
ISBN：978-4-591-17177-6

C8093 22×16㎝

本体予価：1,０00円（税別）

ISBN：978-4-591-17123-3

C8776 18×21㎝

本体予価：1,950円（税別）

ポプラ社２０２１年

1１月の新刊
音のでるえほん

おしゃれだいすき

10年以上続くロングセラーシリーズが、

サイズアップ＆パーツ増量して登場！

『アナと雪の女王 ピアノえほん』

ISBN：978-4-591-17167-7

C8776  32×20㎝

本体予価：1,950円（税別）

2018年刊行の『すごろく・ふくわらいデラッ

クスボックス』が装いを新たにリニューアル！

キャラクター

おととあそぼうシリーズ
ひな・みう・えま3人の新キャ

ラクターで、大きなマグネッ

トシートを広げてきせかえ遊

びを思いっきり楽しもう！

カラフルで夢いっぱいのド

レスや小物が、たっぷり120

パーツ入り。

できるコーディネートは

160通り以上！！

しかけ絵本

▲表紙イメージ

【一つの鍋をみんなで囲んで仲良く食べら

る】ことの大切さをメッセージとした作品。

祖父母、両親、姉と暮らす、小学2

年生の男の子、鍋田ヒロ。

ふだんは、仲良く穏やかな鍋田家

なのですが、家族みんな食いしん

坊で、一つの鍋を仲良く囲むこと

ができない。ケンカせずに仲良く

鍋を食べたいと願うヒロが、ある

日秘策をもって鍋づくりに挑戦す

る。が、大失敗なうえに、な、な、な

んと、鍋から鍋の精「なべぶぎょ

う」が—。好みがちぐはぐな家族

みんなが、美味しく楽しく食べら

れる鍋は果たして出来るのか！？

▲表紙イメージ

▲表紙イメージ

『ドレスいっぱい！ きせかえコレクション

Hina＆Miu＆Ema』

Vol.1

おせちに飽きたら、家族みんな

でお正月あそび！かわいいだる

まのボックスに10種類のお正

月遊びができるキットが入って

います。とことんおめでたい縁

起物をイメージした、家にある

だけでうれしくなるようなバラ

エティボックスです！ お子さん

のいる家庭への、プレゼントに

もぴったりです！！

『新版 すごろく・ふくわらい

デラックスボックス』

単行本

たかいよしかず 作

ISBN：978-4-591-17153-0

C8797 18×18㎝

本体予価：1,800円（税別）

▲表紙イメージ

おやすみまえのおともに。トーマス

ファンのための、新しいストーリー集。

お話は最新のアニメのス

トーリーから10話を収録。

また、読み聞かせしやすいよ

う、アニメの内容を絵本にあ

わせて再編集。3分程度で1 

話を読み終えることができ

るので、普段アニメでトーマ

スを見る世代のこどもたち

にも楽しく最後まで読んで

もらえる内容になっていま

す。

ありたかずみ 絵

配本予定

11月8日

アナ雪の名曲が聴ける＆弾ける！

おしゃれなピアノえほん。

『仮面ライダー大図鑑ハイパー』

単行本

仮面ライダーの歴史を振り返る！

50周年記念“珠玉”の1冊！

ISBN：978-4-591-17151-6

C8771 22×22㎝

本体予価：2,300円（税別）

配本予定

11月１日

『せっしゃ、なべぶぎょうでござる！』

本はともだち♪

◀
表
紙
イ
メ
ー
ジ

仮面ライダー１号からセイバーま

で、昭和から平成、令和までの

全ライダーのソフビやベルト、マ

スクなどのオモチャを紹介する

１冊。

シリーズすべてのストーリーも

紹介しています。

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17147-9

C8776 16×24㎝

本体予価：2,900円（税別）

映画「アナと雪の女王」と「アナと雪の女王

２」から５曲と、童謡、クラシックなど計20

曲を収録したピアノえほん。

楽譜はドレミマークと指番号つき、音源のテ

