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しかけ絵本
これなあに？

かたぬきえほん
はないろいろかくれんぼ いしかわこうじ 9784591169834 8776 16×16 880 4月12日

美しい色彩とシンプルな形にこだわった、シリーズ累計210万部突破の大人気絵本。

今回は身近な「花」がたくさん登場する色あざやかな１冊です。

ページをめくると、かくれていた形があらわれて、子どもたちの想像力を刺激します！

あかちゃん・

幼児の本 単行本

シールでしゅつどう！はたらくくるま

オールスターずかん
小賀野実 9784591169841 8653 21×19 1,000 4月19日

本物の写真を使ったはたらくくるまのあそべる図鑑！はってはがせるシールを使って、

ジオラマで遊んだり図鑑を完成させたりと何度でも遊べます。

キャラクター
はじめての

トーマスのおはなし トーマスとカーニバル 9784591169872 8797 27×19 750 4月2日

ＮＨＫテレビアニメ「きかんしゃトーマスとなかまたち」のお話を１話収録したボードブック。

はじめて絵本を読む子でも楽しめるよう、カタカナにルビつき。

■今回の舞台は、ブラジル！

カーニバルの日、バンドのメンバーをリオまで運んだトーマス。楽しい音楽に夢中になったトーマスは、

音が出る貨車がないか探しはじめ……。

■登場キャラクター

トーマス、ガブリエラ、カッシア、フェルナンド

キャラクター
はじめての

トーマスのおはなし
トーマス、なんどもまちがえる 9784591169889 8797 27×19 750 4月2日

ＮＨＫテレビアニメ「きかんしゃトーマスとなかまたち」のお話を１話収録したボードブック。

はじめて絵本を読む子でも楽しめるよう、カタカナにルビつき。

■今回の舞台は、インド！

大切な絹織物を運ぶ仕事を任されたトーマス。しかし、うっかり道を間違えて、違う駅に届けてしまいました。

トーマスは、ひとりで解決しようとしますが…。

■登場キャラクター

トーマス、アシマ、ヌール・ジャハーン、シャンカール

キャラクター 単行本 おさるのジョージ　おかいものメモリーカード 9784591169896 8076 21×15 1,650 4月12日

アニメに絵本に大人気！　おさるのジョージといっしょに「お買い物」で遊んで学ぼう！

神経衰弱の要領で、「おかいものリスト」に沿ってカードを集める「おかいものリストゲーム」をはじめ、

足し算で遊ぶ「1000円ゲーム」など全６種類のゲーム入り。

記憶力や集中力を使った楽しい遊びを通して、絵や言葉、文字と親しみつつ、付属の「お金カード」でお金の概念も学べます。

発展として英語遊びも紹介。３歳から小学生まで、成長に合わせて長く楽しめるカードです。

絵本 ねずみくんの絵本 ねずみくんのピッピッピクニック
なかえよしを

上野紀子
9784591169865 8793 24×22 1,000 4月2日

「ねずみくんの絵本」シリーズ待望の、春のピクニックのお話。

いつもの公園の前で、待ち合わせをしたねずみくんとなかまたち。

今日はおべんとうを持って、みんなでピクニック。ねみちゃんの吹く笛の音にあわせて、ピッピッピッと出発です。

でもどこを目指そうか、みんなの意見が合いません。そのとき、ちょうちょうがやってきて……？

「大切なものは、遠くへ出かけなくても身近にあるよ」という著者の温かいメッセージがこめられています。

今だからこそ読みたい、心安らぐお話です。

絵本 単行本 ３ヒントクイズえほん　にんちゃくん

IC4DESIGN

いまむらありさ

すぎようこ

9784591169858 8793 20×22 1,400 4月19日

みならい忍者の「にんちゃくん」。今日はおかあさんに、おばあちゃんの家までおつかいをたのまれました。

ひとりでおばあちゃんの家にいくのは初めてですが、にんちゃくんは無事にたどり着けるのでしょうか？

３つのヒントから正解の絵をさがす「３ヒントクイズ」。

この本では、主人公のにんちゃくんと一緒に、３ヒントクイズをたっぷり楽しめます。

巻末にはおまけのさがし絵コーナーも。1日中あそべるゲーム絵本です。

読み物・低学年
アニメコミック

おしりたんてい

アニメコミックおしりたんてい７

ププッ マルチーズしょちょうとチワワしょちょう
トロル 9784591170113 8079 21×15 900

4月19日

搬入

4月20日

東京出荷協定

アニメオリジナルストーリーを収録した、おしりたんていアニメコミックシリーズ第７弾は、

「ププッマルチーズしょちょうとチワワしょちょう」「ププッきえたがかのなぞ」の2話収録です。

読み物・低学年 本はともだち♪ あおぞらこども食堂はじまります！
いとうみく

丸山ゆき

9784591169902 8093 21×15 1,000 4月2日

ひとりぐらしのハルさんは公園で、ひとりでパンを食べている女の子と出会います。

「ひとりでごはんを食べている子っておおいのね」と気づいたハルさん。

みんなでいっしょにごはんを食べられる食堂をひらこう！と考え……。

全国にひろがるこども食堂をテーマに、いま、こどもたちにいちばん愛される作家・いとうみくがつむぐ幼年童話。

現在、全国にこども食堂は5000近く開設されているといいます。

物語を楽しむだけでなく、「こども食堂ってどんなところ？」の疑問にもこたえる物語です。

読み物・中学年 ひみつの妖精ハウス ひみつの妖精ハウス１２　永遠の友だち
ケリー・マケイン

田中亜希子
9784591169919 8097 20×15 980 4月12日

ある日、ピュアのドールハウスに４人の妖精たちがやってきた！人間の世界とフェアリーランドをむすぶ門にあたる、

オークの木を守るのがみんなの任務。それには、12この誕生石をあつめなくてはなりません。

ピュアと妖精たちはこれまで、力をあわせて11この誕生石をあつめてきました。木がたおされるまであと２日。

それまでに、最後のひとつを手に入れないと！とその時、ブルドーザーのごう音が！絶体絶命。どうする!?

© and ® Universal Studios and/or HMH

Ⓒ 2020 Gullane (Thomas) Limited.
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読み物・高学年
ノベルズ・

