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型

１ｃ
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２ｃ

四六変
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四六変
形

１ｃ

新書版

１ｃ

四六並

１ｃ

四六並

１ｃ+４ｃ

四六並

１ｃ

四六並

１ｃ

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。

10月10日 15577-6
336
+８
Ｐ

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。

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。

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。

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。

〈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 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。

ビジネ
ス

「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。

実用書 10月2日 15609-4 192
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

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。

『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！

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!!!

実用書 10月16日 15612-4 384
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

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！

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
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。

自分の靴と毎日のように向き合うことで、心が整い、人間関係もうまくいくようになり、人生が好転しはじめる。路上時代から8万足を磨いてきた職人による、初の靴磨き自己啓発書！

ビジネ
ス

11月1日 15335‐2 416 殺し屋のマーケティング 三浦崇典

「どこで差がつく？」「どこでつまずく？」クックパッド上場、ランサーズ急進を実現した事業戦略家が、社長ではなく、現場の実務家だからこそわかった成長の秘密を一挙公開！

世界一売りづらい「殺し」をどう売るか？”受注数”世界一の殺し請負会社をつくった女子大生の物語。ミステリを楽しみつつ、「使えるマーケティング」を習得できる。本格マーケティング小説！

ビジネ
ス

11月10日 15613‐1 224
0 to 100　会社を育てる戦略

地図
山口豪志 1,400

岡山県出身。クックパッド草創期にインターン、その後トップセール
スでIPOに貢献。2012年、、ランサーズ社員として参画、ビジネス開
発部長として急成長を実現。2015年に㈱５４創業。

起業から上場まで、ぜんぶ
わかります！

1,600
1977年宮城県生まれ。天狼院書店店主。株式会社東京プライズ
エージェンシー代表取締役。編集者。・プロカメラマン・。大正大学
非常勤講師。

著者自らが実践するマーケ
ティングメソッドを公開！

11月10日 15576‐9 240
自分が変わる 靴磨きの習慣

自己管理能力が最速で身につく
長谷川裕也 1,300

実用 11月10日 15629‐2 224
もし明日、親が倒れても仕事

を辞めずにすむ方法
川内潤 1,200

仕事を辞めたくない。親の介護で自分の人生を犠牲にしたくない。でも、自分の親だからいざというときは自分でやらなくては…？そんな（潜在的な）悩みを抱くビジネスパーソン必読！

長野県生まれ。奈良女子大物理学科卒。人工知能の研究に従事
したのち、株式会社感性リサーチ設立。脳科学と独自のマーケティ
ングをもとにした、独自の文章力により、ベストセラー多数。

脳科学による育児本

ほめない、失敗を叱らない、対等に付き合う……著者自らが子育てで実践し、脳科学的な裏づけをもとにした目からうろこの子育て法。

自己啓
発

1984年千葉県出身。Brift H代表。2017年5月、ロンドンで行われた
靴磨き選手権で、“靴磨き世界一”の称号を得る。著書に『靴磨き
の本』（亜紀書房）。

巻末に「靴磨きの基本　覚え
ておきたい10ステップ」つき

15575‐2 176

1985年京都府出身。芸能活動を経て、作家・コラムニスト・哲学ナ
ビゲーターとして活動。著書に『ニーチェが京都にやってきて、17歳
の私に哲学のこと教えてくれた。』（ダイヤモンド社）等。

実用

母脳　母親が子を育てること
の「特別」

黒川伊保子 1,200

桂歌丸、ベストセレクションとして、特に近年、好んで取り上げている演目をご自身が選び、採録。井戸の茶碗・おすわどん・鍋草履・紙入れ・壺算・つる・竹の水仙・紺屋高尾。エッセイ的要素アリ。

老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員
を経て、市民団体「となりのかいご」設立。｢となりのかいご｣をNPO
法人化。代表理事に就任。

仕事と介護、両立のための
知恵と実践例が満載。

「毎日、何のために頑張っているんだろう？」「私の人生、これでいいのかな？」――私たちが日々直面する悩みや葛藤に向き合うヒントになるような哲学者たちの言葉を366日分収録！

実用 11月14日 15633-9 192 歌丸ばなし 桂歌丸 1,200
1936年横浜市生まれ。中学在学中に古今亭今輔に入門、のち桂
米丸門下へ。歌丸で真打ち。テレビの「笑点」では司会（5代目）を
務め、全国的な人気を誇る。

入退院ネタや自伝的要素
を、噺の枕に含めて紹介！

毎日飽きなく楽しめる、お守
りのような一冊。

実用 11月15日

11月27日 15630-8 400
まいにち哲学　人生を豊かに

することば
原田まりる 1,500

「生徒一人ひとりの能力を引き出す」ことを重視し、厳しさとやさしさをうまく使い分けるのが藤重流。活水でのエピソードをまじえ、子どもの能力を引き出す教え方の極意を紹介する一冊。

実用 11月13日

「えんぴつで」シリーズ第11弾は、読者カード等でリクエストの多い「百人一首」。作品解説や歌人の生い立ちに加え、成立期の時代背景や選歌基準にまつわる謎にも迫る。

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！？

15632-2 224 えんぴつで百人一首
書・大迫閑歩

監修・吉海直人
1,000

書・大迫閑歩：1960年鹿児島県生まれ。九州女子大学共通文化機
構准教授。／監修・吉海直人：1957年長崎県生まれ。国文学者、
同志社女子大学教授。

「百人一首」ブーム＋年末年
始の商材にぴったり。

２８歳、分岐点に立つ５人の女たち。夫とうまくいってない　結婚をしたくない　子供がいても仕事したい　家族をつくりたい　寂しさが埋まらない――。人生のどんな選択も、自分の力で正解にしていく。

ノンフィ
クショ

ン
11月17日 15337‐6 224

子どもの能力を120％引き出
す奇跡の指導法（仮）

藤重佳久 1,500
活水女子高等学校・中学校吹奏楽部音楽監督。元・精華女子高等
学校吹奏楽部顧問。精華では全国大会金賞７回（マーチング部門
でも１５年連続金賞）。活水就任１年目で全国大会出場。

吹奏楽関係者だけでなく、
子育て方に悩む親、必読！

2017年本屋大賞5位受賞作
家が描く百貨店の物語。

小山健

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。

萩生田愛 1,700
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。

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。

文芸 10月5日 14272-1 384 百貨の魔法

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！

コミック
エッセ

イ
10月11日 15611-7 224 お父さんクエスト

コミック
エッセ

イ
10月12日 208 ブヒ道15610-0

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

カバー写真は小林キユウ！
プレゼントブックにも最適。

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。

実用書 10月5日 15603-2 144
アフリカローズ　幸せになる

奇蹟のバラ

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。

文芸 11月22日 15416-8 224 28 加藤ミリヤ 1,100
1988年6月生まれ（28歳）。シンガーソングライター。同世代の切実
なリアルを代弁するカリスマとして、2010年頃は着うた280万DL、ア
ルバム50万枚セールス。

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。

anan連載で話題の加藤ミリ
ヤ最新小説！


