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◆ ５月１０日は、母の日！ ◆ すっきり、整える。

◆ お家時間を楽しもう ◆ リセット！体内時計

◆ 嫁と義家族 ◆ 同性婚

アバンセ１階 情報サービスフロアでは、生涯学習や男女共同

参画、DVに関する資料を提供しています。

孤独も板につきまして

あたそ/著

大和出版 B 914.6/アタ

「友達と一緒のほうが楽しくない?」「彼氏欲しいんでしょ?」

「それって女子としてどうなの?」 いえいえ、大丈夫です。

だって、ひとりはとんでもなく楽しいから-。「今」を生きる女

性の「リアル」エッセイ。

そのとき、どうする？

甘中 繁雄/監修

大和書房 C 369.3/カン

車が水没し始めた、部屋で火事が起きた、海でおぼれた…。

地震、風水害、天候の急変、火災、山の事故といった危険

なシーンごとに、命を守るためにどう行動すべきかを、イラス

トとともにわかりやすく解説。応急処置も紹介する。

炎上、不謹慎狩り、不倫叩き、ハラスメント…。世の中に渦巻

く「許せない」感情はなぜ生まれるのか? 歪んだ正義感の裏

に潜む脳の構造に迫り、心穏やかに生きるためのヒントを提

示する。

人は、なぜ他人を許せないのか？

中野 信子/著

アスコム I 361.4/ナカ

70代はまだまだ頭も身体も動く黄金世代(ゴールデンエイジ)! 

ベストセラー作家&生き方名人の坂東眞理子と佐々木常夫

が、人生100年時代をさらに豊かに生きるためのコツやヒント

を語る。

７０代からの「女の輝き」「男の品格」

坂東 眞理子ほか/著

宝島社 G 159.7/バン

社会に出てからでもいい。学びの楽しさを知っておけば、そ

の後は一生学び続けることができる。池上彰が、「学びの喜

び」と「学びの意義」を語る。2019年5月にノートルダム清心

女子大学で行われた講演をもとに加筆・編集。

なんのために学ぶのか

池上 彰/著

SBクリエイティブ K 002/イケ

部下の時間を奪う、口先だけで仕事をする、悪い情報を部

下に教えない…無意識にやっていませんか? マネジメントの

プロが、新しい時代の上司としての在り方、心構えを、対象

となる上司のランクを示しながら手ほどきする。

上司の「当たり前」をやめなさい

柴田 励司/著

クロスメディア・パブリッシング

D 336.3/シバ

新着おすすめ本

貸出中の資料は予約ができます （TRCより引用）



分　類 著者名 請求記号

わたしの人生は、わたしのモノ 小島 貴子  159.6 /ｺｼﾞ

いま、翔び立つとき メリンダ　ゲイツ  367.1 /ｹﾞｲ

女であるだけで ソル　ケー　モオ  995   /ｿﾙ

奪われる子どもたち 富坂キリスト教センター  197.6 /ﾄﾐ

証言貧困女子 中村 淳彦  367.2 /ﾅｶ

小さな地域と小さな学校 中島 勝住ほか  371.3 /ﾅｶ

なぜ、地域のお役に立つと会社は成長するのか 藤田 源右衛門  335.1 /ﾌｼﾞ

座右の書『貞観政要』 出口 治明  336.3 /ﾃﾞｸﾞ

イマドキ女性管理職の働き方 麓 幸子  336.3 /ﾌﾓ

すごい自己紹介 横川 裕之  336.4 /ﾖｺ

時間をもっと大切にするための小さいノート活用術 高橋 拓也  002.7 /ﾀｶ

もうやめよう たぐち ひさと  159   /ﾀｸﾞ

最後の講義完全版 西原 理恵子  159.6 /ｻｲ

サイクリングごはん 夏福  596.0 /ﾅﾂ

晴れの日散歩 角田 光代  914.6 /ｶｸ

夢は60歳から現実化する。 かじ えいせい  159.7 /ｶｼﾞ

定年後からの孤独入門 河合 薫  159.7 /ｶﾜ

99歳、現役です! 川上 二三子  339.4 /ｶﾜ

1分脳活 白澤 卓二  498.3 /ｼﾗ

大人の婚活 橋本 きよみ  152.2 /ﾊｼ

障がい者だからってバカにしてんじゃないよ! 大森 貴子  289.1 /ｵｵ 

つかず離れず婚 和田 秀樹  367.3 /ﾜﾀﾞ 

うちの子、へん? 吉田 可奈  378   /ﾖｼ

産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話 宋 美玄  367.9 /ｿﾝ

だらしない夫じゃなくて依存症でした 三森 みさ  493.1 /ﾐﾓ 

パンツははいておけ 早乙女 かな子  916   /ｻｵ 

SDGs×自治体実践ガイドブック 高木 超  318.6 /ﾀｶ

生涯学習概論 佐藤 晴雄  379   /ｻﾄ

テツコ・プー 児島 なおみ  E     /ｺｼﾞ

グレタとよくばりきょじん ゾーイ　タッカー  E     /ﾀﾂ

ちいさなフェミニスト宣言 デルフィーヌ　ボーヴォワ  E     /ﾎﾞｰ 

雑学総研  780.6 /ｻﾞﾂ

F 環境問題・

リサイクル
未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth  333.8 /ｼﾝ

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。

　５月新着図書の案内　　　　　　　　　　　　  

C 社会事情

D しごと

L こどもの本

E くらし・ 文 化

G 福祉・介護

H 家族関係

I こころと

からだ

Ｊ　芸術・
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Ｂ 女性と

その周辺

K 生涯学習

オリンピック競技おもしろ大全

◆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。

現住所･氏名･生年月日が確認できるもの（運転免許証、健康保険証、

パスポート、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


