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医師が教える

新しい腸活レシピ

低FODMAP食事法

（仮）

・パン（小麦粉）やヨーグルト、納豆が腸の敵だった！
・４つの“発酵性”糖質【FODMAP】を抑えれば腸は健康に！
・４つの“発酵性”糖質【FODMAP】を抑えた簡単・おいしいレシピを紹介！
・お腹の不調を解決するための４つの発酵性糖質FODMAPを
オフする新しい食事法を紹介。
・小麦粉、ヨーグルト、納豆、玉ねぎなどの高FODMAP食品
を避け、低FODMAPの簡単に美味しく作れる料理のレシピ
を８０品以上掲載。

FODMAPとは以下の４つの発酵性糖質の略称
Ｆermentable【発酵性】
Ｏligosaccharides【オリゴ糖】
・フルクタン：小麦・たまねぎ・にんにく・にら・柿・桃 など
・ガラクトオリゴ糖：豆類・とうもろこし・納豆・豆乳・カシュー
ナッツ など

・料理が得意ではない人や体力・気力が落ちてしまっている
時でも無理なく作れる作り置きできるレシピや電子レンジ Ｄisaccharides【二糖類】
・乳糖（ラクトース）：牛乳・ヨーグルト・クリームチーズ・
だけで作れるレシピも紹介。
アイスクリーム など
【とじ込み付録】
分かりにくいFODMAP食材がひと目でわかる
切り離せて使いやすい５０音順付き一覧表付き！
【構成】
１章：健康は腸内環境が決める
腸のはたらき、腸内細菌、過敏性腸症候群、SIBO、低
FODMAP食とは
２章：腸内環境をリセットする低FODMAPレシピ
実践法、１週間の献立例、主菜、主食、副菜、汁物、おや
つのレシピ

Ｍonosaccharides【単糖類】
・果糖（フルクトース）：はちみつ・りんご・すいか・梨・
マンゴー など
And
Ｐolyols【糖アルコール】
・ソルビトール：とうもろこし・りんご・梨・桃・さくらんぼ・プラムなど
・マンニトール：しいたけ・マッシュルーム・さつまいも・カリフラ
ワー・さやえんどう・すいか など
・キシリトール など

とじ込み：低・高がひと目でわかる食材五十音順一覧表

【著者】江田 証（エダ アカシ）
医学博士。 江田クリニック院長。 自治医科大学大学院卒。日本消化器病学会奨励賞受賞。米国消化器病学会（AGA）インターナショナ
ルメンバーを務める。日本消化器病学会専門医。日本消化器内視鏡学会専門医。毎日、最新の治療法を求めて国内外から来院する、
お腹の不調をかかえた患者を胃内視鏡、大腸内視鏡で診察し、改善させることを生きがいにしている。「世界一受けたい授業」（日本テ
レビ）などテレビやラジオ、雑誌などに多数出演。著書に15万部を超え、海外でも翻訳されたベストセラー、『新しい腸の教科書 健康なカ
ラダは、すべて腸から始まる』（池田書店）など多数。著書累計85 万部を突破。5 冊が中国、台湾、韓国など海外で翻訳されている。
【レシピ】牧野 直子（マキノ ナオコ）
管理栄養士、料理研究家、ダイエットコーディネーター。「スタジオ食（くう）」代表。食と栄養に関する豊富な知識から生み出される、簡単
でおいしく、ヘルシーな料理に定評がある。著書に『1食20gが簡単にとれる! たんぱく質しっかりおかず』（池田書店）、『野菜の栄養と食
べ方まるわかりBOOK』（ワン・パブリッシング）など多数。
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コリをほぐして小顔＆若返り

セルフ整顔(せいがん)メソッド(仮）

【内容】
・Instagramで人気のエステティシャンによる、あらゆる顔の悩みの原因となる
「顔のコリ」をとり、 理想の顔を自分でつくる本。
・気になる箇所にだけアプローチするのではなく、顔のたるみ、シワを根本から変え、
健康で美しい肌を作るメソッド。
・体験モニターのビフォーアフターも掲載予定
【ポイント】
日々の姿勢や癖（頬杖・眉間のシワ・噛み癖など）、話し方、加齢などで顔の筋膜の癒着が起きてしまいます。
→癒着が起きることでそこに「コリ」ができる
→筋肉が硬直して動かなくなり垂れ下がる
→そこに脂肪がついてしまい、更なる垂れ、シワの原因になってしまいます。
本書では顔の筋膜リリースを行いこの流れを正し、
美しく見えない凹凸を、美しく見えるメリハリのある凹凸に変えていきます。

