
　

『ヤングさんのオーケストラ』

前作『ロウリーのいい子アドベンチャー』に続き、ま

たまたロウリーがお話を書きました！

ユーモアたっぷりでありながら、最後の最後まで

目が離せないゾクゾクッと気味の悪いお話がたっ

ぷり14話も収録されています。

シリーズのファンの読者も、初めての読者も、どち

らにも読みやすく、大満足間違いなしの1冊で

す！

『ロウリーのいい子怪談ばなし』
『はたらくくるまさいきょうずかん』
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『アニメコミックおしりたんてい１１

ププッ けっせい！なんでもかいけつクラブ』

『ミニオン
めちゃめちゃあそぼっくす』

主人公・ヤングさんは有名な

オーケストラの指揮者です。ヤン

グさんが指揮をする音楽会は、

いつもおきゃくさんでいっぱい。

ある時、新聞記者がヤングさん

にたずねました。「せんせいはど

うして、しきしゃになられたので

すか」 ヤングさんは音楽を始め

たきっかけを振り返り…。

音楽の素晴らしさ、自分をささ

えてくれるまわりの人への感謝

の気持ちが描かれた物語です。

写真をたっぷりつかって、

それぞれの、のりものが

どのように活躍している

のか、詳細に解説。

他の本では見られない、

大迫力の活躍シーンが楽

しめ、お子さんの、のりも

のへの興味がますます膨

らむ１冊。

『まって！ まって！』

とつぜんの風が、女の子のお気に入りの帽子をさらっていきまし

た。

「まって！」と追いかける女の子。

でも、なかなか帽子をつかまえることができません…。

「あとさき塾」主宰トムズボックス土井章史氏のもとで絵本を学ん

だ新人作家による、「絵を読む」楽しさあふれる一冊です。
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面
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◀表紙イメージ

ポプラ社の絵本

14×29㎝のワイドな版型で、

女の子の目線の世界を優しく描いた作品。

単行本

ISBN：978-4-591-17229-2

C8653 22×22㎝

本体予価：1,200円（税別）

小賀野 実 写真・文

迫力の写真とデータが満載！

めざせのりもの博士！

配本予定

４月１１日

単行本

最新映画

2022年夏公開予定！

ISBN：

978-4-591-17012-0

C8076 28×20㎝

本体予価：２,６５0円（税別）

配本予定

4月４日

©UCS LLC

大人気キャラクター・ミニオンたちと一緒に遊ぼ

う！ひとりでも、みんなでもあそべるボードゲー

ムを５種類収録。

ますますミニオン熱が高まることまちがいなし！

ポプラ社の絵本

配本予定

４月４日 「ねずみくんのチョッキ」なかえよしをが贈る、

感動の新作絵本。

なかえよしを 作／小池敏彦 絵

ISBN：978-4-591-17368-8

C8793 23×18㎝

本体予価：1,500円（税別）

▲表紙イメージ

近藤 瞳 作・絵

◀表紙イメージ

ISBN：

978-4-591-17349-7

C8793 14×29㎝

本体予価：１,３５０円（税別）

アニメコミックおしりたんてい

トロル 原作
配本予定

4月１１日 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11弾！

◀中面イメージ

おしりたんてい不在の事務所に、コアラちゃんとかめ

のこうじみどりがやってきた。こどもたちだけでなぞ

を解こうとするが……。

「ププッ けっせい！なんでもかいけつクラブ」と「プ

プッ かがやきのとうのまちあわせ」の２話収録！

ISBN：

978-4-591-17354-1

C8079 21×15㎝

本体予価：900円（税別）

配本予定

４月４日

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！

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。

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 

C8093

あんびる やすこ 作・絵

配本予定

4月14日

※５月に延期

※中面イメージ
楽しいゲームが5種類！

▲中面イメージ

単行本

配本予定

4月１１日

ISBN：

978-4-591-17355-8

C8097 21×15㎝

本体予価：1,200円（税別）

◀原書表紙

大人気「グレッグのダメ日記」のスピンオ

フ第3弾！今回は、こわ～いお話。👻

ジェフ・キニー 作／中井はるの 訳.

『クロロ宇宙探検隊』

単行本

▲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

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！

配本予定

４月

台湾で

大人気！

※3月より延期



　

