
ポプラ社　児童書　2021年3月新刊_書誌情報

※表紙はイメージです。変更の可能性があります。 　

ジャンル シリーズ名 タイトル 書影 著者 ISBN Cコード サイズ（cm） 本体予価 配本予定 内容紹介

キャラクター 単行本
夢をあきらめない！　幸せをつかむ力が育つ

ディズニーのえほん
9784591169506 8797 25×21 1,200 3月15日

ディズニー作品に散りばめられた、幸せに生きるためのヒント。

それらに親しむことは、きっと子どもたちが生きていく上で大きな糧となるはず…。

そんな思いで、 “夢”をテーマに『リトル・マーメイド』『塔の上のラプンツェル』『ズートピア』の３つのお話を集めました。

主人公たちが夢を追い求め、叶えていく名シーンを、絵本とコラムで紹介。「やりぬく力」「強い心」など夢をかなえるために大切なことを伝

えます。

読み物・低学年 単行本
もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ

アニメコミック①

　 　　　　　　原ゆたか／ポプラ社・BNP・NEP

　　　　　　　　※画像はアニメティザービジュアルです

原ゆたか 9784591169520 8079 21×15 980 3月15日

アニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」のストーリーが本でも読めるアニメコミック第１巻！ゾロリのことをおいかけるアニメオ

リジナルキャラクターのビートが初登場する『ゾロリVSねっけつのビート』と、ゾロリとビートが力をあわせて事件を解決！？『ゾロリとビー

トと花咲かむすめ』の２話を収録。

読み物・低学年 単行本

もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ

アニメコミック②

　　　　　　　  原ゆたか／ポプラ社・BNP・NEP

　　　　　　　　※画像はアニメティザービジュアルです

原ゆたか 9784591169537 8079 21×15 980 3月15日
アニメ「もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ」のストーリーが本でも読めるアニメコミック第２巻！ゾロリとビートがたからさがしで競