エクスプレス

りんごの木を植えて
大谷美和子

白石ゆか
9784591169933 8093 19×14 1,500 4月2日

おじいちゃんと過ごした日々──それは、とっておきの時間。

みずほは小学五年生。二世帯住宅で暮らす大好きな祖父にがんの再発がわかった。

しかし、祖父は「積極的な治療」はおこなわないという。なぜ？みずほはどうしても受け入れられない。

「『たとえ明日、世界が滅亡しようとも、今日わたしはりんごの木を植える』ということばを知ってるか？」祖父がみずほに語る。

マルティン・ルターのことばだ。「明日世界がなくなるとわかってるのに、そんなむだなこと、なんでするの？」とみずほ。

どうしても理解できない。がんを身体にかかえながらも、大好きな絵を描き、庭仕事をして毎日をのびやかに暮らす祖父。

そして祖父や家族と語り合う時間のなかで、みずほは「おじいちゃんの生き方」を見つめ……。

「人間が生きること」そして「死ぬということ」を考える珠玉の物語。

学習・実用 単行本 死にざま図鑑

伊藤賀一

田渕正敏

沖元　友佳

9784591166284 8023 21×15 1,200 4月12日

「死にざま」のなかに「生きざま」が見える！

日本の歴史上の人物の「死にざま」にスポットを当てて、その生涯を紹介。ざんねんなラストを迎えてしまった、あの人物の大失敗とは？

世間から忘れられても、幸せな最期を迎えられたあの人物の処世術とは？

偉人たちの最期の姿を通じて、よりよく生きる術を知る歴史雑学本です。

本書に登場する人物（一部のみ紹介）

聖徳太子／蘇我入鹿／菅原道真／源頼朝／足利尊氏／織田信長／明智光秀／ザビエル／大塩平八郎／坂本龍馬／福沢諭吉／渋沢栄一／

高橋是清

文庫
ポプラキミノベル

創作
空色ＤＡＹＳ

望月麻衣

花芽宮るる
9784591169988 8293 18×12 680 4月12日

しゃべるのが苦手なせいで孤立してしまい、２年の途中で高校を転校したユイ。新しく入ったクラスはみんなが優しい奇跡のクラスで、人

気者のミネくんんにバンドに誘われたユイは、ボーカリストとして力を発揮していく。友達とバンド仲間ができ、夢みたいな学校生活を

送っていると、ユイは奇跡のクラスにはある過去の出来があったことを知る。１日1日を大切に生きねばと思わせてくれる、10代のきらめ

きがつまった感動の青春小説！

文庫
ポプラキミノベル

創作
コトダマ！

田丸雅智

北風友裕
9784591169612 8293 18×12 680 4月12日

２つの言葉を組み合わせ、不思議なアイテムを作って戦う言魂(コトダマ)使い。

ある日、フツーの小学生ソラは、同級生のエリーから自分が言魂使いだと知らされる。

そして黒い言魂で世界を崩壊させるクグツたちと戦うことに。

だけど、ソラが作りだしたのは……空飛ぶ漬物石！って、こんなので勝てるのー！？

1話5分で読める、新感覚！言葉×バトルストーリー！

文庫
ポプラキミノベル

創作 マリカと魔法の猫ボンボン
天野頌子

玖珂つかさ
9784591169940 8293 18×12 680 4月12日

