
『０・１・２さいの のりもの１００』

『トーマスみーつけた！ミニ トーマスをさがそう！』

『トーマスみーつけた！ミニ ヒロとあそぼう！』

幼稚園が嫌いだった「とげとげウ

サギの子 」が、ある日「クマ先生」

にプロポーズをした！？

韓国の人気絵本作家アンニョン・

タルさんが描く、可愛らしくて、

ちょっぴり心がちくりとする恋の

お話。

すべてが新しかった子どもの頃

の記憶を思い起こすような作品

の世界を、見事に日本語で表現

しています。

『せなけいこ詩画集 ちいさな世界』

『トミカでできちゃう！ ちえあそび』

大好きなトミカといっしょなら、やる気や集中力や好奇心が刺激さ

れ、おうち時間、おうちでの学びの時間がより楽しく、豊かになるこ

とを目指したドリル。 既刊「トミカ ちえあそび①／②」「トミカ め

いろ」をベースに、デザインや内容を刷新し増頁！ 登場する車種は

どれも新車にリニューアルされています。

『はじめての ひらがな』

『かいてみよう ひらがな１』

『かいてみよう ひらがな２』

『ひらがな かけるかな』

配本予定

3月14日
『チューくんといっしょ

せいかつのおはなし』

『きかんしゃトーマス
映画コレクション』

ポプラ社２０２2年

3月の新刊
あかちゃん 幼児の本

キャラクター

あかちゃんのずかん１００

「めがねうさぎ」シリーズ（ポプラ

社）や『ねないこだれだ』（福音館

書店）で知られる絵本作家・せな

けいこさんが書き溜めた詩を16

編収録。子どものような視線で世

界を見つめる作者の優しいまな

ざしを感じる、手元においておき

たい一冊です。

Vol.1

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17212-4

C8053 14×14㎝

本体予価：900円（税別）

絵本

せな けいこ 作・絵

きかんしゃトーマスの本

配本予定

3月14日 きかんしゃトーマス映画の

パーフェクトブック！

CG映画・長編タイトル

13話を一挙収録！

コラムには、おはなし

で入りきらなかった内

容や、豆知識をまとめ

ています。

トーマス映画を一度も

観た事がなくても、観

た気分になる事間違い

なし！

ISBN：978-4-591-17309-1

C8797 27×21㎝

本体予価：1,980円（税別）

小賀野 実 写真配本予定

3月22日 ０・１・２歳におすすめ！！

はじめての写真図鑑。大人気あかちゃんのずかん

１００シリーズの第３弾目は、

「のりもの」の写真を見なが

ら、楽しく親子でコミュニ

ケーションをとって、発語を

促せる内容になっています。

カバーはウレタン入りの、フ

カフカ仕様で、あかちゃんの

手にも優しいです。

単行本

ひらの ゆきこ 作／内田 伸子 監修配本予定

3月7日 生活習慣が楽しく身につく、

１・２・３さい向け絵本！

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17307-7

C8776 19×19㎝

本体予価：1,500円（税別）

ストーリーやキャラクター

を通して共感を育み、「自

分でやってみたい」という

気持ちにつながりやすくし、

おはなしの中に、実生活で

も使えるあそびやオノマト

ペ、ポーズなどを取り入れ

ました。

また「みんなのずかん」ペー

ジでは、その生活習慣に関

連するものや動作を紹介。

おうちの方向けのコラムも

充実しています。

▲見開きイメージ
▲見開きイメージ

▲表紙イメージ

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

▲見開きイメージ

『ディズニープリンセスまちがいさがし

パーティーのじゅんび』

単行本

配本予定

3月22日
ディズニープリンセスと楽しく

まちがいさがし♪

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17336-7

C8776 19×19㎝

本体予価：850円（税別）

© Disney

ドレス選び、ティアラ選

び、ダンスの練習など、

パーティーの準備をす

るストーリー仕立ての構

成で準備のわくわく感

が味わえ、アリエル、シ

ンデレラ、ラプンツェル、

ベル、ジャスミン、オーロ

ラ姫、白雪姫、ティアナ

といっしょに準備をして

いる気分で楽しむこと

ができます♪

右ページ上にはキャラクター紹介、

下にはおまじないやうらないが入ります。

きかんしゃトーマスの本

配本予定

3月7日
大好評『トーマスみーつけた！』が、

持ち運びに便利なミニサイズで登場！