＜顔を変えたい人は必修！ 超基本の4ステップ＞
鎖骨下→鎖骨上→耳下腺→咬筋
※ここが緩んでいない人は、口元、目元など、
気になる箇所だけやっても効果が出にくくなります。
BEFORE（25歳） →→→ AFTER（35歳）
著者自身も「顔のコリ」をとって、シワ、たるみのない小顔に！
【構成案】
■Chapter1
■Chapter2
■Chapter3
■Chapter4

なりたい顔は、自分でつくれる
基本のケア
部位別のケア（目元／口元・頬／おでこ／アゴ・首・頭）
コリをとる生活習慣

【著者】崎田 ゆか
・エステ歴15年、35歳。延客数16,000名以上。美容マニアであらゆるエステや化粧品を試すなか医学的視点をもとにした「コアフィッ
ト」のメソッドに出会い、その確かな理論と効果を実感。「自分の力で芯から顔を変える」をモットーに「リモデリング 造顔メソッ
ド」をInstagramで紹介している。2021年3月に開業した「COREFIT by YUKA」は毎月即予約が埋まるほどの人気。
・Instagramフォロワー6.2万人（2022 年9月現在）。週数回行うインスタライブも人気。
https://www.instagram.com/yuka.184/

【監修】COREFIT

https://core-fit.jp/about/
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頭がよくなる！爆走ナゾとき大冒険

スパイ大作戦編

☆考える力が育つ！集中力が身につく！
☆言葉遊びのなぞなぞから頭を使うパズル系ナゾときまで
全部で『４００問以上』！
☆１冊通したストーリーだから最後まで楽しい！
～STORY～
平和を守る秘密組織のスパイになって物語を進め！
～特徴①～
星の数で難易度がわかりやすい！

～特徴②～
「サイの角はなにからできてる？」
知っていると自慢出来る面白い雑学クイズも掲載！

【構成】
■１章
■２章
■３章
■４章
■５章

先輩スパイが残した手がかりを追え！
研究員に変装作戦！
地下室への潜入
薬と先輩を探せ！
解毒剤はどこだ！？

【編集】池田書店編集部
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2023年度版

すぐに役立つゴルフルール

〇最新ルールに準拠した、決定版ゴルフルールブック！
〇トラブルの罰則と対処法が素早く引けるハンディサイズ！
【内容】
（財）日本ゴルフ協会が制定した「ゴルフ規則」の最新ルールに準拠した内容を詳しく、わかりやすく解説。
2019年の大改定にはもちろん対応しており、新たに改定後に起きたルール変更にまつわるトラブル事例を紹介します。
ポケットやミニバッグ、キャディバッグに入るハンディなサイズで、身近に、手軽に利用するのに最適。ストローク・プレイの
個人戦ルールを基本として、実際のラウンドでよく起こりそうな状況１８６例を選んで詳述するほか、巻末にハンディキャッ
プの算出法／ベットのいろいろ／ヤード・メートル換算表などを収録します。

２０２３年度版も見やすさそのまま
すぐに使いやすいハンドブック！
【構成】
主な罰打早見表
2019年大改定と改定後のトラブル事例
ゴルフとは
ティーイングエリア
ジェネラルエリア
バンカー
ペナルティーエリア
パッティンググリーン
クラブ・アドバイス・他
用語の意味と方法・マナー
付録

池田書店は年度版を毎年発売！
（こちらは2022年度版カバーです）

2023年度版配本後
入れ替えをお願い致します。

【監修】沼沢 聖一（ヌマザワ セイイチ）
1945年、宮城県仙台市生まれ。高校卒業までに関東ジュニア3連勝、日本ジュニア2連勝を飾り、日本大学在学中
は副部長をつとめた。1968年プロ入り、1975年の沖縄オープンで初優勝。42歳でレギュラーツアーを引退するま
でに世界中でプレーした経験を、現在、ジュニア育成などに生かしている。

【監修】マイク 青木（マイク アオキ）
東京都足立区出身。1965年にフリーのジャーナリストとして渡米。以来ニューヨーク市におよそ20年間滞在し、USPGAツアー
のゴルフ競技を主に取材する。その間に、ルールの神様ジョセフ・ダイ氏と出会い、ゴルフルールの根本を学ぶ。1985年帰
国後は、ゴルフルール研究家兼講師として数多くの執筆と講演の活動に従事、活躍している。
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