸
橘総一朗：山下誠一郎
冨樫慶司：八代拓
黒田勘平：堀江瞬
朝利マーチス淳：加藤渉
本木遊馬：榎木淳弥
竹島龍一：熊谷健太郎
福田達也：小林親弘
一条 花：河瀬茉希
阿久津渚：武内駿輔
栗林晴久：梅原裕一郎
中村 平：小野賢章
桐木曜一：内山昂輝
高杉榮太：古川慎
伊達 望：安元洋貴
海堂杏里：上田麗奈
青井紀子：園崎未恵
青井 瞬：中島ヨシキ
金子 葵：小松未可子
義経健太：興津和幸

スタッフ

原作：小林有吾『アオアシ』（小学館
「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載
中）
監督：さとう陽
シリーズ構成：横谷昌宏
サッカー監修：竹下健一、曽我準、飯塚
健司
キャラクターデザイン：中武学、川村敏
江、山口飛鳥、長谷川早紀
サブキャラクターデザイン：清池奈保、
渡部由紀子、大導寺美穂、白井英介
総作画監督：中武学、山口飛鳥
プロップデザイン：伊東ありさ、津坂美
織
色彩設計：上野詠美子
美術監督：垣堺司、竹田悠介
美術設定：金平和茂、伊井蔵
2D ワークス：濱中亜希子
プリビジュアライゼーション：前島昌格
3D：森本シグマ
撮影監督：今関舞子
編集：村上義典
音響監督：はたしょう二
音楽：横山克
アニメーション制作：Production I.G

主題歌
OP：「無心拍数」［Alexandros］
ED：「Blue Diary」Rin音

公開開始
年＆季節

2022春アニメ

電子書籍 『アオアシ』電子書籍（コミック）

(C)小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会 
TVアニメ『アオアシ』公式サイト 
『アオアシ』公式Twitter 

小柄で物静かな女の子、阿波連(あはれん)れいなさ
ん。人との距離をはかるのが少し苦手。 そんな彼女
の隣の席に座るライドウくんは、阿波連さんとの間
に距離を感じていた。 ある日、阿波連さんが落とし
てしまった消しゴムをライドウくんが拾ったことを
キッカケに、ふたりの距離は急接近!? 「遠すぎた
り」「近すぎたり」予測不能な阿波連さん。 色んな
意味で、『はかれない』密着系？青春ラブコメディ
の幕が上がる!! 

作品名 阿波連さんははかれない

放送形態 TVアニメ

放送スケ
ジュール

2022年4月1日（金）～
MBS・TBSほか

キャスト

阿波連れいな：水瀬いのり
ライドウ：寺島拓篤
大城みつき：M・A・O
桃原先生：花澤香菜
石川：柿原徹也
佐藤ハナコ：楠木ともり
宮平先生：小坂井祐莉絵
ライドウ妹：長江里加
ふたば：指出毬亜
あつし：藤原夏海

スタッフ

原作：水あさと（集英社「少年ジャンプ
＋」連載）
総監督：山本靖貴
監督：牧野友映
シリーズ構成：吉岡たかを
脚本：吉岡たかを、久尾歩、兀兀
キャラクターデザイン：八尋裕子
総作画監督：八尋裕子、岩佐とも子、三
島千枝、福地友樹
美術監督：倉田憲一(獏プロダクション)
色彩設計：田中千春
撮影監督：岩井和也(スタジオシャムロッ
ク)
特殊効果：木村実乃理(スタジオシャムロ
ック)
編集：山田聖美(editz)
音響監督：阿部信行
音楽：神前 暁 & MONACA
アニメーション制作：FelixFilm
製作総指揮：夏目公一朗
プロデュース：藍沢亮
製作：bilibili

