
『カティとつくりかけの家』

ISBN：978-4-591-17142-4

C8797 26×26㎝

本体予価：1,600円（税別）

ポプラ社２０２１年

10月の新刊

読み物・低学年

学習・実用

単行本

2017年、カリフォルニアの山火事を

経験した著者による、山火事の絵本。

『ぱたぱた！のりものずかん』

ISBN：978-4-591-17101-1

C8076 19×19㎝

本体予価：1,400円（税別）

めくって たのしい！ 「うごき」でおぼえて、想像力を引

きだす新感覚の乗り物写真絵本！

キャラクター

単行本

ある日。わたしたちが生まれ

育った美しい森は

音もなくあがった火の手に

よって燃えはじめ、風によっ

て大きくなった炎は森を燃

やし、黒い煙によっておおわ

れました。

動物たちの生命力と森の再

生が描かれています。

しかけ絵本

読み物・中学年

『まじょのナニーさん

てんしの花園へようこそ！』

藤真知子 作／ はっとりななみ 絵

単行本

▲表紙イメージ

▲表紙イメージ

魔女のスーパー家政婦

ナニーさんシリーズ最新刊！
ママが外国で仕事の間、パパが

ちゃんとやってくれるって言っ

たのに！ ヒナノの不満は大爆

発！ そこへ現れたのが、スー

パー家政婦のナニーさん。お掃

除洗濯もあっという間！ それ

に、ナニーさんは魔女なのです。

不思議でステキな魔法がヒナノ

の心を少しずつときほぐしてく

れて…。過去の間違いや失敗と

の向き合い方も、ナニーさんの

魔法を通じて次への明るいス

テップへつながります！

ISBN：978-4-591-17132-5

C8093 22×16㎝

本体予価：900円（税別）

ＧＯ！ＧＯ！ブックス

ISBN：978-4-591-17133-2

C8093 22×16㎝

本体予価：1,380円（税別）

女の子の揺れ動く気持ちをこまやかに

すくいあげた、ファンタジー！

▲表紙イメージ

▶
表
紙
イ
メ
ー
ジ

◀
表
紙
イ
メ
ー
ジ

絵本

▲表紙イメージ

『わたしたちの森』

Vol.1

山中則江 写真・文／ トキタシオン イラスト

小賀野実 監修

新幹線が「びゅーん！」と走

る。はしご車が「びよ～ん！」

と伸びる。車のとびらが「パ

カッ！」と開く。

迫力のある写真で、のりも

のを「うごき」ごとにまとめ

た、

新しい切り口の楽しい１冊で

す。図鑑ページも充実。

ぱたぱためくって、いろんな

乗り物をおぼえよう！

『４つごのまじょの おかいもの』

単行本

かわいみな 作

ISBN：978-4-591-17135-6

C8793 ３１×22㎝

本体予価：1,400円（税別）

▲表紙イメージ

ひとりでも、親子でも、姉妹や友だち

と一緒でも、何度も何度も楽しめる、

“おかいもの絵本”。

新しい家に引っ越してきた、

４つごの魔女。

ぼろぼろですっからかんの

お家を、４人の大好きなもの

でいっぱいにするために、お

買い物にでかけます。

かわいくて、おしゃれで、と

きにはゾクっとちょっぴり不

気味…。そんな魔法アイテム

がたくさん登場。

４つごの魔女たちはどれを

買う？ 自分はどれがほし

いかなあ…？など想像しな

がら読める絵本です。

配本予定

10月11日

配本予定

10月11日

ジアナ・マリノ 作／ 小手鞠るい 訳

『レゴシティ アイデア５０
パトカーで追いかけろ！』

単行本

配本予定

10月4日

ISBN：978-4-591-17046-5

C8076 27×23㎝

本体予価：2,500円（税別）

レゴブロックの人気シリーズ

『レゴシティ』のアイデアブックに、

新作が登場！

おうちにあるレゴブロックで、警察署、警察

の乗り物（パトカーにスノーモービル、宇宙

船まで！）、警察が捜査する博物館や森の中

など、『レゴシティ』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！

『アニメおしりたんてい

おしりさがしBOOK（１）

ププッと まちがいさがし』

単行本

トロル 原作

おしりたんてい初のプレイブック登場！

▲中面イメージ

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９

ププッ おおぺらざのかいとう』

トロル 原作

ISBN：978-4-591-17140-0

C8076 21×21㎝

本体予価：1,000円（税別）

ISBN：978-4-591-17141-7

C8079 21×15㎝

本体予価：900円（税別）

配本予定

10月11日
配本予定

10月18日

配本予定

10月15日搬入

▲中面イメージ

アニメオリジナルストーリーを収録した、

コミックシリーズ第９弾！

▶
中
面
イ
メ
ー
ジ

「ププッ おおぺらざのかい

とう」と「ププッ きけんなお

にもつ」の2話収録！

配本予定

10月18日

『魔女のマジョランさん

世界一まずいクッキーのひみつ』

福井 さとこ 作・絵

石井睦美 作／井田千秋 絵配本予定

10月11日

配本予定

10月18日
本当のともだちと出会い自分らしく

生きていく女の子の物語。

ISBN：978-4-591-17134-9

C8093 22×16㎝

本体予価：1,480円（税別）

◀
表
紙
イ
メ
ー
ジ

街に住むカティは、すぐに想像の

世界にとんでしまう8歳の女の子。

そんなカティと家族が、森の一軒

家へ引っ越すことに。

街になじめなかったカティが新し

い場所で真の友達を見つけなが

ら想像力豊かに生きていく姿は、

見るものに勇気を与え自分らし

くあることのすばらしさを伝え

ます。

「世界一まずいクッキーの店

マジョラン」という看板の

クッキー店が大評判?