ンポコントロールもできるので、はじめての

ピアノえほんに最適です。

配本予定

11月8日

きかんしゃトーマスの本

『きかんしゃトーマス

おやすみまえの１０のおはなし』

配本予定

11月22日

配本予定

11月15日

絵本
ポプラ社の絵本

『おおきなかぜのよる』

ISBN：978-4-591-17149-3

C8793 28×21㎝

本体予価：1,６00円（税別）

▲表紙イメージ

想像力豊かな子どもの、一晩の風との

冒険のお話です。

風の強い日、窓の外を見て

いたら、いつのまにか外へ

空へと飛ばされてしまった

男の子。

ドキドキするような、少し海

外の絵本のような、ちょっぴ

り怖いような絵のタッチも

魅力です。

配本予定

11月15日

阿部 結 作

読み物・低学年

『おやすみ こりす』

虹山つるみ 作／松山円香 絵

単行本

内田也哉子さんの

コメント入り帯！

こりすのフウとおばあちゃんは、

大のなかよし。会うときまって、

ふたりで歌を歌います。ところ

がある日、フウは弟に歌をから

かわれ、おばあちゃんに「子守り

歌を歌っておくれ」と頼まれた

のを、断ってしまいます。翌日、

おばあちゃんは亡くなり、突然

のおわかれに、傷つき、とまどう

フウ。そんなとき、「死んだリス

と話をさせてやる」という不気

味なリスがあらわれて──。

大切な存在とのおわかれを、温

かに描いた感動作。

ISBN：978-4-591-17152-3

C8093 17×21㎝

本体予価：1,300円（税別）

▲表紙イメージ

配本予定

11月15日

しめのゆき 作／大串ゆうじ 絵配本予定

11月8日

▲表紙イメージ

©Disney

単行本

『おしりたんていププッとおりがみ』

トロル 原作配本予定

11月8日

ISBN：978-4-591-17158-5

C8072 ２１×２１㎝

本体予価：１,２０0円（税別）

おしりたんていのキャラクター15種類以上を

市販のおりがみで折れる！！

体の部分は厚紙が付いて、顔の描き方のポ

イント掲載！おうち遊びが楽しくなる1冊で

す。

◀中面イメージ

ていねいな解説

小学生がひとりで

折れるぐらいの難易度



読み物・中学年

ISBN：978-4-591-17157-8
C8045 ２１×１５㎝

本体予価：1,000円（税別）

タタラッ、タタラッ、タタラッ、タタ

ラッ。馬はテンポのはやい三拍子

をきざんで、駈足（かけあし）で

走っている——。

地域の乗馬クラブ「しいの木

ファーム」。そこに集まるのは個

性あふれる子どもたち。主人公

の悠斗の眼を通して、しいの木

ファームの仲間たちと過ごす

日々、そして成長をすがすがしく

描きます。

ポプラ社２０２１年

1１月の新刊
地域の乗馬クラブ「しいの木ファーム」

で過ごす子どもたちの成長を描いた、

緑の風に心が開かれる物語──。

ISBN：978-4-591-17183-7

C8093 19×14㎝

本体予価：1,500円（税別）

ノベルズ・エクスプレス

▲表紙イラスト

Vol.2

杉本りえ 作／結布 絵

単行本

ジェフ・キニー 作／中井はるの 訳

全世界累計発行部数2.5億部の

大人気シリーズ最新刊！

悲惨な結果に終わったスポーツ大会の後、グ

レッグはもう運動を引退すると決意した。そ

れなのに、ママのすすめでバスケットボール

チームの入団テストを受けることに。入団テ

ストの出来はさんざんだったし、登録選手に

選ばれるはずないと思っていたのに、なんと

試合に出ることになってしまったグレッグ。

試合の行方はどうなる！！

動物探偵ミア

『動物探偵ミア 歌って！アルパカ』

ダイアナ・キンプトン 作／花珠 絵

武富博子 訳

ISBN：978-4-591-17181-3

C8097 1８×14㎝

本体予価：900円（税別）

