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15573-8 192
シルバー川柳7　寝坊して雨

戸開ければ人だり

山崎貴 作　郷
津春奈+伸堂

舎 絵
1,300

映画監督。株式会社白組所属。監督作品に、日本アカデ
ミー賞で全部門を受賞した「ALWAYS三丁目の夕日」、「永
遠の０」「海賊と呼ばれた男」などがある。

10/21・10/22に横浜アリー
ナでイベント開催。ハロ
ウィンの由来を絵本に!!

絵本 9月28日 64
ジャック・オー・ランド

～ユーリと魔物の笛～
15615-5

この新刊案内に対するお問い合わせは、株式会社ポプラ社営業局　TEL：03-3357-2212 フリーダイヤルFAX：0120-53-6188

『なでし子物語』の待望の
続刊がついに発売!!

私は日本人なのか、アメリカ人なのか。アメリカ在住日系人の100年の物語。各世代の三人の女性の姿を描きながら、戦争をまたいで、両国の文化、そしてアイデンティティのありようを浮かび上がら
せる。

文芸書 9月20日 15605-6 320 地の星　なでしこ物語

『アップルソング』に続く、
骨太な意欲作!!

公益社団法人
全国有料老人

ホーム

地方の名家（静岡県天竜川沿い）を舞台に、異なる世代の二人の女性が、それぞれの立場で感じる生きづらさ、それを克服して自分自身の生を獲得していくさまを力強く描きだします。

伊吹有喜 1,600

1969年三重県生まれ。2008年『風待ちのひと』で第三回ポ
プラ社小説大賞特別賞を受賞し、デビュー。第二作目『四
十九日のレシピ』が話題に。『ミッドナイト・バス』で直木賞
候補に。

小手鞠るい 1,700
1956年岡山県生まれ。『欲しいのは、あなただけ』で第12回
島清恋愛文学賞を受賞。著書に『空と海のであう場所』『美
しい心臓』ほか多数。米ニューヨーク州ウッドストック在住。

文芸書 9月13日 15574-5 380 星ちりばめたる旗

文芸 10月5日 14272-1 384 百貨の魔法 村山早紀 1,600
1963年長崎県生まれ。『ちいさいえりちゃん』で毎日童話新
人賞最優秀賞、第4回椋鳩十児童文学賞を受賞。『桜風堂
ものがたり』が2017年本屋大賞第5位。

1,000
1982年創立。老人福祉法に規定された唯一の法人として、
入居者生活相談、保護事業、事業者への運営支援、研修
などを行う。

人間不信の魔物の王ジャック・オーと少年ユーリ。友達の病気を治すため、ユーリは魔物の街へ向かいゴブリン魔物のコブと友だちになる。人間と魔物の友情はないと言うジャック・オーに試される
が・・・。

岡田正樹 1,400
ＬＭコンサルティング・ディレクター。日本経済新聞社を経
て、金融専門の編集・制作会社、独立系のシンクタンクを
立ち上げる。元・青森大学経営学部客員助教授。

コミュニケーションギャップ
に悩む、30代以降の中間
管理職、必読！

デジタルネイティブ（１９９０年生まれ以降）の若手社員が増え、コミュニケーションギャップが会社の業績を左右する時代。上司部下のギャップをうめ、よいチームをつくり、成果をあげるためのヒント満
載!!

ビジネス 9月11日 15601-8 224
20代の部下とうまくいかない

のはなぜか？

2017年本屋大賞5位受賞
作家が描く百貨店の物
語。

9月中旬、敬老の日にあわ
せて、フェア＆大きいパブ
仕込み中！

日本中を笑いの渦にまきこむ、シルバー川柳シリーズ、第7弾！2017年夏の入選作を含む傑作川柳を、イラストとともに紹介。気になる帯は、将棋界のレジェンド・加藤一二三（ひふみん）!!

詩歌 9月8日

15637-7 224
MY LITTLE HOMETOWN

茅ヶ崎音楽物語
宮治淳一 1,500

1956年神奈川県茅ヶ崎市生まれ。音楽評論家、DJ、音楽
プロモーター。卒業後ディスコメイトレコード、88年ワーナー
ミュージック、99年より茅ヶ崎でミュージックカフェを経営。

サザンファンの誰も知らな
い桑田佳祐がここに!!

茅ヶ崎でともに生まれ育ち、桑田圭介氏の初ライブを企画し、サザンオールスターズの命名者である宮治淳一が親友へ贈る、茅ヶ崎が起こした音楽の奇跡の記録。

風早の街にある百貨店の老舗、星野百貨店。存続が危ぶまれる百貨店の運命と、店員たちの愛と誇り、お客さんたちの無数の思いが重なり合う。さまざまな魅力がつまった心温まる物語です。

文芸 10月30日 15608-7 448 花のお江戸で粗茶一服 松村栄子 1,800
1961年静岡県生まれ福島県育ち。1990年『僕はかぐや姫』
海燕新人文学賞、1992年『至高聖所』芥川賞を受賞。著書
に『雨にもまけず粗茶一服』など。

