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アラフィフ・妻子ありの総務部長は、社内一斉メー

ルでカミングアウトした。「これからは女として生き

ていきます」 家庭は? 会社は? 友人は? 自分らしく

生きたい人に勇気を与える告白的ノンフィクション。 

結婚、妊娠、出産、子育てと仕事に関する情報

を、100種類の職業ごとに分類。出産後も好きな

仕事を続けたいからこそ、知っておきたいリアル

な現状を解説した、女子のための仕事図鑑。 

災害の種類や身の守り方を説明すると共に、災

害食を中心としたそなえについて詳しく解説。 

日常備蓄やサバイバルレシピを伝え、防災マップ

の作成や非常持出袋などについても紹介する。

チェックリスト、備蓄品リストつき。 

なぜ、女性政治家は失敗するのか? なぜ、女は

相談にきて怒るのか? なぜ、女の会議は長いの

か? なぜ、女のほうがしぶといのか? 職場・社会

にはびこる「面倒くさい女たち」の実態と発生原因

を探り、その解決法を考える。 

面倒くさい女たち 

 
河合 薫/著 

中央公論新社   Ｂ 336.4/カワ 

少子化、地域活性化、働き方…。持続可能な国を

つくるため、今、何をすべきか。野田聖子が、自身

の政治姿勢と2040年までを見据えた政策を率直

に語る。カルビーのシニアチェアマン・松本晃との

対談なども収録。 

「世間体」と「本音」の間で揺れながら、介護を

通して女たちは「老いと死の現実」を教えられ

る-。文藝賞受賞の実力派作家が、自らの体験

に基づいて介護と看取りを描いた小説。 

・人の心を傷つける「モラルハラスメント」 

・葬送の選択 

・女性に対する暴力をなくす運動 

・護身術講習（講座） 

 

・自分を大切に生きる 

・ニュースのことば 

・更年期セミナー（講座） 

・2018読書週間（図録） 
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みらいを、つかめ 

 
野田 聖子/著 

 CCCメディアハウス   C 310.4/ノダ 

総務部長はトランスジェンダー 

 

岡部 鈴/著 

文藝春秋   Ｉ 916/オカ 

 

こどものための防災教室 
 

今泉 マユ子/著 

理論社  Ｌ369.3/イマ 

 女子のための「手に職」図鑑 

 
華井 由利奈 /著 

光文社  D 366.3/ハナ 

私が誰かわかりますか 

 
谷川 直子/著    

朝日新聞出版   Ｇ 913.6/タニ 

読書週間の期間中に『利用者カード』の登録をするとエコバックをプレゼントします。 

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

女性白書　2018 日本婦人団体連合会  367.2 /ﾆﾎ           

子供・若者白書　平成30年版 内閣府  367.6 /ﾅｲ          

面倒くさい女たち 河合 薫  336.4 /ｶﾜ            

女性の権利宣言 シェーヌ出版社  367.1 /ｼｴ     

いい加減くらいが丁度いい 池田 清彦  304   /ｲｹ             

みらいを、つかめ 野田 聖子  310.4 /ﾉﾀﾞ            

ネットではわからない空き家問題の片づけ方 大久保 恭子  365.3 /ｵｵ              

「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。 小川 たまか  367.1 /ｵｶﾞ             

ルポひきこもり未満 池上 正樹  367.6 /ｲｹ              

Excel時短はじめました! 清水 久三子ほか  007.6 /ｼﾐ             

自分らしく働くパラレルキャリアのつくり方 三原 菜央  159.4 /ﾐﾊ             

マイペースで働く!自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡 幸子  335   /ﾀｷ              

女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス  335   /ﾌﾞﾚ           

働く女性ほんとの格差 石塚 由紀夫  366.3 /ｲｼ            

いまこそ葉隠 大草  秀幸  156   /ｵｵ            

アラカン・サバイバルBOOK 槇村 さとるほか  159.6 /ﾏｷ            

超現代語訳幕末物語 房野 史典  210.6 /ﾌｻ             

地球を翔た異風者(いひゅうもん) 橋本 和喜  289.1 /ﾊｼ             

一緒にいてラクな人、疲れる人 古宮 昇  361.4 /ｺﾐ             

慶応卒の落語家が教える「また会いたい」と思わせる気づかい 立川 談慶  361.4 /ﾀﾃ             

親の介護でパニックになる前に読む本 結城 康博  369.2 /ﾕｳ              

私が誰かわかりますか 谷川 直子  913.6 /ﾀﾆ             

親の介護、10年め日記。 堀田 あきおほか  916   /ﾎﾂ              

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社  159.7 /ｾﾞﾝ            

新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく 大平 一枝  599   /ｵｵ             

母のあしおと 神田 茜  913.6 /ｶﾝ           

Ｉこころとからだ 総務部長はトランスジェンダー 岡部 鈴  916   /ｵｶ             

J 芸術・スポーツ 寄贈記念特別企画展　「人間国宝中島宏氏寄贈　古武雄」　 佐賀県立九州陶磁文化館  751  /ｻｶﾞ

こどものための防災教室 今泉 マユ子  369.3 /ｲﾏ              

マオのうれしい日 あんず ゆき  913.6 /ｱﾝ          

きりみ 長嶋 祐成  E /ﾅｶﾞ             

いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン  E /ﾎﾌ             

パワハラを学ぶ　～基礎から防止対策まで～ アトリエ　エム  D366.3/Ｖ

メンタルヘルス　セルフケア＆ラインケア アトリエ　エム  D498.8/Ｖ
ＤＶＤ

Ｅ くらし
　文 化

Ａ 参考図書
（貸出禁止）

Ｌ こどもの本

Ｂ 女性と
その周辺

Ｇ 福祉・介護

Ｈ家族関係
子育て

Ｃ 社会事情

Ｄ しごと

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

～１１月開館カレンダー～

休館日 １７時まで