▲表紙イメージ

クラマーキン島に新しい動物が

やってきました。みんなが初めて

見るその動物は、足や首が長く、

もこもこした毛におおわれてい

ます。頭の毛がとくに長く、前が

みが目のすぐ上まで、ふさふさ

たれさがっているのがおもしろ

くて、思わずミアはにっこり。そ

の動物の名前はカルロッタ、アル

パカの女の子です。でもなんだ

かとっても寂しそうで・・・。

ミアと探偵団たちはアルパカのカルロッタ

と友だちになれるのでしょうか？

単行本

『Dr.ちゅーぐるの事件簿』

こざきゆう 著／やぶのてんや 漫画

小宮 輝之 監修

▲表紙イメージ

キミの動物知識が試される！

難事件にちゅーぐるとともに挑め！ ！

『Dr.ちゅーぐるの事件簿』は、動

物学者のハムスター、ちゅーぐる

先生がアニマルタウンでおこる、

数々の事件を持ち前の動物知識

を駆使して解決する物語とクイ

ズが融合した内容です。

配本予定

11月15日

ISBN：978-4-591-17155-4

C8097 21×14㎝

本体予価：１,200円（税別）

▲原書カバー

配本予定

11月１日

読み物・髙学年

単行本

『魔法の庭ものがたり
はじまりのものがたり』
あんびるやすこ 作・絵

佐藤亜沙美(サトウサンカイ) 装丁
配本予定

11月8日

累計120万部突破！

小学生の女の子のバイブルが特装版で登場！

ISBN：978-4-591-17156-1

C8093 20×14㎝

本体予価：２,００0円（税別）

▲表紙イメージ

普通の女の子ジャレットが、ハーブ魔女ト

パーズの財産を相続し、悩みながらも、たく

さんのお客さまの役に立とうと奮闘していく

物語。ジャレットが見知らぬ町でひとりの生

活をはじめ、新しい出会いから友情を育んで

いく、まさに「はじまり」の１巻～３巻の物語

をこの１冊に収録。

配本予定

11月15日
配本予定

11月１日

単行本

『どう解く？
新しい時代を生きるキミへ』

配本予定

11月8日

やまざきひろし・きむらよう

にさわだいらはるひと 著

ISBN：978-4-591-17160-8
C8095 １９×２１㎝

本体予価：１,５０0円（税別）

▲表紙イメージ

答えのないさまざまな問題について、考え、対

話を促す人気の「どう解く？」シリーズ第2弾。

「どうして学校に行かなくちゃいけないの？」「どう

してネットだと悪口をいう人が増えるの？」「つらい

時にガマンするのとしないの、どっちがいい？」な

ど、小学校の先生100名以上にアンケートをとり、

「今、このような時代だからこそ、子どもたちと考え

たい世の中のさまざまな問題」についてを「問い」

として考えていきます。

▲装丁イメージ

・通常２話収録のところ、アニメ4話分を収録。

・アニメで話題のキャラクターがせいぞろり。

放送で話題のロボ「ガンダブー」も大活躍！

・アニメでは見られなかったキャラクターたち

やガンダブーの秘密の設定資料も公開！

『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SP』

単行本

原ゆたか 原作配本予定

11月8日

ISBN：978-4-591-17122-6

C8079 21×14㎝

本体予価：1,300円（税別）

▲表紙イラスト

アニメ最終章の大長編

スペースアドベンチャー

がこの1冊に‼

宇宙から助けを求める

マニイさんのため、お

なら名人と力を合わせ

て宇宙を目指すゾロリ

たち。つぎつぎに訪れ

る試練を乗り越えて、

ゾロリは無事マニイさ

んを救えるのか…⁉

ゾロリのアニメコミックシリーズ、

最新刊はスペシャル版！

★ここがスペシャル！最新刊！

『馬と明日へ』
『グレッグのダメ日記１６』

読み物・低学年

学習・実用



文庫

ISBN：978-4-591-17161-5

C8293 18×21㎝

