
テーマ展示
・断捨離 (ダンシャリ） ・子育てママは大変！

・女性のための「働き方」 ・心理学を学んでみませんか

・ビジネスマナー ・コミュニケーションをとろう

・シングルで生きる ・知っておきたい○○
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「言い訳してる場合か！」
坂東 眞理子/著

法研 E159.6/バン

人生100年時代、50歳は折り返し地点。言い

訳していては始まらない! 多くの可能性を持っ

ている50代女性にむけて、これから後の人生

も自分らしく輝いて生きるためのヒントと考え

方を伝える。

「ふたりは同時に親になる」

狩野さやか/著

猿江商會 H599/カリ

「あきらめママ」と「無関係パパ」は

もう卒業!   ママの産後のリアルを伝

えるとともに、ママの不機嫌ループ

を断ち切るために、パパができる小

さな一歩を解説します。

「15歳のコーヒー屋さん」

岩野 響/著

KADOKAWA I378/イワ

中学校に通えなくな ったのをきっかけに、

あえて進学しない道を選んだ15歳の「生

きる道探し」とは? 10歳でアスペルガー

症候群と診断され、現在、コーヒー焙煎

士として注目されている著者の回想録。

両親の手記も掲載。

「幸せに暮らすくふう」
主婦と生活社

E590.4/シュ

いままで仕事をし、暮らしてきた中で、ぶつ

かった壁は何ですか? どのように乗り越えま

したか? そんな質問に、いろいろな分野で活

躍する8人が回答。それぞれの暮らしや着こ

なしの知恵、悩みの乗り越え方などを明かし

ます。

「やらない理由」

カレー沢薫/著

マガジンハウス E914.6/カレ

瘦せたいが、食べるのを我慢するのは嫌。寂

しがり屋だが、人付き合いは嫌…。虫のいい

話のどこが悪い!? 世の中に蔓延する「やった

方がいいであろうこと」に「やるべきではない

正しい理由」を提示、理論的にそれを実証す

る。

「パワハラセクハラマタハラ

相談はこうして話を聴く」

野原 蓉子/著

経団連出版 D366.3/ノハ

パワハラ・セクハラ・マタハラといっ

たハラスメント被害者から相談が

あったときに、職場や相談窓口がど

のように対応したらいいのかを、問

題解決に至った例、対応を誤った例、

その改善例などを盛り込み、わかり

やすく紹介する。

貸出中の資料は予約ができます （TRCより引用）



書　　　名 著者名 請求記号 　 書　　　名 著者名 請求記号

水に抱かれて 江島 その美  E 911.5 /ｴｼﾞ

日本のフェミニズム 北原 みのり  B 367.2 /ｷﾀ やらない理由 カレー沢薫  E 914.6 /ｶﾚ

加害者臨床の可能性 A.ジェンキンス  B 367.3 /ｼﾞｴ
50代からしたくなるコト、なくて
いいモノ

岸本 葉子  E 914.6 /ｷｼ

地域再生と町内会・自治会 中田 実ほか  C 318.8 /ﾅｶ おひとりさまvs.ひとりの哲学 山折 哲雄ほか  G 114.2 /ﾔﾏ

誰も教えてくれなかった子ども
のいない人生の歩き方

くどう みやこ  C 367.1 /ｸﾄﾞ 定年後準備大全  G 367.7 /ﾆﾂ

「子なし」のリアル 奥平 紗実  C 367.2 /ｵｸ 地域アセスメント 川上 富雄  G 369 /ｶﾜ

貧困研究vol.19
(2017December)

『貧困研究』
編集委員会

 C 368.2 /ﾋﾝ
障害者が街を歩けば差別に
当たる?!

DPI日本会議  G 369.2 /ﾃﾞｲ

心理カウンセラーをめざす人
の本      18年版

新川田 譲  D 146.8 /ｼﾝ ウンコのおじさん 宮台 真司ほか  H 367.3 /ﾐﾔ

働き方の問題地図 沢渡 あまねほか  D 336.4 /ｻﾜ ふたりは同時に親になる 狩野 さやか  H 599 /ｶﾘ

パワハラ・セクハラ・マタハラ
相談はこうして話を聴く

野原 蓉子  D 366.3 /ﾉﾊ

「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 吉田 照美  D 809.2 /ﾖｼ 15歳のコーヒー屋さん 岩野 響  I 378 /ｲﾜ

母乳を捨てるフランス人 ヘソの緒
に無関心なアメリカ人

江藤 亜由美  I 598.2 /ｴﾄ

ひとりぼっちを全力で楽しむ 地主 恵亮  E 049 /ｼﾞﾇ

女に生まれてよかった。と心か
ら思える本

水島 広子  E 143.5 /ﾐｽﾞ
つくりかたがよくわかる
お料理教室   　1

かんちく たかこ  L 596 /ｶﾝ

美キャリア 小島 貴子  E 159.6 /ｺｼﾞ
つくりかたがよくわかる
お料理教室   　2

かんちく たかこ  L 596 /ｶﾝ

言い訳してる場合か! 坂東 眞理子  E 159.6 /ﾊﾞﾝ シロクマが家にやってきた! マリア　ファラー  L 933.7 /ﾌｱ

「めんどくさい」がなくなる100の
科学的な方法

菅原 道仁  E 498.3 /ｽｶﾞ そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ  L E /ﾅｶ

幸せに暮らすくふう  E 590.4 /ｼﾕ どんな顔してる? 日比 享光  L E /ﾋﾋﾞ 

　　　　　　　　　　　　　　　　

【こころとからだ】

【くらし・文化】

【こどもの本】

3月新着図書の案内

【女性とその周辺】

【家族関係・子育て】

【社会事情】

【しごと】

【福祉・介護】

☆ 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

～３月開館カレンダー～

休館日 １７時まで