ある日、友達との行きちが

いで悲しい思いをしたミサ

トがその店の前を通ると、

店主のマジョランさんに強

引に招き入れられ・・・。

まちがいさがし、さがしもの

ゲーム、パズルゲームをたっぷ

り収録！ 定番のおしりさがし

も各見開きで挑戦できます。

第３・４弾！
２冊同時刊行！

初めて読める創作読み物

ＧＯ！ＧＯ！ブックス

10月18日東京

出荷協定

『オニすご！ とんでもねー！！

ニッポンびっくり事典』

こざきゆう 作／MICANO 絵

配本予定

10月18日

ISBN：978-4-591-17128-8

C8025 19×13㎝

本体予価：1,000円（税別）

▲表紙イメージ

★日本一、市が多い！（埼玉県）

★河童の捕獲許可証がある!?（岩

手県）

★日本一低い山がある（宮城県）

──知ってるようで知らない、日

本の意外な「びっくり！」を集めた

1冊。日本全国の思わず「へえ～」

と言ってしまうネタを楽しく読め

ば、地理に興味を持つきっかけに

もなること間違いなし！

親子で一緒に読める

地理雑学本の決定版！

単行本



19世紀のフランス。パリで生まれたサラは、18

歳のとき国立劇場コメディ・フランセーズで舞台

デビューを果たし、劇作家のデュマや文豪ユゴー

らに演技を賞賛される。

フランスが世界文化の中心だったベル・エポック

（良き時代）を象徴する、美の女神サラ・ベルナー

ルの生涯に迫ります——！

ISBN：978-4-591-17138-7

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

ISBN：978-4-591-17139-4

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

母の置手紙の指示で、希実が居候することに

なった「ブーランジェリークレバヤシ」は、都会の

片隅に、真夜中だけ開くパン屋さん。人の良い

オーナーのクレさん、口は悪いが腕の立つパン職

人の弘基とすごすうち、希実は少しずつ店になじ

んでいく。店をめぐる人々の協力で、行方不明の

こだまの母探しは意外な展開へ！？

ポプラ社２０２１年

10月の新刊

文庫

心があたたかくなる「まよパン」下巻。

『真夜中のパン屋さん

午前０時のレシピ 下』

ISBN：978-4-591-17137-0

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

ポプラキミノベル 創作

笑えて泣けると口コミで話題！！

中途半端な能力者たちのドタバタオカルト×ミステリー第2弾！

「さあーて、2巻のお悩みの幽霊は？」鹿耳貴久で

す。この前、転校してきたところの、古いお屋敷に

住んでます。実は両親もいなくて、人間はぼくひ

とりだけ。わざわざ人間と言ったのは、そう、幽霊

たちがいっぱいいるんです。幽霊の声が聞こえる

ぼくは、うるさくてしょうがない。だから、「幽霊お

悩み相談室」に解決してほしいって依頼したとこ

ろ、とんでもない事実が発覚!！まさか、あの幽霊

がいたなんて・・・・・！？
▲表紙イメージ

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17111-0

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

