
　

『ようこそ！ 生きものハウス』

『きみもできるか！？
天才科学者からの挑戦状』

おしりたんていファイルシリーズから数年後、ラッ

キーキャットの手伝いを続けるすずは、自分のやり

たいことがわからず悩んでいた。

そんなとき、学生時代からの親友・あずきにさそわ

れ、もう一人の親友・グレねえと3人でルームシェ

アをすることに。

高額な家賃を支払うためにアルバイトに明け暮れ

ながら、なかよし3人組のまたたびデイズが、今は

じまる！

『戦国人物伝 宇喜多秀家』

『わたしのぼうし』

ISBN：

978-4-591-17382-4

C8793 27×21㎝

本体予価：1,600円（税別）

『庭にくるとり』

『ディズニーといっしょ！
えいごのおうた』

.
ぼくは、母さんが生まれ育った家

で暮らすことになり、おじいちゃ

んと家族になったけど、ぼくはお

じいちゃんになじめない。おじい

ちゃんもぼくに笑って話してくれ

るわけでもない。

おじいちゃんが庭に何かをつく

り「鳥が来る」というけど、ぼくは

「来るわけないさ」と思う。

やがて、ゆっくりゆっくり時間を

かけて鳥が庭にやってくるよう

になり――。

ポプラ社の絵本

石川えりこ 作・絵

おじいちゃんとぼくの心が、少しずつ近づく

ようすを丁寧に描く家族の物語。

配本予定

6月6日

すずのまたたびデイズ

『すずのまたたびデイズ
はちゃめちゃパティシエしゅぎょう』

単行本

2011年刊行 『ディズニーのえいごの

おうた』 がリニューアル！

ISBN：978-4-591-17387⁻9

C8782 15×21㎝

本体予価：2,700円（税別）

▲表紙イメージ

▲中面イメージ

ディズニーの大人気キャ

ラが大集合！英語で歌い

やすいディズニーの定番

曲「ミッキーマウス・マー

チ」をはじめとした、ポ

ピュラーな英語の歌、全

18 曲を収録。

英語の歌詞の上には、発

音の参考となるよう読み

方を掲載。楽譜、日本語

訳も載っていて、英語の

歌に慣れ親しむための要

素満点です。

▲表紙イメージ

大切なものが、もっと愛おしくなる— 新たな

デザインで贈る、新装版『わたしのぼうし』

佐野洋子 作・絵

ISBN：

978-4-591-17418-0

C8793 22×25㎝

本体予価：1,500円（税別）

▲表紙イラスト

1976年に刊行され、講談社出

版文化賞絵本部門賞を受賞した

佐野洋子の代表作。

子どもにとって、かけがえのな

いものとの別れを、透明感のあ

る独自のタッチで詩情豊かに描

いた絵本です。

奥行きの深い佐野洋子の名作を、

原画全点再スキャンし、より美し

い印刷でお届けします。

ポプラ物語館

『はれ晴れ池をさがして』

宇佐美牧子 作／結布 絵

ISBN：

978-4-591-17394-7

C8093 21×16㎝

本体予価：1,300円（税別）

▲表紙イメージ

がんばりやの子に届けたい。

自分と家族の本当の気もちに気づく物語。

しっかりものでがんばりやの小学5

年生の七美。七美には言葉がうま

く話せない弟・リクがいる。

そんなリクのために、お母さんはい

つも一生懸命。ある日、七美は家族

のため、「心からの願いを叶えてく

れる」という「はれ晴れ池」を探す

が…。

家族のためにがんばりたいけれど、

私のことも気にかけてほしい…そ

んな複雑でこどもらしい素直な思

いと、そこから抜け出す過程を、

瑞々しく温かく描いた作品。

ISBN：

978-4-591-17393-0

C8093 20×15㎝

本体予価：1,100円（税別）

◀表紙イメージ

コミック版 日本の歴史

若くして五大老に選ばれた豊臣秀吉の寵臣！

備前に生まれた宇喜多秀家

は、11歳で家督を相続。羽

柴秀吉にかわいがられ、秀

吉の養女 豪姫（前田利家の

娘）を妻に迎え、順風満帆に

思えた秀家の運命だったが、

関ヶ原の合戦で一変する。

時代に翻弄されながらも生

き抜いた、戦国の貴公子・宇

喜多秀家の生涯を描く。

▲表紙イメージ

ISBN：978-4-591-17396-1

C8323 22×16㎝

本体予価：1,100円（税別）

『おふろ プール どこでもよめる♪
すみっコぐらし ぷにぷにずかん』

単行本

いつでもどこでもすみっコと一緒♪

ISBN：978-4-591-17258-2

C8776 14×14㎝

本体予価：900円（税別）

▲表紙イメージ

Ⓒ2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

防水仕様のすみっコぐらし図鑑が登場！

ぷにぷに手ざわり＆軽くて丈夫な素材で、さっと洗えて

おでかけ先でも大活躍！

▲中面イメージ

© Disney

配本予定

6月20日

ポプラ社の絵本

トロル 原作

井上亜樹子 作／雛川まつり 絵

後藤ひろみ 原作／山田一喜 漫画

加来耕三 企画・原案

単行本

マイク・バーフィールド 絵

天才科学者たちの実験をまねして

やってみる本！

オレンジやイチゴを使った実験や、マジック風の実

験、工作を取り入れた実験など、小学校低学年のお

子さんから、身近な物をつかって楽しく簡単に挑戦

