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しかけ絵本 単行本 あそび×くふう　レゴゲーム　５０のアイデア 大野千鶴 9784591169810 8076 24×19 2,000 6月1日

【組み立てるだけがレゴじゃない！？　レゴブロックを使った「ゲーム」のアイデアが50以上！】

レゴブロックを使ったあそびの可能性は無限大！

この本では、「レゴで３目ならべ」「かずあてゲーム」「ぐらぐらつみあげ」など、１人でも、２人でも、大勢でもあそべる50以上の

ゲームのアイデアを紹介しています。

付属のブロックとおうちのレゴブロックを組みあわせて、あそびをたくさん発想＆工夫しよう！

あかちゃん・

幼児の本
はじめてえほん とうもろこしぬぐぞう はらしままみ 9784591170281 8793 17×22 1,200 6月1日

とうもろこしの「とうもろこしぬぐぞう」さんが、葉っぱの服や、ひげであるかみの毛をバリバリ、ぶちぶちと潔く脱いでいくスカッとす

る絵本。その脱ぎっぷりや言葉のリズムに加え、墨ラインで描かれた力強い筆致が見るものの五官にうったえます。最後はおふろでおいし

そうに温まるぬぐぞうさん。子どもに人気の「とうもろこし」へのさらなる興味をそそるだけでなく、毎日のお着換えやおふろの場面でも

マネしたくなる、何度もめくりたくなる絵本です。作者のデビュー作。

キャラクター きかんしゃトーマスの本 トーマスのひみつ１００ Let's go! あたらしいせかい 9784591170304 8071 22×22 1,200 6月7日
「きかんしゃトーマス」のひみつがこの一冊に！トーマスやパーシーなどおなじみのなかまをはじめ、世界からやってきたなかまたちのひ

みつも満載。トーマスの世界がもっと楽しくなる本です。

キャラクター 単行本 レゴジュラシック・ワールド　アイデア５０ 9784591169803 8076 28×23cm 2,500 6月1日

レゴブロックの人気シリーズ『レゴジュラシック・ワールド』のアイデアブックが登場！

おうちにあるレゴブロックで、恐竜の飼育エリア、パークの施設や乗り物など、『レゴジュラシック・ワールド』の世界のいろいろなもの

をつくるためのヒントがいっぱい。コツとアイデアは50以上！

【調教師オーウェンとラプトルのミニフィギュア&ヘリコプターがつくれるレゴブロックつき! 】

絵本 ポプラせかいの絵本 真夜中のちいさなようせい
シン・ソンミ

清水知佐子
9784591170298 8797 23×31 1,500 6月14日

男の子が熱を出して寝ています。そばには、看病をするママ。真夜中、ママがつかれてうとうとしはじめた時、小さな妖精たちがあらわれ

ました。目を覚ました男の子に妖精たちは「あたしたちはママのお友だちよ」といい、小さかったころのママが妖精にプレゼントをした花

のゆびわを見せてくれました……。

伝統的な技法を現代的にアレンジしながら、デザイン的に優れた作品を発表し、韓国の人気イラストレーターであるシン・ソンミ氏の初の

絵本。

絵本 ポプラ社の絵本 あっぱれ！　どぐうちゃん
堀切リエ

長谷川知子
9784591170601 8793 25×22 1,500 6月14日

雨が降り続き、おじいちゃんの畑のじゃがいもが病気にならないか心配。あれ？　とがったかけらが地面から顔を出している。何だろう…

…ドグドグ　ドルルルン！　かけらが土からとびだして、土の人形になった。うねうねもように大きな目。きみはだれ？「ド・グ……ドグ

ウ」「どぐうちゃん？」そして、ぼくはどぐうちゃんに連れられて土の中へ。ぼくは「縄文の世界」を体験することに。

誰しもひとめ見たらわすれられない魅力を持つ土偶のはじめてのおはなし絵本です。

＊代表的な縄文遺跡である三内丸山遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産への推薦が決定。2021年の正式登録が目指さ

れています。https://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/recommend.html