主題歌
OP：「はなれない距離」TrySail
ED：「キョリ感」ハコニワリリィ

公開開始
年＆季節

2022春アニメ

電子書籍
『阿波連さんははかれない』電子書籍
（コミック）

(C)水あさと/集英社・BILIBILI 
『阿波連さんははかれない』公式サイト 
『阿波連さんははかれない』公式Twitter 

ここは地球のどこかにある、小さな昆虫たちの国
「インセクトランド」。ヒメボタル、ハナカマキ
リ、クワガタ、カブトムシ...たくさんの昆虫が暮らし
ています。大きさも、色も、形も、住んでいる場所も
バラバラ！ さらに、飛ぶ、泳ぐ、光る、力持ち...そ
れぞれの昆虫が全く違う個性(生態)を持っています。
そんなインセクトランドに巻き起こる事件やできご
とを、個性豊かな昆虫たちはどんな方法で解決して
いくのでしょうか。 さあ、昆虫の世界に飛び込も
う！　昆虫たちが、たくさんのことを教えてくれる
よ！！ 

作品名 インセクトランド

放送形態 TVアニメ

放送スケ
ジュール

2022年4月4日（月）～
NHK Eテレにて

キャスト

アダム：泊明日菜
ミア：久野美咲
シャルロット：美山加恋
テオ：七海ひろき
エデン：高橋李依
アクセル：花江夏樹
ガブリエル：奈良徹
ラファエル：斉藤貴美子
マキシーム：菊池こころ
ナレーション：櫻井孝宏

スタッフ

原作：「INSECT LAND(インセクトラン
ド)」シリーズ　作：香川照之、絵：ロマ
ン・トマ
エグゼクティブプロデューサー：香川照
之
監督：川越淳
シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎
キャラクターデザイン：筧あゆみ
クリエイティブサポート：Studio No
Border
制作：トムス・エンタテインメント
アニメーション制作：トムス・ジーニー
ズ

主題歌
「羽を持つ恋人」DREAMS COME
TRUE

公開開始
年＆季節

2022春アニメ

(C)ARANCIONE/インセクトランド製作委員会 
TVアニメ『インセクトランド』公式サイト 
『インセクトランド』公式Twitter 

モモとヴァンパイアの女王・フィーネ。二人の出会
いが、世界を大きく動かしていく。WIT STUDIOと
実力派クリエイターが手掛ける完全新作！ ある冬の
時代。人類はヴァンパイアとの戦争に敗れ、地球上
にほとんどの居住区を失った。生き残った人々は小
さな都市に光の壁を築き、身を守りながら生存圏の
再拡大を望んでいた。 抑圧された暮らしの中、敵で
あるヴァンパイアとの共存を望む主人公・モモ。か
つて人間を愛し、戦場から姿を消したヴァンパイア
の女王・フィーネ。都市に戦火が広がる中、2人は運
命的な出会いを果たす。その昔、ヴァンパイアと人間
が共に暮らす『楽園』があった。これは『楽園』を
求めて旅をする1人の少女とヴァンパイアの物語─。 

作品名 ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン

放送形態 配信

放送スケ
ジュール

2022年5月16日（月）～
Netflixにて

キャスト

モモ：潘めぐみ
フィーネ：小林ゆう
小林千晃
深見梨加
東地宏樹

スタッフ

監督：牧原亮太郎
助監督：田中洋之
キャラクターデザイン・総作監：西尾鉄
也
美術監督：吉原俊一郎
アニメーション制作：WIT STUDIO

公開開始
年＆季節

2022春アニメ

(C)WIT STUDIO／Production I.G 
『ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』配信ページ 

世界中で地球人の大量消滅事件が発生──。レナと
進次郎も、同時に消失してしまう。 そんな中、フリ
ージャーナリストの東光太郎は恋人のイズミととも
に「消失事件」の謎を追い始める。 異星人の正体は
テロ組織「暗黒の星」。彼らは世界に向けて声明を
出す。「人類の半分を消滅させるか、地球の半分を割
譲するか……どちらかを選べ」その頃、消えた進次
郎とレナは衛星軌道の異星人の船に転送されてい
た。 「暗黒の星」と科特隊の闘いに巻き込まれ、知
りすぎた光太郎は、命を失いそうになるが……。 決
戦の相手は巨大兵器「黄金の城塞」。街を破壊し尽
くす巨大メカを相手に、ULTRAMAN、セブン、タロ
ウに加え、ゾフィー・ジャック・エースも参戦。つ
いにULTRAMAN6ヒーローが集結する！ 

作
品
名

ULTRAMAN シーズン2

放
送
形
態

配信

シ
リ
ー
ズ

ULTRAMAN

放
送
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