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「今、世界はあぶないのか〔1〕争いと戦争」

ハナネ カイ／絵

評論社 L E/カイ

世界中で起きている問題について考えるため

の絵本。「争いと戦争」をとりあげ、戦争と

は何か、どうして起こるのか、どうしたら

止められるのか、子どもたちに

できることはあるのかなどを紹介

します。

「社会とつながる行政法入門」

大橋 洋一／著

有斐閣 Ｃ323.9/オオ

実際に起きた事件や社会問題をモデルとした

事例から、行政法を説き起こすユニークな

入門書。グラフや新聞記事、ときにクイズも

交えて、社会との結びつきを意識しながら

解説する。

「一〇五歳、死ねないのも困るのよ」

篠田 桃紅／著

幻冬舎 Ｅ914.6／シノ

そよ風に吹かれるだけで、なんて恵まれてい

るのだろうと感じることのできる幸せ。どれ

だけ長く生きても、生きることに行き詰まる

ことはない-。生涯現役、ひとり暮らしを貫

く希代の美術家が送る、後世へのメッセージ。

「漂流女子」

中島 かおり／著

朝日新聞出版 Ｉ367.2/ナカ

誰にも言えない妊娠を相談する窓口にんし

んSOS東京。SOSの多くは若年妊婦からだ。

虐待を受け社会から孤立した女性、風俗で

働く女性、SNSで出会いを求める女性…。

孤独な若者が抱える現代社会の闇を浮き

彫りにする。

「残念和食にもワケがある」

岩村 暢子／著

中央公論新社 Ｅ498.5/イワ

「白いご飯は味がないから苦手」「煮物は

家ではつくらない」…。400人以上の主婦へ

のアンケート、1万5000枚以上の食卓写真を

もとに、家庭の和食の驚くべき変化、さらに

日本人の価値観や家族の変容を描き出す。

「さよなら、田中さん」

鈴木 るりか／著

小学館 Ｈ913.6/スズ

田中花実は小学6年生。ビンボーな母子

家庭だけれど、底抜けに明るいたくまし

いお母さんと、毎日大笑い、大食らいで

生きている…。母娘を中心とした日常の

事件を、鮮やかな筆致で描いた連作短編

集。全5編を収録。

貸出中の資料は予約することができます （TRCより引用）



書　　　名 著者名 請求記号 　 書　　　名 著者名 請求記号

副島種臣 森田 朋子ほか E 289.1 /ｻｶﾞ            

女性労働の分析 2016年 　 A 366.3 /ｼﾞﾖ             江藤新平 星原 大輔 E 289.1 /ｻｶﾞ            

女性白書 ２０１７
日本婦人団体
連合会

A 367.2 /ﾆﾎ             伊藤玄朴 青木 歳幸 E 289.1 /ｻｶﾞ            

社会教育・生涯学習
ハンドブック第9版

社会教育推進
全国協議会

A 379.0 /ｼﾔ              佐野常民 國 雄行 E 289.1 /ｻｶﾞ             

料理は女の義務ですか 阿古 真理 E 383.8 /ｱｺ              

<女帝>の日本史 原 武史 B 210.1 /ﾊﾗ             残念和食にもワケがある 岩村 暢子 E 498.5 /ｲﾜ             

国連・女性・NGO Part2
国連NGO国内
女性委員会

B 367.2 /ｺｸ              手作り絵本SMILE 和田 直人 E 726.6 /ﾜﾀﾞ             

一〇五歳、死ねないのも
困るのよ

篠田 桃紅 E 914.6 /ｼﾉ             

経済成長なき幸福国家論 平田 オリザほか C 304   /ﾋﾗ            

社会とつながる行政法入門 大橋 洋一 C 323.9 /ｵｵ              「子どもの貧困」を問いなおす 松本 伊智朗 G 367.6 /ﾏﾂ              

よくわかるコミュニティ心理学 植村 勝彦ほか C 361.4 /ｳｴ              
虐待ゼロのまちの地域養護
活動

井上 寿美ほか G 369.4 /ｲﾉ             

関係人口をつくる 田中 輝美 C 361.7 /ﾀﾅ              夫の後始末 曽野 綾子 G 914.6 /ｿﾉ              

ここまできた部落問題の解決 部落問題研究所 C 361.8 /ﾌﾞﾗ             

母親に、死んで欲しい
NHKスペシャル
取材班

H 367.3 /ｴﾇ             

5時に帰るドイツ人、5時から
頑張る日本人

熊谷 徹 D 336.2 /ｸﾏ              「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河 桃子ほか H 367.4 /ｼﾗ              

企業が生まれ変わるための
「働き方改革」事例集

山崎 紅 D 336.4 /ﾔﾏ             さよなら、田中さん 鈴木 るりか H 913.6 /ｽｽﾞ             

クラウドファンディング革命 中山 亮太郎 D 338.1 /ﾅｶ              年の差夫婦はじめました。 1 綾乃 かずえ H 916   /ｱﾔ             

キャリア・マネジメントの未来図 二神 枝保ほか D 366.2 /ﾌﾀ             

農業を繫ぐ人たち 湯川 真理子 D 611.7 /ﾕｶ              漂流女子 中島 かおり I 367.2 /ﾅｶ             

パンツ・プロジェクト キャット　クラーク I 933.7 /ｸﾗ             

考える練習帳 細谷 功 E 141.5 /ﾎｿ             

人前で「あがらない人」と
「あがる人」の習慣

鳥谷 朝代 E 141.6 /ﾄﾘ              
今、世界はあぶないのか?
 [1] [2]

ハナネ　カイ L E     /ｶｲ              

「行動できない」自分からの
脱出法!

大嶋 信頼 E 146.8 /ｵｵ             こねてのばして ヨシタケ シンスケ L E     /ﾖｼ             

自分を休ませる練習 矢作 直樹 E 159   /ﾔﾊ             ぬすまれた月 和田 誠 L E     /ﾜﾀﾞ             

【しごと】

【こころとからだ】

【くらし・文化】

【こどもの本】

1月新着図書の案内

【参考図書（貸出禁止）】

【女性とその周辺】

【社会事情】

【福祉・介護】

【家族関係・子育て】

☆ 情報サービスフロア 利用案内 ☆
◆利用時間
・平 日 9:00～22:00

・日祝日 9:00～17:00

◆休 館 日
・毎週月曜日

・年末年始(12/29～1/3)

・特別整理期間(年1回)

◆貸出冊数・期間

※初めて貸出しを希望される方は登録カードが必要です。住所･氏名･生年月日を

確認できるもの（運転免許証、健康保険証、学生証など）をご持参ください。

【お問合わせ】

アバンセ 情報サービスフロア 佐賀市天神3丁目2-11 ☎(0952)26-0011

◎新着図書以外にも、たくさんの本を用意しています。ぜひご利用ください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

～1月開館カレンダー～

休館日 １７時まで


