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老いた親へのイラッとする気持ちが 

スーッと消える本 
榎本 睦郎／著 

永岡書店 Ｇ493.1／エノ 

 

同じ話を何度もする、突然怒りだす、モノを

捨てずに溜め込むなど、老いた親の困った行

動には理由があります。高齢者医療の専門医

が、困った行動を医学的に解説し、良好な親

子関係を築くための対処法などを教えます。 

しゃべり尽くそう! 

私たちの新フェミニズム 
   望月 衣塑子／対談  

         梨の木舎 Ｂ367.1／イト 

 

ジャーナリスト・伊藤詩織、政治学者・三浦

まり、公立中学校社会科教諭・平井美津子、

新外交イニシアティブ代表・猿田佐世。東京

新聞社会部記者・望月衣塑子と4人の女性 

たちとのトークセッション。 

 

姫君たちの明治維新 

岩尾 光代／著  

文藝春秋 Ｃ281／イワ 

 

150年前、城や屋敷の奥深くで蝶よ花よと育て

られた姫君たちを襲った時代の大波。引き裂か

れた初恋、落城、我が子との別れ…。悲しく、

儚く、だけどどこか逞しい31人の女性の明治維

新物語。『サンデー毎日』連載を新書化。 

毒親サバイバル 

菊池 真理子／著 

KADOKAWA Ｈ367.3／キク 

 

アルコール依存症の親、暴言と暴力の親、

価値観を一方的に押し付ける親…。毒親

からサバイブした有名無名の10人に、 

自身も親から傷を受けた体験を持つ著者

がインタビューし、リアルにコミック化。 

 

  ひと言で伝えろ    

石田 章洋／著  

WAVE出版 Ｄ336.4/イシ 

 

できる人の説明は、例外なく「短くてわかり

やすい」。「世界ふしぎ発見!」などを手が

ける放送作家が、言いたいことを確実に 

わかってもらう「説明の技術」と、そのノウ

ハウをもとにしたメールの書き方などを紹介

する。 

         せかいはふしぎでできている! 

  アンドレア・ベイティー／作 
 絵本塾出版  ＬＥ/ベイ 

 

エイダは小さな科学者。「どうして?」の言葉

が口からこぼれたら、エイダの質問は止まり 

ません! でも、立派な科学者たちは、みんな 

エイダと同じだったんです…。 

「しっぱいなんかこわくない!」に 

続くリケジョ絵本第2弾。 
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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 しゃべり尽くそう!私たちの新フェミニズム 望月 衣塑子 367.1 /ｲﾄ             

まんがでわかるLIFE SHIFT リンダ　グラットンほか 159 /ｸﾞﾗ             

50歳の衝撃 山本 直人 159.4 /ﾔﾏ              

姫君たちの明治維新 岩尾 光代 281 /ｲﾜ             

日本を見つめる 小澤 俊夫 304 /ｵｻﾞ             

説教したがる男たち レベッカ　ソルニット 367.1 /ｿﾙ              

ひと言で伝えろ 石田 章洋 336.4 /ｲｼ             

55歳からのリアル仕事ガイド 松本 すみ子 366.2 /ﾏﾂ             

じーじ、65歳で保育士になったよ 高田　勇紀夫 376.1 /ﾀｶ           

アイデアのスイッチ! 中沢 剛 141.5 /ﾅｶ             

1からはじめる 松浦 弥太郎 159 /ﾏﾂ             

どんな災害でもイヌといっしょ 徳田 竜之介 369.3 /ﾄｸ             

不調の原因は歯にあった! 村津 大地 497.2 /ﾑﾗ             

いとしい人と、おいしい食卓 筒井 ともみ 596 /ﾂﾂ             

大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤 孝 670.9 /ｻｲ            

またもや山田全自動でござる 山田 全自動 726.1 /ﾔﾏ             

カメラ1年生　デジタル一眼カメラ編 矢島 直美 743 /ﾔｼﾞ            

Ｇ 福祉・介護 79歳、大学院生。 白鳥 早奈英 159.7 /ｼﾗ             

老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本 睦郎 493.1 /ｴﾉ              

認知症介護を後悔しないための54の心得 工藤 広伸 493.7 /ｸﾄﾞ            

毒親サバイバル 菊池 真理子 367.3 /ｷｸ             

夜回り先生 原点 水谷 修 367.6 /ﾐｽﾞ            

荒れる子と向き合う 中南 勲 371.4 /ﾅｶ             

四十歳、未婚出産 垣谷 美雨 913.6 /ｶｷ             

I こころとからだ 見えない違い ジュリー　ダシェ 956 /ﾀﾞｼ            

知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会 333.8 /ﾆﾎ              

国際化の時代に生きるためのQ&A　2 　 367.1 /ﾄﾞｰ            

ジャーニー国境をこえて フランチェスカ　サンナ E /ｻﾝ             

なまえをつけて 谷川 俊太郎 E /ﾀﾆ             

くだものぱくっ 彦坂 有紀ほか E /ﾋｺ            

D しごと

　新着図書以外にもたくさんの本を準備しています。ぜひご利用ください。

L こどもの本

H 家族関係

子育て

E くらし

　文 化

                                                                      

C 社会事情

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

～１２月開館カレンダー～

年末・年始のお知らせ     

平成30年12月29日（土）から平成31年1月3日（木）まで情報サービスフロアの業務は休止します。

この期間の返却は北玄関横のブックポストにいれてください。平成31年1月4日（金）からは通常

どおりご利用できます。   