読み物・低学年 単行本
アニメコミック

もっと！まじめにふまじめ かいけつゾロリ③
原ゆたか 9784591170618	 8079 21×15 980 6月14日

大人気のアニメコミックシリーズ第３巻！たこやき屋さんのかんばん娘とゾロリがけっこん！？ゾロリの恋のゆくえが気になる『ゾロリと

たこやきの恋』と、ドアノブがなくなり全てのドアが開けられなくなった町にやってきたゾロリたちが大パニック！『きょうふ！ドアノブ

がきえたまち？』の２話を収録。

読み物・低学年 本はともだち♪ かえるのエルの　ともだちになりたい！ 乗松葉子 9784591170311 8093 22×16 1,250 6月14日

「！」と「？」であふれる毎日を、天真爛漫でちょっぴりおとぼけなかえるの男の子・エルの視点で描く、幼年童話シリーズ。第1巻は、

「ともだち」をテーマにした2作品を収録。

やさしいユーモアに満ちた文章と、彩り豊かでみずみずしい絵が、エルの世界をあたたかく広げます。

★収録作品「かぜぎみになりたい！」「くもはともだちをつくらない？」

読み物・中学年 ＧＯ！GO！ブックス トムと３時の小人 たかどの　ほうこ 9784591170328 8093  22×16 1,380 6月7日

小学生のつとむが古道具屋で見つけた、赤い表紙の本『トムと３時の小人』（下）。図書館で同じタイトルの本を読んでみると、それはト

ムという少年と「３時の小人」との出会いと別れの物語でした……。

つとむとトム、ふたりの少年の視点から、日常の中にひそむ不思議を描いたファンタジー。

「本」にまつわる新しい発見に心はずませる少年の姿を、たかどのほうこが、生き生きと描きます。

読み物・中学年 ＧＯ！GO！ブックス どーすんの！？　おもちゃゲット大作戦
吉田純子

武田美穂
9784591170335 8093 22×16 1,380 6月7日

主人公のタクヤは、クラスのみんなが持っているロボットのおもちゃをおかあさんに買ってもらえません。しかしともだちについ「持って

いる」とウソをついてしまいます。なんとしても手に入れようとあせるタクヤのもとに、一羽のツバメが現れて…。思わずついてしまった

ウソをきっかけに、自分の力で目標を達成しようとするタクヤの姿がユーモラスに描かれた１冊です。

読み物・高学年 ノベルズ・エクスプレス はじめての夏とキセキのたまご
麻生かづこ

	酒井以
9784591170359 8093 19×14 1,400 6月14日

父親の突然の転勤で、都会から田舎へ引っ越すことになった五年生の世夏。新しい家の周辺は、お店も家も少ないし、信号もほとんどな

く、あるのは山、山、山ばかり。引っ越し当日、世夏は、散歩にでかける。すると空き地にいたふたりの男の子と出会う。勇気をだして声

をかけた世夏――この偶然の出会いによって世夏の日常が変わる……。

田舎で迎えることになった”はじめての夏”。そこにはキセキが待っていた！

Ⓒ Gullane (Thomas) Limited 2021
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読み物・高学年
ポプラ社