ISBN

978-4-591-17338-1

C8797 22×16㎝

本体予価：950円（税別）

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

ISBN

978-4-591-17339-8

C8797 22×16㎝

本体予価：950円（税別）

きかんしゃトーマスのおもちゃを使ったジオラマ写真

で、トーマスや仲間たちを探しだそう！何度でも楽し

め、たっぷり遊べる一冊になっています。

ドリル
１分集中！ほめるドリル

▲表紙イメージ▲表紙イメージ

累計部数256万部「ぜんぶできちゃうシリーズ」を

アップデートした新シリーズ

①がんばるのは１分

だけ！②「できたよ

シール」で「やる気」

を育てる！③子ど

もにあわせたステッ

プを色分けで表示。

④まず、楽しむこと

から。 以上、４つの

ポイントを踏まえて

作ったドリルで、ひ

らがなを覚えたいお

子さん、そろそろひ

らがなを覚えてほし

いと感じている保護

者の方にぴったりな

ドリルです。

ISBN

978-4-591-17320-6

C8081 21×15㎝

本体予価：450円（税別）

▲表紙イメージ

ISBN

978-4-591-17321-3

C8081 21×15㎝

本体予価：450円（税別）

▲表紙イラスト

ISBN

978-4-591-17322-0

C8081 21×15㎝

本体予価：450円（税別）

▲表紙イラスト

ISBN

978-4-591-17323-7

C8081 21×15㎝

本体予価：450円（税別）

▲表紙イラスト

あそんでまなぼう

『トミカでできちゃう！ めいろ』

配本予定

3月22日 子どもの「好き」を学びにつなげるドリル！

ISBN

978-4-591-

17340-4

C8037 21×15㎝

本体予価：

600円（税別）

◀既刊書影

株式会社タカラトミー 協力

◀既刊書影

ISBN

978-4-591-

17341-1

C8037 21×15㎝

本体予価：

600円（税別）

ポプラせかいの絵本

『にんじんようちえん』

アンニョン・タル 作／ひこ・田中 訳配本予定

3月7日 ぼくはせんせいとけっこんしたい！

ISBN：978-4-591-17308-4

C8797 30×27㎝

本体予価：1,500円（税別）

▲表紙イメージ

単行本

配本予定

3月14日

大人気絵本作家が綴る

優しくて楽しい詩集。

ISBN：978-4-591-17150-9

C8793 17×17㎝

本体予価：2,300円（税別）

▲表紙イメージ

▲見開きイメージ

好評既刊



『クロロ宇宙探検隊』

『まるみちゃんとうさぎくん』

『鎌倉人物伝 北条政子』

ISBN

978-4-591-17311-4

C8093 20×13㎝

本体予価：1,600円（税別）

『あの子のことは、なにも知らない』

『だいじょうぶくん』

『動物探偵ミア 限定版
ファーストストーリーズ』

魔法の庭ものがたり

ニュース

モンスターの女の子マリちゃ

んが、おばけのアッチにたの

みました。「おとうとがおしろ

じゅうのものをたべるのを、

やめさせて！」

くいしんぼうモンスターのあ

かちゃんのためにアッチが

作ったものとは――？

『ティンクル・セボンスター（７）

妖精ムーンと闇の女王』

読み物・低学年

ある日、外に出ると人々の体が変化す

るようになり、元に戻る方法も見つか

らない。そのため、外に出てはいけない

ことに決まり、学校はお休みに、仕事は

家ですることになる。

そんな生活を送る小学４年生のまるみ

ちゃんとうさぎくん。休校中にオンライ

ンのビデオ通話で仲良くなった２人は、

ちょっとずつお互いのことを話し始

め･･･。特別とは何か、普通とは何か、

自分とは何かということを優しく問い

かけるストーリーです。

クラスの委員長で卒業祝賀会の委

員もつとめる美咲。

祝賀会のスライドショーで使う幼少

期の写真を何度言っても持ってこ

ない、クラスのはみ出し者、和也。

そんなある日、和也が児童相談所に

保護されたと聞き、美咲は和也の置

かれている状況を知る。そして、そ

れぞれが迷いながら自分のあり方

も見つめ直す。卒業、そしてつぎの

一歩へ──。社会を見つめながら、

明るい光のさす道への一歩を踏み

出す10代を描く。

ポプラ社２０２2年

3月の新刊

学習・実用

単行本

読み物・中学年

鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻・

北条政子。頼朝の武家政権樹立

