
『あかまる さわって！』

ISBN：978-4-591-17186–8

C8776 10×10㎝

本体予価：690円（税別）

『トーマスとあそぼ！ さがしえ』

『トーマスとあそぼ！ クイズ』

毎年12月のお楽しみ！

最新トミカ&プラレールのラインナップを掲載。

ISBN：978-4-591-17184-4

C8793 25×22㎝

本体予価：1,500円（税別）

ポプラ社２０２１年

12月の新刊
あかちゃん 幼児の本

キャラクター

単行本

© 2021 Gullane (Thomas) Limited.
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ゆかいだけどちょっぴり怖い？ 猫の妖怪・猫又の「五つ子家

族」とめぐる奇想天外な１年間！

卯月には「おはにゃみ」、文月には

「たにゃばた」、霜月には「またた

び祭り」などなど…人間と似てい

るけれどちょっと違う、奇妙な1年

間を1か月１見開きで紹介。猫又な

らではの不思議な道具や、食べ物、

季節の植物がたくさん登場！ 探

し絵でも遊べます。家族みんなで

じっくり眺めたくなる、石黒亜矢

子の画力と世界観が最大限に発

揮された、著者渾身のストーリー

絵本です。

Vol.1

ISBN：978-4-591-17189-9

C8771 15×15㎝

本体予価：850円（税別）

▲表紙イメージ

子どもたちが大好きな(株)タカラトミーのおもちゃ、トミカとプ

ラレール。 子どもたちが、ずーーーっと眺めていられる情報満

載！角丸で合紙、大人の手のひらサイズで、お子さまの手にも優

しく、頑丈で、持ち運びも楽々です！

配本予定

12月6日

『あかまる どれかな？』が

しかけ絵本になりました！

『ねこまたごよみ』

ポプラ社の絵本

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17178-3

C8776 18×18㎝

本体予価：1,350円（税別）

ＵＶ加工（手ざわり）、めくり、穴あき、ダイヤ

ル……。１冊の中にたくさんの種類のしかけ

が詰まった、大満足のしかけ絵本！

手指を動かすこととセットで質問に答える

ので、より気づきや発見の喜びが大きくな

ります。つい触りたくなる仕掛けが満載な

ので、まだ質問に答えられない低年齢のお

子さまにもオススメです！

超ひみつゲット！

『トミカコレクション2022』

配本予定

12月6日

絵本

石黒亜矢子 作・絵

配本予定

12月13日

▲表紙イメージ

超ひみつゲット！

『はじめての おしりたんてい
キャラクターずかん』

トロル 原作

しみず だいすけ 絵

配本予定

12月6日

◀表紙イメージ

ISBN

978-4-591-17191-2

C8771 15×15㎝

本体予価：850円（税別）

３歳～楽しめる！おしりたんていの

ボードブックが登場！

おしりたんていのアニメ視聴者、原作読者の中で

も、低年齢の子どもたちに向けた、「おしりたんて

い」史上初めてのボードブック。おしりたんていの

仲間たち５０キャラクターを、たくさんの場面写と

ともに紹介！アニメでおしりたんていを好きに

なった子どもが、初めて手に取る本にぴったりで

す。

『プラレールコレクション2022』

ISBN：978-4-591-17190-5

C8771 15×15㎝

本体予価：850円（税別）

単行本

『トーマスとあそぼ！ めいろ』

配本予定

12月6日

てのひらサイズのゲームブックが

３冊同時発売！

トーマスキッズに大人気のトーマス、パー

シー、ジェームスが表紙！

中面には、機関車の仲間たちがたくさん登

場します。丈夫なボードブックで、持ち運び

にもぴったり！

ISBN：978-4-591-17187–5

C8776 10×10㎝

本体予価：690円（税別）
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© 2021 Gullane (Thomas) Limited.

ISBN：978-4-591-17188–2

C8776 10×10㎝

本体予価：690円（税別）

© 2021 Gullane (Thomas) Limited.