できる実験アイデアを４０以上収録。

漫画テイストの｢科学者のお話パート｣と、その科学

者のまねっこ｢実験パート｣の２ステップで、「科学」

を身近に感じ無理なく楽しく、科学知識と親しめる

一冊！

米村でんじろうサイエンスプロダクションによる編

集協力で、日本の子どもにも安全・手軽に挑戦でき

る実験方法を紹介しています。

ISBN：

978-4-591-17346-6

C8040 30×22㎝

本体予価：1,800円（税別）

◀表紙イメージ

配本予定

6月6日

配本予定

6月13日

配本予定

6月6日

配本予定

6月6日

配本予定

6月20日

配本予定

6月20日

菅原嘉子 文／深蔵 絵

ISBN：

978-4-591-17374-9

C8045 21×15㎝

本体予価：1,200円（税別）

▲表紙イメージ

さまざまな生物の巣に隠された驚

きの秘密を、親しみやすいイラスト

と解説記事で紹介する雑学読み物。

巣の構造がよく分かる断面図や作

り方をくわしく図解したイラストが

満載で、生物の巣がどれほどよく

できているか、どんな機能が秘め

られているかがよくわかります。

「知らなかった！」と驚く情報が

いっぱい！

単行本

生きもの好きでも、そうでない人でも楽しめ

ること間違いなし！

配本予定

6月20日

※7月に延期



　

『幽霊お悩み相談室（３）』

『ようこそ！たんぽぽ書店へ（３）』

『まだまだあった！！

アレにもコレにも！ モノのなまえ事典』

『かいけつゾロリの
わくわくクイズ200本ノック！』

梨久は、隣に越してきた双子の兄

弟・由樹と亜樹と関わるようになり、

少しずつ変わってきた。 ある日、

ひょんな事から夏祭りに一緒に来て

いた梨久と亜樹。そこへ、クライスメ

イトたちと来ている由樹も現れ・・・。

また、亜樹が、母の死に対し未だ頑

なでいる理由を知り、梨久はなく

なった母親の日記のページを探す。

亜樹の心は解けるのか。由樹の想い

は？ ますます目が離せない第３

弾！！

家の中や街の中でよく見かける

「アレの名前」や気になる「コレの

名前」など……。私たちの周りにあ

る「モノ」には必ず名前が付けられ

ています。そんな物の名前を集め

た雑学本の第３弾が登場！ 今巻

では「ヒト」にまつわる「アレのなま

え」を掲載！ 知れば絶対、誰かに

教えたくなる！

ISBN：

978-4-591-17392-3

C8081 19×13㎝

本体予価：1,000円（税別）

.

単行本

杉村喜光 文／大崎メグミ 絵

思った以上に奥深い「なまえ」の世界にようこ

そ。 知っているようで知らない「モノのなま

え」が大集合！

▲表紙イメージ

ポプラキミノベル 創作

高木敦史 作／鈴木マナツ 絵

ISBN：

978-4-591-17397-8

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

ドタバタオカルト×ミステリー第３弾！

幽霊が「見える」夏目 海琉、幽霊の

「声が聞こえる」鹿耳 貴久、とり憑

かれやすい鳥手 月子、中途半端な

能力者、そしてオカルトオタクの

ヨモギ&サクマンによる 「幽霊お

悩み相談室」 は今日もドタバタ大

騒ぎ！

笑えて泣けると口コミで話題のシ

リーズ！

配本予定

6月13日

単行本

ラスボスは伊沢拓司率いるQuizKnockだ！

ゾロリたちの敵や仲間が入り乱れるクイズ大会が開幕！

ゾロリの「おれさまクイズ」あり、ブルルたちの「いじわる

クイズ」あり、もちろん知識クイズも、もりだくさん！

QuizKnockからの挑戦クイズ20問を収録。

ISBN：

978-4-591-17406-7

C8076 19×13㎝

本体予価：1,100円（税別）

◀表紙イメージ

原 ゆたか 原作／ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 協力

この問題

解けるかな！？

ポプラキミノベル 創作

『てのひら怪談 こっちへおいで』

朝宮運河 編・著／黎(ｸﾛｲ) 絵

禁断のおそろしさ……！ 児童書作家や怪

談・オカルト研究家など、腕によりをかけて

贈る、極上の読み切りホラーはいかが？

“てのひらサイズの恐怖を子どもた

ちに”をコンセプトにした、児童向け

怪談本。

収録するお話はすべて800字以内。

まさにてのひらに収まるコンパクト

さでありながら、一度読んだらその

恐怖の虜になってしまうような、怖

い話、ふしぎな話をとりそろえてい

ます 。

10名の旬な執筆陣が、各5編ずつ書

き下ろし計50編を豪華収録！

ISBN：

978-4-591-17409-8

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

▲表紙イメージ

ポプラキミノベル 創作

ISBN：

978-4-591-17410-4

C8293 18×12㎝

本体予価：680円（税別）

市宮早記 作／ななミツ 絵

祭りと日記がテーマの、

ハートフル胸キュンストーリー

▲表紙イメージ

配本予定

6月13日

配本予定

6月6日

配本予定

6月13日

配本予定

6月13日