を支え、その死後も幕府を危機

から守り続けた、波乱の生涯を

描く。

大河ドラマでも重要な役どころ

です！

YA

Vol.2

コミック版 日本の歴史

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17131-8

C8093 22×16㎝

本体予価：1,200円（税別）

宇宙礼人 著配本予定

3月14日 台湾発の人気キャラクター「クロロ」が

読み物で日本に上陸！

キャッツアイ惑星のクロロ宇宙探検

隊が色々な惑星を訪れ、仲間と共

にトラブルを乗り越えながら様々

なミッションに挑戦していくぞ！

ティンクル・セボンスター

菊田みちよ 著

カバヤ食品の人気玩具菓子「セボンスター」から生まれた

キュートな冒険ストーリー第７弾★

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17192-9

C8093 22×16㎝

本体予価：1,100円（税別）

あこがれのライバル・

ヴィクトリアが敵の正体

だったと知り、ショックを

うけながらも、信じたい

気もちを消せないアンナ

たちは、ヴィクトリアのひ

そむ、くらやみの森の結

界をとこうと決心します。

風の都にいけば、その方

法がわかるというのです

が……？

動物探偵ミア

配本予定

3月7日

大人気シリーズ「動物探偵ミア」の１・２巻をセットで！

ISBN：978-4-591-17345-9

C8097 18×14㎝

本体予価：1,200円（税別）

通常版とは違い、持ち運びしやすく軽いペーパー

バック風の仕様で、はじめての読者でも手に取りや

すい価格でお届けいたします。

とってもかわいいシールとしおりもついている限定

版です。

ＧＯ！ＧＯ！ブックス

▲表紙イメージ

～準備中～

ｔｅｅｎｓ’ ｂｅｓｔ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ

正しいって何？ 答えはあるの？

わたしたちは考えることを放棄しない。

話題の若手作家がコロナ禍に生み出した、

優しくはかない世界。

▲表紙イラスト

配本予定

3月14日

江戸時代まで続く武士の世の礎となった女性！

ISBN：978-4-591-17313-8

C8323 22×16㎝

本体予価：1,100円（税別）

▲表紙イメージ

台湾で

大人気！

配本予定

3月22日

今回の妖精はムーン。

初回特典のペンダントにはミステリアス

なパープルの宝石がついています！

ポプラ社の新・小さな童話

『（４５）おばけのアッチ

あかちゃんはドドン！』

親から子へ語り継がれる人気童話の最新刊！
配本予定

3月7日

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17337-4

C8093 22×16㎝

本体予価：1,100円（税別）

ポプラ物語館

『魔法の庭ものがたり２５』

シリーズ15周年の最新刊！
配本予定

3月22日

ISBN：978-4-591-17310-7

C8093 21×16㎝

本体予価：1,200円（税別）

▲既刊(24巻)表紙

今回のテーマとなるハー

ブは「ミント」！さわやか

な香りから生まれるやさ

しい物語が紡がれます。

①3/19（土）

初のオンラインイベント実施！

新刊購入の方、限定で公開！

※イメージです。

1/31（月）〆切のキャンペーンに応募いただいた方

の中から抽選で100名様を「オンラインハーブ

ティーパーティー」にご招待！

新刊ご購入のお客様に、期間限定でイベントが視聴

できるように公開します。

②特装版『魔法の庭もの

がたりはじまりのものが

たり』好評発売中！

装丁：佐藤亜沙美（サトウサンカ

イ）

四六判279ページ

函入り本表紙豪華箔押し

定価：本体2,000円（税別）

ISBN978-4-591-17156-1 

C8093③シリーズサイト

リニューアル！

シンプルかつ見やすいデザインになって、リニュー

アル。スマホにも対応しています。

シリーズ作品が一望できるので、次に読む作品

を選ぶのにも便利。

www.poplar.co.jp/mahounoniwa/

ダイアナ・キンプトン 作／花珠 絵

武富博子 訳

とってもかわいい両面しおりと

ステッカー付き！

※イメージです。

配本予定

3月14日

角野栄子 作／佐々木洋子 絵

あんびる やすこ 作・絵

魚住直子 作／朝倉世界一 絵

大事にしていたものと話ができたら―？

GO!GO!ブックスシリーズ最新刊！

