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3歳までの子育ての失敗は100%取り戻せる! 

数万件の子どもたちの問題を解決してきた著者

が、暴力・暴言・物を壊す、グズグズ&いじけ

る、トイレ問題と偏食など、10歳までの子育

ての悩みに対する処方せんを紹介する。 

◆世界に一つだけの子育ての教科書◆ 

     奥田 健次/著 

ダイヤモンド社   H 379.9/オク 

◆バッタを倒しにアフリカへ◆ 

人類を救うため、そして「バッタに食べられ

たい」という自身の夢を叶えるために-。昆

虫学者である著者が、バッタ被害を食い止め

るため単身サハラ砂漠に乗り込み、バッタと

大人の事情を相手に繰り広げた死闘の日々を

綴る。 

前野ウルド浩太郎/著 

光文社   Ｅ 486.4/マエ 

◆ルポ児童相談所◆ 

児童虐待に対応する最前線、児童相談所。 

虐待死事件が発生すると、なぜ未然に防げな

かったのかと批判と非難の矢面に立たされて

きた。西日本のある児童相談所への取材を通

じて、実態の知られていない彼らの奮闘をル

ポする。 

      大久保 真紀/著 

 朝日新聞出版   G 369.4/オオ 

財布を持たず、服は毎日同じコーディネート。

時間も思考も人間関係も必要最小限。人生の

あらゆる局面において、ストイックに、ミニ

マルに自分を研ぎ澄ます著者が、最小限のお

金で生きて、最大限の自由を手にする方法を

綴る。 

◆手ぶらで生きる。◆ 

ミニマリストしぶ/著 

サンクチュアリ出版   E 590.4/ミニ 

スケジュールに目的を書く、睡眠時間を仕事

時間よりも重視する、朝一番でメールを読ま

ない、「移動中に読書」を徹底する…。仕事

もプライベートも充実する時間管理術を伝授

する。 

◆成果につながる! 

仕事と時間の「仕組み術」◆ 

      野呂 エイシロウ /著 

明日香出版社   D 159.4/ノロ 

◆北欧に学ぶ小さなフェミニストの本◆ 

女の子らしく、男の子らしくって、どういう

こと? 社会で活躍する女性が多い、男女平等

の先進国スウェーデンの、10歳の女の子

エッバと一緒に、だれもが平等に自分らしく

生きるとはどんなことかを考える。 

サッサ・ブーレグレーン作    

岩崎書店   L 367.2/ブー 

・新しい生き方を学ぶ 

・つらいことがあっても自分を傷つけないで 

・子どもとふれあう 

・うつになったら・・・ 

・“もしも”のときに 

・40代からの再就職へチャレンジ！ 

・思考力を鍛えよう 

・「かこさとしさん」を偲んで 

                                             

情報サービスフロアNewｓ 

貸出中の資料は予約することができます （TRCより引用）



分　類 書　　　　名 著者名 請求記号

B 女性と

その周辺
非正規・単身・アラフォー女性 雨宮 処凛  367.2 /ｱﾏ          

人口減少を乗り越える 藤本 健太郎  334.3 /ﾌｼﾞ             

それでも花は咲く 安在 邦夫  369.3 /ｱﾝ            

地方災害と防災福祉コミュニティ 川村 匡由  369.3 /ｶﾜ              

どこでも誰とでも働ける 尾原 和啓  159.4 /ｵﾊﾞ             

成果につながる!仕事と時間の「仕組み術」 野呂 エイシロウ  159.4 /ﾉﾛ             

最新最強の履歴書・職務経歴書　　'20年版 矢島 雅己  366.2 /ﾔｼﾞ             

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて　　2018-2019年版 中尾 幸村ほか  366.4 /ﾅｶ              

介護職が知っておきたい接遇マナーのきほん 蜂谷 英津子  369.1 /ﾊﾁ             

スーツを脱げ、タイツを着ろ! 江上 喜朗  537.8 /ｴｶﾞ            

40代の自己啓発 網屋 信介  159.7 /ｱﾐ             

バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎  486.4 /ﾏｴ              

手ぶらで生きる。 ミニマリストしぶ  590.4 /ﾐﾆ             

テクニックさえ身につければ、「キレイ」はもっと引き出せる 長井 かおり  595.5 /ﾅｶﾞ            

シルバー川柳入門 水野 タケシ  911.4 /ﾐｽﾞ           

億男 川村 元気  913.6 /ｶﾜ            

中年だって生きている 酒井 順子  914.6 /ｻｶ              

支援　　Vol.8 「支援」編集委員会  369.0 /ｼｴ              

なぜ、わが子を棄てるのか NHK取材班  369.4 /ｴﾇ              

ルポ児童相談所 大久保 真紀  369.4 /ｵｵ             

女にとって夫とはなんだろうか 西舘 好子ほか  367.3 /ﾆｼ              

親の離婚と子ども 宮崎 昭夫  367.4 /ﾐﾔ           

となりの少年少女A 草薙 厚子  368.7 /ｸｻ             

発達障害と少年犯罪 田淵 俊彦ほか  368.7 /ﾀﾌﾞ            

保育所・認定こども園における生活課題を抱える保護者への支援 中谷 奈津子ほか  369.4 /ﾅｶ              

マンガでやさしくわかるパパの子育て 小崎 恭弘  599   /ｺｻﾞ             

拝啓、アスペルガー先生 奥田 健次  378   /ｵｸ             

「在宅ホスピス」という仕組み 山崎 章郎  498   /ﾔﾏ              

はじめての地域づくり実践講座 石井 大一朗ほか  361.9 /ｲｼ              

PTA不要論 黒川 祥子  374.6 /ｸﾛ             

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ　ブーレグレーン  367.2 /ﾌﾞｰ            

ざんねんないきもの事典　　正 今泉 忠明  480   /ｲﾏ          

ざんねんないきもの事典　　続 今泉 忠明  480   /ｲﾏ             

ぶたぶたさん 矢崎 存美  913.6 /ﾔｻﾞ           

I こころとからだ

K 生涯学習

  社会教育

L こどもの本

C 社会事情

D しごと

E くらし

　文 化

G 福祉 介護

H 家族関係

子育て

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

～７月開館カレンダー～

休館日 １７時まで

◆貸出冊数・期間 

☆ 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) 
※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 

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

～７月開館カレンダー～

休館日 １７時まで