本体予価：680円（税別）

ポプラ社２０２１年

1１月の新刊

部活の楽しさがギュッ！とつまった

キラキラ青春ぷちミステリー！

私ハルは、実は魔女なんだ。魔

法のせいで、まわりとうまくい

かないことも多かったけど、映

画マニアのカズキと、関西弁美

少女のココは受け入れてくれ

た。いまは3人で映画撮ってる

んだ。今回もまた、未完成映画

のナゾに迫ったり、プロモー

ションビデオを撮ったり……。

でも、ある事実が発覚して、

ずっと3人で仲良くできると

思っていたのに……どうなっ

ちゃうの！？

▲表紙イメージ

Vol.3

思いを伝える「手紙」がテーマの

ハートフル胸キュンストーリー第２弾！

最近たんぽぽ書店に、差出

人の名前のない梨久宛の手

紙がたびたび届く。話した

いことがあると書いてある

のだが ――。 危険かもしれ

ないと、梨久を心配する由

樹と亜樹は、梨久を家に呼

んだり、一緒に登下校する

ようになる。そして、三人の

関係は深まりつつ複雑に

なっていく･･･。

『サイキッカーですけど、なにか？(2)』

ポプラキミノベル 創作

配本予定

11月15日
石崎洋司 作／クノオ 絵

ハードボイルド６：ラブ１：コメディ３

の新感覚学園エンタメ!!

西塔明斗と家政婦の御船千鶴は

親子だった！——第１巻の衝撃

のラストの続きから、第２巻は幕

を開ける。そして、事件の首謀者

であった中沢仁は、学園から追

放される。が、学園が表沙汰にし

なかったこと、退学になった三人

の復帰が認められなかったこと

に怒ったサイキッカーズ達が学

園長に訴えるべきだと行動を起

こそうとするが、関係がギクシャ

クすることに……。
ISBN：978-4-591-17071-7

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

『ルーカス魔法塾池袋校 モスマンの騎士団』

ポプラキミノベル 創作

ISBN：978-4-591-17162-2

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

配本予定

11月15日
颯太と一緒にレベルアップしていける

のが魅力の「魔法塾」ストーリー第２弾！

蒼月海里 作／himaro 絵

学習塾に入るつもりが、間違っ

て魔法塾に入塾してしまった一

般人の颯太。

近ごろ池袋に、蛾と人が合体し

たようなＵＭＡモスマンの目撃

談が多発。ついには、自衛隊も出

動となる騒ぎに！はたして颯太

は役に立つことができるの

か！？

『撮影中につきおしずかに！(2)』

ポプラキミノベル 創作

にかいどう青 作／サコ 絵
配本予定

11月15日

『ようこそ！たんぽぽ書店へ

届いた手紙』

ポプラキミノベル 創作

市宮早記 作／ななミツ 絵配本予定

11月15日

ISBN：978-4-591-17210-0

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17146-2

C8093 20×13㎝

本体予価：1,500円（税別）

イクメン中学生・海斗の迷走

と目覚めを描く、笑って泣け

る成長小説。家族の事情をきっかけに、志

していたエリート中学の受験

を諦めた中学２年生・海斗は、

５歳児の弟・総也の面倒をみ

る毎日を過ごしている。未来

への希望をもたず、心を開く

友人もおらず、ひたすらイク

メンライフに没頭し毎日を消

化していた海斗だったが、あ

るとき保育園時代の幼馴染5

人と嫌々ながら同窓会をす

ることに。総也をタテに、平

穏な日々を守ろうとする海

斗だったが……。

YA

『マイブラザー』

ｔｅｅｎｓ’ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ

草野 たき 著

▲表紙イラスト

配本予定

11月8日