『吸血鬼ドラキュラ』

『キャサリン・ジョンソン』

『青春サプリ。この一瞬にすべてを』

19世紀末のロンドンにあ

らわれた恐怖の吸血鬼、ド

ラキュラ。彼はどこから来

たのか、そしてその弱点

は？発表されてから100

年以上の時を経てなお愛

される『吸血鬼ドラキュラ』

の物語は、人間との戦いを

描くダークファンタジーの

傑作です。

『ゾロリクエスト-かいけつゾロリの
ぼうけんプログラミングブック-』

2022年4月よりTVアニメスタート！（日本テ

レビ・読売テレビ系毎週土曜日17:30～）

ポプラキミノベル ノベライズ

配本予定

4月１4日

青春サプリ。心が元気になる、５つの部活ストーリー

配本予定

４月４日

日比野恭三・青木美帆

菊地高弘・オザワ部長 文

100％実話だから共感必至！

注目シリーズ第８弾！

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17342-8

C8095 19×13㎝

本体予価：1,200円（税別）

映画「書道ガールズ」のモデル

になった三島高校書道部、高

校生ファッショニスタたちの奮

闘を描く明星学園ファッション

部、全国出場を逃す苦難を乗

り越え、復活を遂げる名門・大

阪桐蔭吹奏楽部、声を出さな

い「応援」を模索する岐阜商業

応援団部、など５つの感動実話

ストーリーを収録。

コミック版 世界の伝記

配本予定

４月１１日

田中ほさな 漫画／奥田暁代 監修

あらゆる差別を乗り越え、

人類を宇宙へ送ったＮＡＳＡの天才数学者。

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17351-0

C8323 23×17㎝

本体予価：1,１00円（税別）

キャサリン・ジョンソンは、米ソ冷

戦時代のアメリカに生きた数学

者。

人種差別・性差別が現在よりずっ

と激しかった20世紀に、黒人と

して、女性として、母として、様々

な試練を乗り越え、科学技術の歴

史 に残る偉業を達成した女性の

生涯に迫ります。

単行本

原ゆたか 原作

フジサワミカ イラスト
配本予定

4月１１日

ストーリー中の問題を解いてプログラミ

ングの考え方を楽しく学ぼう！

ISBN：978-4-591-17312-1

C8037 26×1９㎝

本体予価：1,000円（税別）

▲中面イメージ

ゾロリと一緒に物語を進めながら、問題解決力を

磨こう！「順序」「繰り返し」「分岐」の考え方が 身に

付く3章立て。

計算（算数）の知識不要で未就学から楽しめる、パ

ソコンいらずで、読めばプログラミング的思考が身

に付く１冊。

『ラブオールプレー ②太陽の背中』

小瀬木麻美 原作・文

ISBN：978-4-591-17357-2

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

水嶋亮、覚醒！

秋の新人戦でのレギュラー入りを目指す中、はじ

まった夏合宿。亮は自分の「武器」を使った新し

いプレースタイルを手に入れる！ 他のメンバー

もそれぞれの成長を見せはじめ―。横浜湊の「黄

金世代」が来る……!?

『オン・ステージ！③』

ポプラキミノベル 創作

高田由紀子 作／アサダ ニッキ 絵配本予定

４月１４日

いよいよ最終巻！演劇部は再び関東大会への切符を勝ち

取れるのか！？そして気になる恋のゆくえは！？

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17370-1

C8293 18×12㎝

本体予価：730円（税別）

前巻で東條先輩に「好きだ」と

告白されたひかり。この気持ち

は恋なのかわからないまま、演

劇部は市大会への練習が始ま

り、夏合宿をすることに。最終

巻も『オン・ステージ！』らしく

涙あり笑いあり、シナリオ通り

にはいかないハイテンション・

コメディでお届けします！！

『小説 魔入りました！入間くん③』

ISBN：978-4-591-17353-4

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

魔具研究師団にも入り、少しずつ魔界になじんで

きた入間くん。しかし一方で、悪魔学校崩壊をたく

らむ悪魔が暗躍していた！？

入間くん、悪魔学校を、魔界を救え――！

ポプラキミノベル ノベライズ

西 修 原作・絵／針とら 文

キミノベル版 好評既刊

大ヒット・ノベライズ、早くも第3弾登場！！

入間くん、学園テロを阻止できるのか！？

配本予定

4月4日

ホラー・クリッパー

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17350‐3

C8097 19×13 ㎝

本体予価：1,400円（税別）

読み継がれてきた怖い物語を、あらたに書きおろした

【ホラー・クリッパー】シリーズ第１弾！

配本予定

４月１１日 ブラム・ストーカー 原作

三田村信行 文／鈴木し乃 絵

.

『海ヤカラ』

ポプラ物語館
配本予定

４月２５日
照屋年之 作／とろっち 絵

沖縄を愛する芸人ゴリこと照屋年之が、

子どもたちへ願いをこめて贈る物語！

▲表紙イラスト
ISBN：978-4-591-17369-5

C8093 21×16㎝

本体予価：1,400円（税別）

沖縄が日本でもなく、アメリ

カでもなかったころ、10歳の

少年ヤカラが向き合った、戦

争、友情、夢、正義……。

本土復帰50年を迎える今年、

50歳となる著者が、若い世

代に伝えたい沖縄を描いた、

愛とユーモアあふれる物語。



　

『恋愛寮においでよ☆

パンケーキは甘い恋の味!?』

『コトダマ！②』

配本予定

４月１４日
麻井深雪 作／池田春香 絵

「霧島くん」シリーズで

人気沸騰中の著者、最新刊！伊織（いおり）が家に仕送り

をするためカフェでアルバイ

トを始める。だけど、そのせ

いで寝坊が増えて、生活態度

を改めないと退寮になると

告げられる。花梨はなんとか

伊織を助けようと、アルバイ

トを手伝ったりお弁当を作っ

たりと大奮闘。

だけど、そんな花梨に怜は激

怒、光は嫉妬……⁉

胸キュン×友情♥寮生活ス

トーリー！

ポプラキミノベル 創作

田丸雅智 作／北風友裕 絵

配本予定

４月１４日

『情熱大陸』出演の著者による

話題の児童文庫第2弾！

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17352-7

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

第2弾は、いきなりラスボスが登

場し大ピンチに！

言葉の組み分けをどう選ぶかで、

お話が分岐するから、キミの選

択が勝敗を握るぞ！！

ポプラキミノベル 創作

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17371-8

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

＠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～

.