ノンフィクション
チバニアン誕生 岡田誠 9784591170342 8044 20×14 1,500 6月7日

新たな地質年代「チバニアン」が生まれるまでのノンフィクション。千葉県市原市にある地層「千葉セクション」に、およそ77万年前に

地球の磁場が逆転したことを示す手がかりが残されていた！地層に刻まれた痕跡から太古の地球のすがたを考える地質学の魅力に迫るとと

もに、「千葉セクション」の日本初GSSP（国際境界模式地）決定に至るまでのドラマを紙上体験する一冊。著者は、チバニアンチーム代

表の岡田誠・茨城大教授。

学習・実用 ガールズスタジオ おしゃれな香りが楽しめる　アロマストーンキット 平山りえ 9784591167137 8076 21×15 2,000 6月7日

水とまぜて、型にながすだけ！　アレンジアイデアがたっぷり入ったスターターキット★

ご家庭でかんたんに、おしゃれなアロマストーンがつくれるキット。低学年の子でも失敗が少なく、アレンジの幅は無限大！　冊子のアレ

ンジアイデアを参考に、自分だけのオリジナルアロマストーンがつくれちゃう！

夏休みの宿題や、お友だちへのプレゼントにもぴったり。お子様の発達段階に合わせてアレンジの幅を広げ、長く楽しめる内容です。

学習・実用 単行本
キミならどうする!?　もしもサバイバル（2）

恐竜時代で生きのこる方法
久保田克博 9784591170366 8036 21×15 1,300 6月14日

ありえない状況を真剣にシミュレーションして、どうサバイバルするかを楽しむシリーズ「キミならどうする!?　もしもサバイバル」。

ロールプレイング的に空想世界での冒険を味わいながら、水や食料の確保、危険回避の方法など、命を守るための科学雑学を提供する。

2巻のテーマは恐竜。もしも白亜紀後期の北米にタイムスリップしたら、どうやって生きのびる？「ありえない」シチュエーションで真剣

にサバイバル！

学習・実用
これマジ？

ひみつの超百科
モテたい！　生きたい！　変色生物超百科 パンク町田 9784591170373 8045 18×13 950 6月14日

環境の変化に合わせて色を変える生物として、カメレオンの体色変化が有名です。しかし、体の色が変わるのはカメレオンだけではありま

せん！　換毛、婚姻色、警告色、そして成長による驚きの変貌。状況に応じてあざやかに色を変える生物を、オールカラーの写真付きで紹

介。色の変化から、生き物の生育環境や天敵など、生態をのぞき見る一冊です。

文庫
ポプラキミノベル

創作
歴史ゴーストバスターズ①

あさばみゆき

左近堂絵里
9784591170380	 8293 18×12 680 6月14日

現実世界に興味ナシ！　私は織田信長推しの歴女、和子。ある日、担任に見逃した大河ドラマをエサに、不良転校生・狐屋コオリの友だち

第一号を命じられた。なんで私が。しかも、どうやらコオリは幽霊と戦う能力者……って勘弁してくれ！　私が一番怖いものこそ幽霊！

でも待て、その消そうとしている幽霊、もしかして！？　悪霊を退治し、歴史人物の魂を救え！　最強歴女×最凶祓い屋による、男女とも

に楽しめるシリーズ、開幕！

文庫
ポプラキミノベル

創作
セカイのハテナ

藤咲あゆな

岩崎美奈子
9784591170403 8293 18×12 680 6月14日

隕石が落ちたことによって自然界が破壊され、世界がパンデミックに。ある日、日本に住む少年がウイルスに感染し、生死の境をさまよ

う。彼が次に目覚めたのは１０年後の世界だった。その世界は、すべての国境、街境が封鎖されていた。少年が回復できたのは、未知のワ

クチンだった。少年はそのワクチンを手に入れるために旅に出ることを決心する……。

「魔天使マテリアル」シリーズの著者が新たな"希望"を描く近未来SFファンタジー！

文庫
ポプラキミノベル

創作
まもってあげたい！

宮下恵茉

たま
9784591170427 8293 18×12 680 6月14日

山村留学でお寺から中学校に通うことになった智絵里。遠足の途中で迷い込んだ山で偶然、恐ろしい伝説の鬼・大猛丸の封印を解いてし

まった。大猛丸は自分を解放してくれた智絵里になつき、彼女を守ると宣言する。人間の姿になって一緒に学校に通うことになった大猛丸

は真面目でまったく恐ろしいところはないのだが……。まさかの鬼男子に恋!?　次々に展開するラブコメ和風ファンタジー、シリーズ第１

巻！

文庫
ポプラキミノベル

名作
星の王子さま

サン＝テグジュペリ

加藤かおり

矢部太郎

9784591170397 8297 18×12 650 6月14日

砂漠に不時着した「ぼく」。そこで出会った小さな男の子。彼はいくつもの星をめぐり地球へと降り立った王子さまだった。「ぼく」は王

子さまと話すうちに、生きることのきらめきを少しずつ知っていく――。やさしい気持ちになる永遠の名作を、読みやすい新訳で！　装

画・挿絵はベストセラー『大家さんと僕』の矢部太郎が担当。自身が最も愛するという今作に、新たな息吹を吹き込む。子どもから昔子ど

もだった大人まで楽しめる一冊。

文庫
ポプラキミノベル

名作
注文の多い料理店

宮沢賢治

スケラッコ
9784591170410 8293 18×12 650 6月14日

お腹をすかせた二人の紳士は、山奥でレストランを見つけます。ところが、お店の中に入ると、指示の書かれたメモと扉が続き、なかなか

料理にありつけない――。表題作のほか、「どんぐりと山猫」「月夜のでんしんばしら」など人気作品を多数収録！　また、2020年「キ

ミはまだ、名作の面白さを知らない」フェアでも話題となったスケラッコがイラストを担当。たくさんの挿絵＋巻頭漫画＋新聞ページで、

宮沢賢治の世界をより深く！

カスタム カスタム出版 おしたら　おしまい 森のえほん館 編集部 9784591170823 8793 22×24 1,500 6月18日

主人公の少年コークは、やさしいダッドにマム、お姉ちゃんのエルダー、かわいい妹のリトル、そしてみんなの人気者、愛犬チョコに囲ま

れ、平和で楽しい毎日を送ってました。そんなある日、コークはマムからタブレットを手渡されます。興味津々のコークは、おっかなびっ

くり、そのタブレットを使い始めるのですが……。プログラミングの小学校必修化や、活況を呈するSTEAM教室など、コンピュータやイ

ンターネットに関する教育は、年々、早まる一方です。そこで、まず必要になるのがITリテラシーの教育です。本書は、スマホやタブレッ

トなどを通じて、これからインターネットに触れるようになる、小さなお子さんたちに向けて作られた、ITリテラシーの“はじめの一歩”を

わかりやすく扱った絵本です。