連休中に伊豆のおばあちゃんの家を訪れたマリカが、引き出しにあった黄緑色のキャンディボンボンをつまみ食いすると、なぜか身体が縮

んで猫の姿に！キャンディーは、１時間だけ猫になれる魔法の猫ボンボンだった。ある日シルバーグレーの美しい猫が迎えに現れ、マリカ

は猫の国へつれていかれる。そこでは二つの大きな国の間に争いごとの兆しが。マリカはそれを止めてほしいと頼まれるが……。モフモフ

満載、ほっこりファンタジー！

文庫
ポプラキミノベル

創作 オン・ステージ！（１）
高田由紀子

アサダニッキ
9784591169957 8293 18×12 680 4月12日

鈴木ひかり、中学1年生。ある日だれもいない空き教室で見つけた古い演劇の脚本をひらくと、幽霊の男の子があらわれた！

幽霊の名は一色瞬といって、生前はおなじ中学の演劇部で脚本と演出を担当していたようだが、名前と演劇以外のことは記憶ゼロ。

どうやら、ひかりが見つけてしまった脚本を上演できなかったことを無念に思い、本にとりついてしまっているようだ。

瞬に脅され、むりやり演劇部にはいることになったひかりだけど……！？

文庫
ポプラキミノベル

創作 撮影中につきおしずかに！①
にかいどう青

サコ
9784591169964 8293 18×12 680 4月12日

映像部の女子3人（＋1匹）は今日も忙しい。彼氏との想い出の動画を撮ってほしいというのに、依頼人の女子の様子がオカシイのだ。

幸せな瞬間を記録したいはずなのに、どうして……？そこにはある切ない理由が！？

翻訳家志望のイケメン女子・カズキ、関西弁キラキラ美少女・ココ、

そしてひよっこ魔女・ハルとそのパートナーのミスターR（またの名は毛玉）が、謎の真相を映し出す！

最高に楽しい、部活青春ミステリー！

文庫
ポプラキミノベル

創作 クリエイティ部！♯１
みずのまい

卯花つかさ
9784591169971 8293 18×12 680 4月12日

初日でバレー部を退部になったヤンヤン。同じく退部になったアリス。

お笑い好きかぐやに、超個性派クッシー、そして不登校の革命児・ゲバラ。クセ強すぎーな5人が、自分たちだけの部活を作っちゃった。

その名も、クリエイティ部！　最初の任務は、じみーな石倉君を華麗に変身させイケメンコンテストで優勝させることに決定！

彼をバカにした先輩を見返すんだ。だけど、大会は出来レースで！？　結成早々、どうなっちゃうのー！？

文庫
ポプラキミノベル

創作 探偵部におまかせください！
雪宮鉄馬

naoto
9784591169995 8293 18×12 680 4月12日

日向南中学の「探偵部」は、名探偵に憧れつつもまだまだ未熟な探偵少女実月と、助手兼世話係の幼なじみ真琴が創設した部活。活動は、

「学校内で起きる事件を解決する」こと。知的少女のマナ、スポーツ万能の香澄、お菓子作りが天才的な彩音を加えて部員は５名。事件は

ある日、美術室で起こった。展示されていた金賞の絵画を赤いペンキで台無しにしたのは誰…？ユニークな探偵部の、明るい謎解きストー

リー！


