新しい図書が入りました。ご利用お待ちしております！
気になるあの栄養素がよくわか
る：教えて！栄養素男子

人気店の味をおうちで！週末
が楽しくなる再現ごはん

女子栄養大学栄養クリニック監
修/奥田直子イラスト
栄養素の特徴を擬人化した 50 人
の【栄養素男子】たち。彼らが時
にやさしく、時にきびしく、栄養
素のことを教えてくれるから、胸
キュンしながら楽しく栄養学を
学べます。管理栄養士、栄養士な
どを目指す女子学生はもちろん、
健康に興味のある一般の方にも
おすすめです！(498.55/O 76)

かっちゃん著
話題の店や有名チェーンの人気
メニューを再現するレシピ本が
完成しました。ホットプレートで
人気のたこ焼きを再現したり、有
名チェーンのバーガーやチキン
の完コピにチャレンジしたりと、
家族や仲間で楽しめるレシピが
満載です。
（596/KA84）

(498.5/U
79) : 一生使える
きみはスゴイぜ!
「自信」をつくる本
マシュー・サイド著/竹中てる実
訳
勉強、スポーツ、趣味で「スゴイ
子」はどこが違うんだろう？うま
くいく人は「マインドセット＝心
の持ち方」が違うだけなんだ―１
２歳で身につければ人生の可能
性が大きく変わる！成長し続け
るマインドセット、自信をつける
科学的方法、効率のいい努力の仕
方――どんなことでも、やりたい
ことで突き抜けるとっておきの
ノウハウ！ （159.5/SY 2）

地域も自分もガチで変える!逆
転人生の糸島ブランド戦略 :
税金ドロボーと言われた町役
場職員が、日本一の MBA 公務
員になれたわけ
岡祐輔著
人口減少時代に観光客・住民が増
え続ける福岡県糸島市。その理由
は、お役所仕事を超えた「マーケテ
ィング」と「公民連携」にあった！
（318.6/O 36）

あやうく一生懸命生きるとこ
ろだった
ハ・ワン文・イラスト/岡崎暢子訳
韓国でベストセラー２５万部。毎
日、走り続け疲れきったあなた
へ。自分をすり減らす毎日から抜
け出し“自分らしい生き方”に出
会える人生エッセイ。
（159/H 11）

大学生のストレスマネジメン
ト : 自助の力と援助の力
齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野明著
学業の悩みから生活習慣の乱れ，
恋愛と性の問題まで，大学生活で
直面するストレス事態への対処
法を網羅的に解説。メンタル面で
の対処だけでなくトラブル時に
役立つ社会制度も多数紹介。豊富
な事例と実践的な解説で全大学
生必読の１冊。
(377.9/D 16）

世界一やさしい「やりたいこ
と」の見つけ方―人生のモヤ
モヤから解放される自己理解
メソッド
八木仁平著
「自分探しゲーム」から解放され
る方法、教えます。就職、転職、
起業、仕事選びでもう悩まない！
３０年後もメシが食えて、心から
納得のいく働き方が見つかりま
す。
（159/Y 15）

コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ著/飯田亮
介訳
感染症とは僕らのさまざまな関
係を侵す病だ。この災いに立ち向
かうために、僕らは何をするべき
だったのだろう。何をしてはいけ
なかったのだろう。そしてこれか
ら、何をしたらよいのだろう。コ
ロナの時代を生きる人々へイタ
リアを代表する小説家が贈る、痛
切で、誠実なエッセイ集。
（974/G 47）
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