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仕事がつらい、人間関係に疲れた、上司が嫌だ

…。自分の声を無視して頑張りすぎていると、

「やる気」も「気力」もなくなってしまいます。

我慢ばかりの毎日から、自分自身を守る方法を

漫画を交えて紹介します。

会社・仕事・人間関係

「もう、何もかもしんどい･･･」

と疲れ果てたときに読む本

石原 加受子/文

ＳＢクリエイティブ Ｉ146.8/イシ

１分で話せ

ソフトバンク孫社長にも認められた最強プレ

ゼンターが、「強く」「印象に残る」話し方

を伝授する。実践編では、会議、プレゼン、

ファシリテーションなどの場面での対応策や、

気をつけるべき点を具体的に示す。

伊藤 羊一/著

ＳＢクリエイティブ Ｄ336.4/イト

大学生が本気で考える

子どもの放課後

大学生が地域に出て行き、子ども主体の豊か

な放課後を考える。弘前大学の学生と教員の

研究会“らぶちる”の魅力的な活動の数々を

紹介。大学生の日々の奮闘が地域の人々から

はどう見えていたのかもまとめる。

深作 拓郎ほか/編集代表

学文社 Ｋ379.3/フカ

男女の賃金格差、皇室典範制定過程における

女性天皇の扱い、戦争での女性の役割…。小

中高大の女性教員が、自らのジェンダー意識

と女性の視点から行った社会科授業実践を、

児童・生徒・学生の認識とともに提示し、分

析する。

女性の視点でつくる

社会科授業

升野 伸子ほか/編著

学文社 Ｂ375.3/マス

余命宣告、実家の処分、お墓や遺影のこと、

最後の旅行。決して仲のいい母娘じゃなかっ

たからこそ、今伝えたいことがある…。「母

の死」を真正面から描いたコミックエッセイ。

『CREA WEB』連載を書籍化。

ありがとうって言えたなら

瀧波 ユカリ/著

文藝春秋 H726.1/タキ

・家庭菜園始めませんか

・ＳＮＳとのつきあい方

・男と女の更年期障害

・子育て支援について

・言葉との出会い

・ワーク・ライフ・バランスについて

・格差社会の女性たち

・絵本について

なぜか、いつも夫は他人ゴト。

なぜ夫は、人の話を聞かないのか。なぜ夫は、

家事をやらないのか…。幸せ夫婦伝道師・ザ

ビエルが、夫の謎を解き明かす! 妻への助言

「ザビエル語録」も掲載。袋綴じの「魔法の

言葉厳選12」つき。

ザビエル/著

サンクチュアリ出版 H367.3/ザビ

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

Q&A児童虐待防止ハンドブック
児童虐待問題
研究会 Ｇ 369.4 /ｼﾞﾄﾞ           

犯罪白書　　平成２９年版
法務省法務総合
研究所 A 326.3 /ﾎｳ        シニア学びの群像 木下康仁 Ｇ 379.4 /ｷﾉ             

コータリンは要介護5 神足裕司 Ｇ 916   /ｺｳ              

「女性活躍」に翻弄される人びと 奥田祥子 B 366.3 /ｵｸ            

戦争と性暴力の比較史へ向けて 上野千鶴子ほか B 367.2 /ｳｴ            夫婦という病 岡田尊司 Ｈ 367.3 /ｵｶ              

女性の視点でつくる社会科授業 升野伸子ほか B 375.3 /ﾏｽ             なぜか、いつも夫は他人ゴト。 ザビエル Ｈ 367.3 /ｻﾞﾋﾞ          

ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山大祐 Ｈ 599.0 /ｶｹﾞ            

<女子マネ>のエスノグラフィー 関めぐみ Ｃ 780.1 /ｾｷ             コミュ障母さんとごきげん娘 トキヒロ Ｈ 599.0 /ﾄｷ             

おかあさん、ずっとみてて。 k.m.p. Ｈ 726.1 /ｹｲ           

社会人1年目の君に 佐々木常夫 Ｄ 159.4 /ｻｻ             ありがとうって言えたなら 瀧波ユカリ Ｈ 726.1 /ﾀｷ              

1分で話せ 伊藤羊一 Ｄ 336.4 /ｲﾄ            

働き方改革 小室淑恵 Ｄ 336.4 /ｺﾑ             悲しみの処方箋 主婦の友社 Ｉ 141.6 /ｼﾕ              

これではお先まっ暗! 中田進 Ｄ 366.0 /ﾅｶ            
会社・仕事・人間関係「もう、何もかもし
んどい…」と疲れ果てたときに読む本 石原加受子 Ｉ 146.8 /ｲｼ             

大丈夫、働けます。 成澤俊輔 Ｄ 366.2 /ﾅﾘ            Ibasyo 岡原功祐 Ｉ 367.6 /ｵｶ              

子宮がん 小田瑞恵ほか Ｉ 495.4 /ｵﾀﾞ             

たった0.5秒で緊張をとるコツ 伊勢田幸永 Ｅ 141.6 /ｲｾ             

「素直さ」こそ最強の武器である 斎藤一人 Ｅ 159   /ｻｲ              1枚で情報を伝えるデザイン
パイ
インターナショナル J 674.7 /ﾊﾟｲ            

錯覚の法則 西田文郎 Ｅ 159   /ﾆｼ            

生き残るためのコミュニケーション 藤村正憲ほか Ｅ 159.4 /ﾌｼﾞ           生涯学習概論ハンドブック K 379   /ｺｸ           

女子が毎日トクをする
人間関係のキホン 有川真由美 Ｅ 159.6 /ｱﾘ            「学びの縁」によるコミュニティの創造 三浦清一郎 K 379.0 /ﾐｳ             

女の人間関係はめんどうなのよ DJあおい Ｅ 159.6 /ﾃﾞｲ           大学生が本気で考える子どもの放課後 深作拓郎ほか K 379.3 /ﾌｶ             

定年が楽しみになる!
オヤジの地域デビュー

清水孝幸 Ｇ 367.7 /ｼﾐ          わたしをわすれないで
ナンシー
ヴァンラーン

L E     /ﾗｰ            

もし明日、親が倒れても
仕事を辞めずにすむ方法

川内潤 Ｇ 369.2 /ｶﾜ             もしぼくが本だったら
ジョゼジョル
ジェレトリア

L E     /ﾚﾄ             

【しごと】

【こころとからだ】

【こどもの本】

５月新着図書の案内

【参考資料】持出禁止

【家族関係・子育て】

【生涯学習・社会教育】

【社会事情】

【くらし・文化】

【福祉・介護】

【女性とその周辺】

【芸術・スポーツ】

☆ 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。
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～５月開館カレンダー～

休館日 １７時まで
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