大島真寿美さん、北上次
郎さん、吉田伸子さんな
ど、ファンが多い。

10月10日 15577-6
336+
８Ｐ

10 Rules 最高のキャリアを作
る10のルール

アリッサ・マスト
ロモナコ 著　三
輪美矢子 訳

1,700
1976年生まれ。2014年に首席補佐官代理の座を退く。現
在はメディア企業「Ａ＋Ｅ・ネットワークス」のグローバル・コ
ミュニケーション戦略および人材部門プレジデント。

ビジネス

ミルク日記 毎日を元気に過
ごすためのミルクの本

チームミルク
ジャパン 寄藤

文平・アートディ
レクション

1,200

学年ビリのヤンキーで人脈もなかったという著者は、いかにして、弁護士・原作者・コメンテーター・と多方面で活躍できるようになったのか。「チャンスと縁の掴み方」＆「人脈の広げ方」を徹底解説!!!

32歳という若さで大統領補佐官となり、オバマ前大統領の右腕として活躍。その後、メディア企業の最高執行責任者へ転職。仕事と人生の幸せは両立できる！ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー。

ビジネス 10月6日 15578-3 224
ゼロから最強の人脈をつか

む後輩力（仮）
佐藤大和 1,400

1983年生まれ。宮城県石巻市出身。2009年司法試験合
格。11年、弁護士となり、大手法律事務所を経て、14年4
月、レイ法律事務所を設立。TBS「あさチャン! 」等、テレビ
出演多数。

『ずるい暗記術』『ずるい勉
強法』（ともにダイヤモンド）
で人気の著者、最新刊！

子どもの才能を最大限伸ば
す子育て

内村周子・佐
藤亮子

1,500

「早期教育は早ければ早いほうがよい」「子どもをとにかく褒める」「『あとで！』は言わない」など、二人の子育てには共通点が。日本最強のママ２人が語る子育ての極意４４。

寄藤文平：1973年、長野県生まれ。グラフィックデザイ
ナー。／チーム・ミルク ジャパン：「牛乳が日本を元気にす
る」をスローガンに2010年から活動。中央酪農会議のプロ
ジェクト。

くすっと笑えて、なぜか元
気になる。役立つ知識も満
載のイラストエッセイ。

ようこそ！ミルクの世界へ。ミルコップとミルクゴッドの世界観を伝えながら、季節ごとにレシピやミルクの栄養など知っておくと役立つ知識をイラストで紹介。くすっと笑えて、肩の力が抜けるような一
冊。

実用書

AFRIKA ROSE 創業者&代表取締役。1981年、東京生ま
れ。2011 年アフリカ・ケニアに渡る。、2012 年「アフリカの
花屋」を創立、15年アフリカ薔薇専門店「AFRIKA ROSE」を
オープン。

カバー写真は小林キユ
ウ！プレゼントブックにも
最適。

15609-4 192

内村周子（うちむら・しゅうこ）：長崎県生まれ。体操選手・
内村航平さんの母。／佐藤亮子（さとう・りょうこ）：奈良県
在住。主婦。長男・次男・三男・長女の4兄妹が全員、「東
大理III」合格。

金メダリストの母×東大理
Ⅲ4兄妹の母＝史上最強
の子育て論！

実用書 10月2日

読むと元気になる！すべ
てのビジネスパーソンに贈
る、10のルール。

〈坂東巴流〉の家元Jr.友衛遊馬、20歳。家元でさえ副業しなければ家族を養えない貧乏流派。自分の目指す茶の道とは、剣の道とは、弓の道とは。大傑作青春エンタテイメント、笑いと涙の完結篇！

趣味 10月13日

マスコミで話題の「アフリカの花屋さん」が伝える究極のバラの本。バラを贈るということ、バラの扱い方などなど、バラに関するすべて。眺めているだけで癒される、美しい本。

コミック
エッセイ

10月11日 15611-7 224 お父さんクエスト 小山健 1,200
会社員時代に趣味でブログに描いていたマンガ「手足をの
ばしてパタパタする」をきっかけにマンガやイラストを様々
なメディアで執筆。オモコロでの連載は１００万ＰＶ超。

糸井重里氏をはじめ、業
界の評価がめちゃくちゃ高
いです！

10月5日 15603-2 144
アフリカローズ　幸せになる

奇蹟のバラ
萩生田愛 1,700

実用書 10月16日 15612-4 384

なまけ者のブタサムライ・太肥丘豚兵衛（たぴおか・とんべえ）を狂言回しに、「心と行動をどう結びつけるか」を探求した一冊。

妻の妊娠→出産→育児にいたる過程を追ったリアルドキュメントに著者ならではのギャグや男ならではの葛藤などを加えた全力投球の一冊。

コミック
エッセイ

10月12日 15610-0 208 ブヒ道 小泉吉宏 1,000
1953年、静岡県生まれ。93年に発表した『ブッタとシッタカ
ブッタ』が大ヒットし、シリーズ累計200万部以上のベストセ
ラー。

新渡戸稲造『武士道』のパ
ロディ！？