◀表紙イメージ

単行本

『ディズニーKIDEA
あそんでひらめき！ ワークブック』

配本予定

12月6日
榊原洋一

（お茶の水女子大学名誉教授） 監修

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17185-1

C8776 22×22㎝

本体予価：1,000円（税別）

シール・クレヨン・ゆびさしで、

夢中であそべる知育ワーク！

バンダイから発売されている積み木シリーズ

「Disney KIDEA」のアートワークを使用した、ディ

ズニーキャラクター大集合のワークブック。

シール・クレヨン・ゆび、だけを使って取り組めるので、

はじめて知育ワークに挑戦する１～３歳のお子様に

ぴったり。

あそびの中で「色」「形」「数」の概念・認識力が身につ

いたり、「めいろ」「さがしえ」などのパズルに挑戦し

たりすることができます。

©Disney

▲表紙イメージ



ポプラ社の絵本

『鎌倉人物伝 北条義時』

『ミオととなりのマーメイド

海色のきおくはミステリー。』

『かえるのエルの お母さんになりたい！』

『北極点』

読み物・中学年

ISBN：978-4-591-17194-3

C8323 ２2×１6㎝

本体予価：1,100円（税別）

サンディ・コーブのサーフィン大会

の日、ミオはとつぜんのあらしに

おそわれ、海に投げ出された時、

近くでコーラル王を見る。

少し前に、コーラル王の奥さん・

コーラル王妃の失踪には人間がか

かわっているという情報を耳にし

たミオは、コーラル王が人間を憎

んでいるであろうことを思い出す。

まさか、あらしをおこしたのは、

コーラル王？ ミオは、ルナたちと

調査にでかけますが……。

ポプラ社２０２１年

12月の新刊
女の子の夢・友情・勇気がつまった

ドキドキシリーズ第10弾。

ISBN：978-4-591-17193-6

C8097 18×14㎝

本体予価：980円（税別）

ミオととなりのマーメイド

▲表紙イメージ

Vol.2

ポプラ社の新・小さな童話

原ゆたか 作・絵

いたずらの王者をめざしてお供のイシシとノ

シシをつれて修行の旅をつづけるゾロリの

大冒険物語シリーズ。とつぜんあらわれたガ

マガエルのしゅうだんに、ダンジョンの中へ

とじこめられたゾロリたち。そのさきに、ま

ちうけていたのはなんと……！！

コミック版 日本の歴史
静霞 薫 作／中島健志 絵

加来耕三 企画・構成・監修

▲表紙イメージ

2022年 ＮＨＫ大河ドラマ

『鎌倉殿の13人』の主人公！

伊豆の豪族・北条家に生まれた義時

は、姉・政子と結婚した源 頼朝とと

もに、打倒平家を掲げて挙兵する。

平家を討ち果たし、征夷大将軍と

なった頼朝が鎌倉幕府を開くも、ま

もなく急死。跡を継いだ頼朝の嫡

男・頼家が独裁的だったため、義時

ら有力御家人たちは、「十三人の合

議制」をもって政治を行うことを決

定するが…。 朝廷と武士の関係を

一変させた「承久の乱」を征した男

の物語！

単行本

小さな違和感から「かくされた意味」を推理す

る。ナゾトキ型、短編小説集 第６弾！

ISBN：978-4-591-17216-2

C8093 19×13㎝

本体予価：900円（税別）

▲表紙イメージ

『かいけつゾロリ
きょうふのダンジョン』

読み物・低学年

関屋敏隆 文・型染版画

配本予定

12月13日
北極点をめざした男たちの物語を

力強い型染版画で描く著者渾身の1冊。

ISBN：978-4-591-17214-8

C8795 27×29㎝

本体予価：2,000円（税別）

▲表紙イメージ

1978年3月12日、日本大

学北極点遠征隊（日大ア

タック隊）は、165頭の犬た

ちとともに、ベースキャンプ

を出発。氷原には多数の危

険がまちかまえている。

リーダー犬のクマとアタック

隊は地球最北の地をめざし

て、さまざまな危険の待つ

氷原をかけぬける！

本はともだち♪

乗松葉子 作／おおでゆかこ 絵

大らかな子どもの視点と、

あたたかなユーモアが魅力的な作品。

ISBN：978-4-591-17154-7

C8093 21×17㎝

本体予価：1,250円（税別）

▲表紙イメージ

大人がふだん気にもとめない

ような「当たり前」に、子ども

の「どうして？」や「～した

い！」がぶつかるとき、日常が

まるで違って見えてくること

があります。そんな気付きや発

見のおもしろさを伝えてくれ

る幼年童話に、『 お昼の放送

の時間です 』の著者乗松葉子

さんが挑戦！ ネクスト・ウーフ

をめざして、好奇心旺盛でお

人よしな かえるの男の子・エ

ルのものがたりが描かれてい

ます。

ひとり読みにおすすめ☆です。

ISBN：978-4-591-17215-5

C8093 22×16㎝

本体予価：1,００0円（税別）

▲表紙イメージ

３５周年＆７０巻記念初回限定

２大特典つき！

★とびだすグルグル表紙アート(仮)