Vol.2

999年に降り立った鉄火たちは、いきなり巨大な

化け物に遭遇する。襲われそうになっていた老人を

助けると、彼は陰陽師・安倍晴明だった。近頃、百鬼

夜行が現れるという平安京の危機のために、祈り

をささげていたところだった、という。鉄火たちは

平安京を救うことができるのか!?

ポプラキミノベル 創作 『時空レスキュー鉄火！

まどわしの百鬼夜行』

大人気タイムトラベル・レスキューストーリー！第2弾！

向井湘吾 作／ にかみ 絵

大沼紀子 作／ 木屋町 絵

ポプラキミノベル 創作

高木敦史 作／ 鈴木マナツ 絵

『恋愛寮においでよ☆』
ポプラキミノベル 創作

私の新生活、波乱の始まり⁉

私、鈴宮花梨（すずみや・かりん）、15歳。この春から高

校生だよ。となりにいるショートカットの凛々しい女の

子は、いとこで社長令嬢の鈴宮怜（すずみや・れい）。私

と怜は、今日から学生寮で暮らすの！ だけど、なん

だか様子がおかしい。寮にいたのは、イケメンの男の

子たちばかり５人。なんとそこは、怜の男嫌いを治す

ため、怜のパパが恋人候補を集めた「恋愛寮」だった！

私は怜に頼みこまれて立場を入れ替わることになっ

て……。

麻井深雪 作/ 池田春香 絵

ISBN：978-4-591-17136-3

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

コミック版 世界の伝記
『サラ・ベルナール』

磯見仁月 作／山田一喜 絵／白田由樹 監修

配本予定

10月11日

ISBN：978-4-591-17127-1

C8323 23×17㎝

本体予価：1,100円（税別）

▲表紙イメージ

生涯舞台に立ち続けた不屈の人。

単行本 『ネコに教わるサッカー戦術』
配本予定

10月4日
西部謙司 作／ｅｍｉ 絵

ISBN：978-4-591-17107-3

C8075 21×13㎝

本体予価：1,200円（税別）

▲表紙イメージ

全てのサッカーキッズの為の、

画期的な戦術本が登場！

サッカーを始めたばかりの人はもちろん、テクニック

は身についているけど試合で活躍できない。そんな

サッカーキッズに向けた戦略本です。

執筆はサッカー解説の第一人者、西部謙司氏。

ヨーロッパ各国リーグやJリーグの戦術に精通。近著

に『戦術リストランテⅤ』（ソル・メディア）、『Jリーグ新

戦術レポート2020』（エルゴラッソ）がある。

配本予定

10月11日

配本予定

10月11日

ポプラキミノベル 創作

配本予定

10月11日

『マリカと魔法の猫ボンボン ２

錬金術師の塔の秘密』

天野頌子 作／玖珂つかさ 絵

配本予定

10月11日

▲表紙イメージ

猫たちが大活躍する モフモフファンタジー、後編！

おばあちゃんが持っていた不思議な猫ボンボンの魔

法で、猫の姿になったマリカは、ブルーグレーの毛色

の猫シオンに連れられて猫の国へ。幻の月光魚を密

漁しているのは、魔道士のふりをした、西ミャウブー

ルの宰相ダリオンだったことがわかった。

マリカたちは、ダリオンの目的をつきとめ、東ニャー

ダラ帝国と戦争になるのを食い止めるために、錬金

術師の塔へ向かい・・・。

配本予定

10月11日

＠クイックオバケ／ポプラ社

『幽霊お悩み相談室(2)』