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17335-0

C8093 22×16㎝

本体予価：1,480円（税別）

新しいクラスになじめな

い主人公・「そうた」がリ

サイクルショップで出

会ったのは、人と話がで

きるぬいぐるみの「だい

じょうぶくん」。訳があっ

て売られてしまっただい

じょうぶくんから、持ち

主の「まりちゃん」を一緒

に探してほしいとたのま

れ･･･。

そうたとだいじょうぶく

んの、たのしくもスリリン

グな冒険の物語！

栗沢まり 作／中田いくみ 絵配本予定

3月14日

▲表紙イメージ

ISBN

978-4-591-17242-1

C8093 20×13㎝

本体予価：1,500円（税別）

配本予定

3月14日

大前粟生 著

～準備中～

単行本

後藤ひろみ 原作／瀧 玲子 漫画

加来 耕三 企画・原案



『10歳からできる
自分のあたまで考えること』

『かがみの孤城（下）』

『かがみの孤城（上）』

『いまを生きる』

学習・実用

ポプラ社２０２2年

3月の新刊

単行本

Vol.3

配本予定

3月14日

ポプラキミノベル 創作

累計120万部の大ベストセラーが

キミノベル版で登場！

ISBN：978-4-591-17316-9

C8293 18×12㎝

本体予価：730円（税別）

◀表紙イメージ

～準備中～

東大王・伊沢拓司率いるQuizKnockと、

答えのない問題を通じて「自分で考える

力」が身につく1冊！

配本予定

3月22日

ISBN

978-4-591-17315-2

C8037 19×21㎝

本体予価：1,600円（税別）

▲表紙イメージ

学校では「答えが一つし

かない問題」を習います

が、社会には「答えが一

つではない問題」が多々

あります。さらに変化の

激しい時代、より自分の

アタマで考えることが求

められています。

次世代をつくる子ども

たち、そしてその親に向

けた、自分のアタマで考

え、意見を持ち、問う力

を養うための学習実用

本です。

文庫

辻村深月 作／村山竜大 絵

不登校の少女が鏡の向こうの世界で出会ったの

は――。生きづらさを感じているすべての人に

贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作が上下

巻同時にキミノベルで刊行されます。

総ルビが付いて、挿絵もたっぷり！著者から子ど

もたちへの書き下ろしメッセージを収録予定で

す！

ISBN：978-4-591-17317-6

C8293 18×12㎝

本体予価：730円（税別）

表紙イメージ▶

ポプラキミノベル 名作

ナンシー.H. クラインバウム 作／丹地陽子 絵

佐々木早苗 訳／金原瑞人 監修

配本予定

3月14日

映画名作のキミノベル化！

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17318-3

C8297 18×12㎝

本体予価：730円（税別）

厳格な校風で知られる東部の名

門校に、新人の国語教師キー

ティングがやってきた。型破り

なスタイルで熱っぽく詩を講じ

る彼に、生徒たちは戸惑いなが

らも次第に惹かれていく。 カル

ペ・ディエム！（いまを楽しめ！）

アカデミー賞脚本賞受賞映画の

ノベライゼーション翻訳版！

『世界の名探偵２ ホームズ』

ポプラキミノベル 名作

ISBN：978-4-591-17244-5

C8297 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イラスト

コナン・ドイル 作／はみ 絵

伊藤菜摘子 訳

長く愛されてきた探偵小説の名作を、魅力あるイラス

トと親しみやすい翻訳で送るシリーズ、第二弾。

世界でもっとも有名な名探偵、

シャーロック・ホームズと、助手役

ワトスンの活躍を、読みやすい新

訳とたっぷりのイラストでお届け

します。『おどる人形』『ギリシャ語

通訳』『くちびるのねじれた男』『赤

毛連盟』の４編を収録。

第一弾の「デュパン」と読み比べる

と、ホームズは「デュパン」を下敷

きに生まれたことがよくわかりま

す。

配本予定

3月14日

＠クイックオバケ／ポプラ社

～キミとつながる、エンタメノベル文庫～

『涙の向こう、君と見る桜色』

病院で仲良くなった男の子。

６年の文通を経て再開した相手

にはどこか引っ掛かりがあって

…「ずっと仲良くしてね」という

約束が、やさしくて切ない恋を

つなぐ──
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