争！『ガルル王国のたからばこ』と、ゾロリがプロデュースしたTV番組にビートが登場『ゾロリチャンネル』の２話を収録。

読み物・低学年
くまの子ウーフの

おはなし
おひさま　はだかんぼ

神沢利子

井上洋介
9784591168264 8093 17×12 1,200 3月2日

好奇心の強いくまの子ウーフが日々の暮らしの中で出会う疑問をテーマにした「くまの子ウーフの童話集」（全3巻）は、ウーフが一生懸命考

える姿を通じて生きることの本質と喜びを鮮やかに描き出し、ロングセラーとして世代をこえて愛読されてきました。このウーフの物語を、小

学校低学年の子どもたち向けて、親しみやすい幼年童話の形でお届けします。各巻2話収録、オールカラーの挿絵で、初めての一人読みに最適

です。

読み物・低学年
くまの子ウーフの

おはなし
ぴかぴかのウーフ

神沢利子

井上洋介
9784591168271 8093 17×12 1,200 3月2日

好奇心の強いくまの子ウーフが日々の暮らしの中で出会う疑問をテーマにした「くまの子ウーフの童話集」（全3巻）は、ウーフが一生懸命考

える姿を通じて生きることの本質と喜びを鮮やかに描き出し、ロングセラーとして世代をこえて愛読されてきました。このウーフの物語を、小

学校低学年の子どもたち向けて、親しみやすい幼年童話の形でお届けします。各巻2話収録、オールカラーの挿絵で、初めての一人読みに最適

です。

読み物・中学年 ポプラ物語館 クルミ先生とまちがえたくないわたし
令丈ヒロ子

雛川まつり
9784591169544 8093 22×16 1,300 3月15日

藤島基季（ふじしまもとき）、小学五年生。自分でいうのもなんだけど、わたしは「まちがえないこと」には自信がある。学校生活も、父子家

庭の運営も、キチンと計画的にやっている。そんなある日、親戚のお医者さん、クルミ先生の家で数日をすごすことになって、「まちがえな

い」わたしの人生に一大事件がまきおこる……！　思う通りにならないこともあるけれど、読めば明日が楽しみになる──令丈ヒロ子の最新

作！

学習・実用 単行本

スタディサプリ三賢人の学問探究ノート（４）

表現を究める

編：スタディサプリ

進路

協力：ドミニク・

チェン/川添愛/

水野祐

9784591169551 0095 21×15 1,200 3月15日

最近、「夢中」になっていることは、ありますか？

本書で紹介する3人の研究ストーリーは、知的好奇心を満たしてくれるだけのものではありません。それは、あなた自身が夢中になれるテーマ

を見つけるヒントになるものばかり。ちょっとした気づき――「！」が、あなたの人生を輝かせるものになる……自分たちの「！」を探究し続

ける3人のエピソードが、あなたの人生をもっと豊かで楽しくすることを後押しします！

学習・実用 単行本

スタディサプリ三賢人の学問探究ノート（５）

生活を究める

編：スタディサプリ

進路

協力：渡邊恵太/

トミヤマユキコ/

高橋龍三郎

9784591169568 0095 21×15 1,200 3月15日

最近、「夢中」になっていることは、ありますか？

本書で紹介する3人の研究ストーリーは、知的好奇心を満たしてくれるだけのものではありません。それは、あなた自身が夢中になれるテーマ

を見つけるヒントになるものばかり。ちょっとした気づき――「！」が、あなたの人生を輝かせるものになる……自分たちの「！」を探究し続

ける3人のエピソードが、あなたの人生をもっと豊かで楽しくすることを後押しします！
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文庫
ポプラキミノベル

創作

サイキッカーですけど、なにか？
石崎洋司

クノオ
9784591169582 8293 18×12 680 3月15日

小６の玉野メイ子は、自他共に認めるネクラ少女。無口・存在感なし・友だちなし、あるのは霊視能力だけ。春休み明け、メイ子は新しい学校

へ向かっていた。セレブが集まる「東都学園」へ転校するよう、占い師の母親に命じられたのだ。ところが、なにやら、この学園には、裏の顔

があるらしい。そして、メイ子はいやいや巻き込まれることに……。ちょっぴりホラーで、ときどきラブコメな、オカルトミステリー！

文庫
ポプラキミノベル

創作
ようこそ！たんぽぽ書店へ

市宮早記

ななミツ
9784591169599 8293 18×12 680 3月15日

小さな書店を営む梨久の家の隣に越してきたのは、とても感じがいい同い年の男の子。でも翌日は態度が急変。「だれだよ、おまえ」と言われ

傷つくが、あとから双子の兄弟だと知る。梨久は怖いほうの亜樹と同じクラスで図書委員を一緒にやることになる一方、もう片方の由樹は書店

の店番を手伝ってくれることに。二人の思わぬ姿や隠した気持ち、悩みを知り、梨久は勇気を出して一歩踏み出す決意をする。やさしくて胸

キュンの物語。

文庫
ポプラキミノベル

創作
E.T.

スティーブン・

スピルバーグ

英雄飛

下田昌克

9784591169605 8297 18×12 680 3月15日

アカデミー賞受賞監督スティーブン・スピルバーグが贈る、信頼、勇気そしてかけがえのない友情の物語。10歳の少年が地球に取り残されたエ

イリアン、E.T.が家に帰れるように助けようとするのだが……。感動名作映画をノベライズ。

1982年の映画公開から長い年月が経った今も人気は衰えることなく、2022年には40周年を迎えます。

文庫
ポプラキミノベル

創作
私は存在が空気

中田永一

新井陽次郎
9784591169629 8293 18×12 650 3月15日

鈴木伊織はある理由から存在感を消せる力を手に入れた。彼女を認識できるのは、友人の春日部さやかだけ。でも、伊織はさやかに教えても

らったバスケ部の上条先輩のことが気になってしまう。ついにはその力を使い、後をつけはじめ……（表題作）。超能力者たちの恋は、不器用

で、おかしくて、ちょっぴり切ない。心が透きとおる、６つの恋のお話。

文庫
ポプラキミノベル

創作
図書室の怪談　悪魔の本

緑川聖司

浮雲宇一
9784591169667 8293 18×12 650 3月15日

「本の怪談」の緑川聖司がおくる、図書室で出会う"呪われた本"を巡るホラー新シリーズ！　大樹は、いじめられていたクラスメイトをかばっ

たことで、自分がいじめの対象に。ある日、図書室で見つけた「悪魔の本」を読み始めると、周囲でおかしなことが起こり始めるーー。大樹の

周辺に現れる女の子、幼馴染、謎の青年、神主さんはそれぞれ秘密がありそうで、真実を言っているのは誰なのか、大樹は呪われた本から逃れ

られるのか!