★かいけつゾロリクイズつきノート(仮)

ミランダ・ジョーンズ 作／谷 朋 絵

浜崎絵梨 訳

～準備中～

学習・実用

かくされた意味を知ったとき、もう一度物語

を読みたくなる。そんな二度読み必至の人気

シリーズから新刊が登場！どれもが１分から

３分で読むことができ、どこからでも読める

ので朝読にも最適な一冊です。

配本予定

12月13日

配本予定

12月6日

配本予定

12月6日

配本予定

12月6日

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。

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

▲表紙イメージ

杉本りえ 作／結布 絵

読み物・髙学年

『馬と明日へ』配本予定

12月6日

文庫

『あなたがくれたスパークル』

ポプラキミノベル 創作

清谷ロジィ 作／岩ちか 絵

第3回ピュアラブ小説大賞・大賞受賞作！

青春キラキララブストーリー★

智彩は、キラキラ女子に憧れて、み

ごと高校デビューを果たした高校一

年。ある日、成績が悪すぎて、担任の

先生から呼び出しをくらってしまう。

同じく呼び出されたのは、成績は

トップだが、クラスから完全に浮い

ている男子・木崎。先生の案で、智彩

の学力アップと木崎の協調性アップ

のため、夏休みのあいだ、木崎が智

彩に勉強をおしえることになるが

……。

ISBN：978-4-591-17198-1

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イラスト

配本予定

12月6日

『かくされた意味に気がつけるか？
3分間ミステリー
ねじれた世界』
和智正喜 著

しきみ カバーイラスト

絵本

発売予定

12月2日

※1月に延期



1巻でオトモダチになっ

たアスモデウスとの命を

懸けた本気のドッジボー

ルもあり、ますます大盛

り上がり！

今回の描きおろしカバー

イラストは美しいアスモ

デウス！（後ろをよく見

ると……！？）

テレビアニメ第3シリー

ズの制作も決定した、親

子で楽しめる大人気コ

ミック『魔入りました！入

間くん』。ノベライズも大

好評！！

『図書室の怪談 黄泉の本』

『歴史ゴーストバスターズ（２）』

ISBN：978-4-591-17217-9

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

ポプラ社２０２１年

12月の新刊

人気の「本の怪談」シリーズ著者による

「新・本の怪談」シリーズ、怖さ倍増の第3弾！

かかっているスペースがあり、

『黄泉の本』というタイトルの不

思議な本を見つける。その怖そ

うな本に興味を持ったぼくは、

どんな本かと開いてみると、宿

を舞台にした怪談が載っている。

どうやら、怖い言い伝えや怪談

を集めた本のようだが……。

雪に覆われた中、「黄泉の本」に

書かれた出来事が次々に起こり

始め、その恐怖は少しづつ、ぼく

へと近づいてくる――。

▲表紙イメージ

Vol.3
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ポプラキミノベル 創作

ISBN：978-4-591-17195-0

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

話題の歴史×バトルストーリー、

待望の第2弾登場！！

あさばみゆき 作／左近堂絵里 絵

「現代に友だちなんていらな

い！」と思っている織田信長

推しの歴女、天照和子は、ひょ

んな事から実はゴーストバス

ターの狐屋コオリと、悪霊化し

た歴神仏の魂を救う役目を担

うことに……。 そんな中、参

加した合宿で天照和子と狐屋

コオリを模した恋ポエムが話

題となり、憤慨する和子。しか

も書かれた内容が現実化して

おり、コオリの命が狙われてい

ると気づいた和子は、ある歴

史人物の存在にたどり着く

……！

ポプラキミノベル 創作

緑川聖司 作／浮雲宇一 絵

＠クイックオバケ／ポプラ社

配本予定

12月6日

配本予定

12月6日

『小説
魔入りました！入間くん(2)』

ポプラキミノベル ノベライズ

西修 原作・絵／針とら 文

ISBN：978-4-591-17196-7

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

配本予定

12月6日

発売即重版！ 累計3.8万部！

話題沸騰のノベライズ、早くも第2弾刊行！！

今回の新刊は、キャラクター人気投票上位常連の生

徒会長アメリやキリヲ先輩、オペラが大活躍！！

©西修（秋田書店）2017

文庫

冬休みを利用して、地方の山を少しのぼったところにある、

小さな旅館へ家族旅行にでかけたぼく。到着して早々、旅

館の中を探検していると、「図書室」とプレートが


