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<女子力>革命   
 
 

萱野 稔人／編 

   東京書籍   B 367.2/カヤ 
 

 
結婚はどうする? 子どもは? 仕事は何歳まで? 老後のお

金は? 既存のモデルが通用しない人生100年時代とは

女子にとってどんな時代なのか。津田塾大学の学生が 

身に迫る危機として調査、処方箋を提起する。 

学びを結果に変える              

アウトプット大全    
 

 樺沢 紫苑／著 

   サンクチュアリ出版   C 002.7/カバ 
 

 
仕事や勉強をアウトプット中心に切り替えるだけで、自己

成長は飛躍的に加速し、計り知れない能力を発揮できる。

日本一情報を発信する精神科医が、脳科学に裏付けられ

た伝え方・書き方・動き方を紹介する。 

女性の視点で見直す人材育成   
 

中原 淳 ほか／著 

   ダイヤモンド社   D 336.4/ナカ 

 
 

女性の視点で人材育成やマネジメントのあり方を見直し

ていくことは、誰もが働きやすい職場をつくる上で、最も

確実な足がかりになる。男女合わせて7402名にリサー

チし、「女性の働き方」を探求する。 

150冊執筆売れっ子ライターの        

もう恥をかかない文章術 
 

神山 典士／著 

   ポプラ社   E 816/コウ 
 

 
文章を「読みやすく」する技術とは? 「読者が読みたくな

る文章を書く」ことに徹した文章技術書。文章講座で 

出会った受講生や指導した例をベースに、「一生使える」 

超実践的テクニックを伝授する。 

ひきこもりでいいみたい   
 

芦沢 茂喜／著 

   生活書院   H 369.4/アシ 

 
 

「ひきこもっている今」を認める-。ひきこもりを解決し、

本人、家族との関係を終結させることを目的化するので

はなく、関係の継続を目指し大事にするソーシャルワー

カーが、自身の実践を綴る。 

65歳何もしない勇気  
 
 

樋口 裕一／著 

   幻冬舎   G 159.7/ヒグ 

 
 

運動しなくていい、年寄りらしくなくていい、家族と理解し

合わなくていい…。「しなければならない」を“断捨離” 

した著者が、「しなくていい」と宣言したことについて綴る。

『東京新聞』『中日新聞』連載を加筆し書籍化。 

・乳がん 

・高齢者虐待を防ごう 

・仕事の不安をなくす 

 

・2018 読書週間（10/27～11/9） 

・共働きファミリーに必要なパラレル家事 

・会話を楽しむ 

・農ライフ 

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

<女子力>革命 萱野 稔人   367.2 /ｶﾔ              

「ふつうのおんなの子」のちから 中村 桂子   909.3 /ﾅｶ             

学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢 紫苑   002.7 /ｶﾊﾞ            

九州古墳・古代遺跡探訪ベストガイド 九州遺跡研究会   219   /ｷﾕ             

教師と人権教育 オードリー　オスラーほか   375   /ｵｽ              

かわるに、かあらん 東京ウォーカー編集部   601.1 /ﾄｳ             

キーワードで読み解く地方創生 みずほ総合研究所   601.1 /ﾐｽﾞ             

スモール・スタート 水代 優   159.4 /ﾐｽﾞ             

小さくても輝く街の業者たち 石川 文洋   335.3 /ｲｼ             

計画力の鍛え方 中尾 ゆうすけ   336   /ﾅｶ              

身の丈セミナー講師のはじめかた 下澤 純子   336.4 /ｼﾓ           

博報堂で学んだ負けないプレゼン 須藤 亮   336.4 /ｽﾄﾞ             

女性の視点で見直す人材育成 中原 淳ほか   336.4 /ﾅｶ            

日本の小さな本屋さん 和氣 正幸   024.1 /ﾜｷ             

「苦」をつくらない 曽我 逸郎   180.4 /ｿｶﾞ            

蓮池藩 田中 耕作   219.2 /ﾀﾅ             

上手に「切り返す」技術 齋藤 孝   361.4 /ｻｲ             

こんな樹木葬で眠りたい 上田 裕文   385.6 /ｳｴ             

150冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術 神山 典士   816   /ｺｳ         

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子   913.6 /ﾜｶ             

65歳何もしない勇気 樋口 裕一   159.7 /ﾋｸﾞ            

認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイドブックQ&A Dカフェnet   336.4 /ﾆｲ             

子どもと貧困　増補版 朝日新聞取材班   369.4 /ｱｻ           

「自分の気持ちを言葉にする」練習帳 木暮 太一   379.9 /ｺｸﾞ             

SNSカウンセリング入門 杉原 保史ほか   146.8 /ｽｷﾞ             

「あ～めんどくさい!」と思った時に読むママ友の距離感 西東 桂子   361.4 /ｻｲ              

ふつうの非婚出産 櫨畑 敦子   367.3 /ﾊｼﾞ             

ひきこもりでいいみたい 芦沢 茂喜   369.4 /ｱｼ            

多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク 鈴木 庸裕ほか   371.4 /ｽｽﾞ           

思春期の女の子が親に求めていること 中野 日出美   379.9 /ﾅｶ              

なりたい母ちゃんにゃなれないが 須藤 暁子   599.0 /ｽﾄ             

ヘン子の手紙 伊藤 のりよ   289.1 /ｲﾄ              

オレは絶対にワタシじゃない 遠藤 まめた   367.9 /ｴﾝ            

けっきょく、よはく。 ingectar‐e   674.3 /ｲﾝ             

ソーシャルアートラボ 九州大学ソーシャルアートラボほか   702.1 /ｷﾕ            

本が好きになる さやま しょうこ   019   /ｻﾔ             

ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー   933.7 /ﾎﾟﾛ           

いのちはかぜのように ショーナ　イネス   E /ｲﾈ             

月とアポロとマーガレット ディーン　ロビンズ   E /ﾛﾋﾞ           

I こころとからだ

H 家族関係

子育て

Ｇ 福祉・介護

E くらし

　文 化

Ｂ 女性とその周辺

C　社会事情

D　しごと

J　芸術・スポーツ

L こどもの本

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

～1０月開館カレンダー～