文庫
ポプラキミノベル

創作
時空レスキュー鉄火！

向井湘吾

にかみ
9784591169674 8293 18×12 680 3月15日

ある日、側溝にはまっていたおかしな「しゃべる砂時計」を助けた鉄火は、「時空レスキュー」にスカウトされる。早速砂時計と向かった事件

現場は、1679年のイギリス。のどかな村で、狙われているのはいったい誰なのか。その目的は？　鉄火は特殊能力を授けられ、現れた強敵と

闘うことに。

「トリプル・ゼロの算数事件簿」シリーズ著者による新しいヒーローが誕生。物理も学べるタイムトラベル・レスキューストーリー！

文庫
ポプラキミノベル

名作
坊っちゃん

夏目漱石

ふすい
9784591169636 8293 18×12 650 3月15日

親ゆずりの無鉄砲で子どものときから損ばかりしている――。そんな冒頭から始まる、文豪・夏目漱石初期の代表作。自ら英語教師として松山

の中学に赴任した経験を背景にした一冊です。－－物理学校を卒業後、ただちに四国・松山の中学に数学教師として赴任した青年“坊っちゃん”

が、少々不器用でかなり無鉄砲ながらも正義感を貫き通してまさに暴れまわる痛快作です！

文庫
ポプラキミノベル

名作
ドクター・ドリトル　アフリカへゆく

ヒュー・ロフティング

杉田七重

帆

9784591169643 8297 18×12 650 3月15日

『ドリトル先生』を初めて読むならこれに決まり！

ドリトル先生は動物の言葉が話せるお医者さん。ある日、サルの伝染病をなおすため、アフリカへ向かいます。旅の仲間は犬、ブタ、オウム、

フクロウ、アヒル、サル、ネズミにワニ！　だけど、皆そろってアフリカの王さまにつかまった？　海ぞくとのバトルにめずらしい動物との出

会い、感動の再会……。先生とゆかいな動物たちの冒険が今はじまる！

文庫
ポプラキミノベル

名作
トム・ソーヤーの冒険

マーク・

トウェイン

大作道子

禅之助

２４

9784591169650 8297 18×12 650 3月15日

アメリカのいなか町、セント・ピーターズバーグに暮らすいたずら好きな少年トム。ある夜、親友の宿無し少年ハックとともに墓場で○○を目

撃してしまってからは、毎日がスリル満点に！　家出をして無人島暮らしをしたり、悪党のかくした財宝の行方を追ったり、洞窟からの大脱出

をはかったり！？　大人たちを驚かせる勇気と知恵で、ピンチを乗り越えろ！　トムの成長と友情をユーモアたっぷりにのびのびと描く、永遠

の冒険小説。
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図書館向け ニュース年鑑 ニュース年鑑２０２１ 池上彰 9784591169131 0030 25×19 4,000

3月2日

(店頭配本

なし）

世界が新型コロナウィルスの猛威に見舞われた2020年。国内でも多数の感染者を出し、経済も混乱しました。そんななか、東京オリンピック

の延期、菅新首相が誕生など、変化の激しい一年となりました。これから迎えるウィズコロナ時代を我々がどう生きるべきか、さまざまな

ニュースをもとに考えるきっかけとなる一冊。

図書館向け スポーツ年鑑 スポーツ年鑑２０２１
小学館クリエイティブ

ＢＢＭアカデミー
9784591169148 0075 25×19 4,000

3月2日

(店頭配本

なし）

東京オリンピック・パラリンピックの2021年延期をはじめ、テニスのウィンブルドン選手権や高校野球の甲子園大会など数多くの海外・国内

大会中止または延期のニュース、また大相撲三月場所のような無観客での開催など、コロナウイルス感染症によるプロ・アマチュアのスポーツ

への影響を中心に2020年をふりかえります。そのなかで、テニスの大坂選手や国枝選手、上地選手の活躍は明るいニュースでした。


