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男女平等はどこまで進んだか 
山下泰子・矢澤澄子／監修 

岩波書店 Ｌ367.1／ヤマ 

 

 

女性差別撤廃条約と、条約を基にした男女平

等の国際基準の展開について、身近なテーマ

やトピックスを切り口に紹介。ホットな課題

を取り上げながら、条約の関連する条文の 

内容をやさしく解説する。条約対訳等も掲載。 

おひとりさまの 

     死後事務委任 
   島田雄佐・吉村信一／著  

         税務経理協会 Ｇ324.7／シマ 

 

 

老後が不安な「おひとりさま」が知っておき

たい5つの制度「成年後見」「身元引受・ 

身元保証」「遺言」「信託」「死後事務委

任」を紹介。特に「死後事務委任」について

は、実際の活用事例とともに詳細に解説する。 

脳の疲れをとる本 

古賀 良彦／監修  

方丈社 Ｉ498.3／コガ 

 

 

脳の疲れをとれば、人間関係は必ず改善する。

仕事もはかどり、悩みも軽くなる! ブレイン 

ヘルスの第一人者が、最新研究に基づく「脳の

特別な休ませ方」を紹介する。書き込みページ、

ぬりえのページあり。 

定年ごはん 

山田 玲子／著  

          大和書房 Ｅ596／ヤマ 

 

 

定年準備するなら、お金よりごはん! 昼メシ 

からつまみまで66レシピを、男性によくあり 

がちな間違いやすいポイントや、ひと手間で 

おいしくなるポイントとともにわかりやすく 

紹介します。 

理系女性のライフプラン  

丸山 美帆子・長濱 祐美／編  

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ Ｄ407/マル 

 

 

ふつうの女性理系研究者が、ふつうにぶつか

る課題や難問を、どう乗り越えて今に至った

のか。子育てとの両立をはかりつつ、日々が

んばる理系研究者たちの体験談や、知ってお

くと役立つ具体的なテクニック・制度などを

紹介する。 

         みえるとかみえないとか 

ヨシタケ シンスケ／さく 

伊藤 亜紗／そうだん 
アリス館  ＬＥ/ヨシ 

 

 

宇宙飛行士のぼくが降り立ったのは、目が3つ

あるひとの星。普通にしているだけなのに、

「後ろが見えないなんてかわいそう」なんて 

言われて変な感じ…。ヨシタケシンスケが伊藤

亜紗に相談しながらつくった、違いを考える 

絵本。 
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分　類 書　　　　名 著者名 請求記号

Ｂ 女性とその周辺 WORK DESIGN イリス　ボネット  366.3 /ﾎﾞﾈ             

チームのことだけ、考えた。 青野 慶久  007.3 /ｱｵ             

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。 青野 慶久  335.2 /ｱｵ             

すごいイノベーター70人のアイデア ポール　スローン  336.1 /ｽﾛ             

理系女性のライフプラン 丸山 美帆子ほか  407   /ﾏﾙ             

月を見てパンを焼く 塚本 久美  588.3 /ﾂｶ             

「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋 信頼  146.8 /ｵｵ           

変化できる人 赤羽 雄二  159   /ｱｶ             

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam／マンガ　文  159   /ｼﾞﾔ           

「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本　改訂版 谷口 英喜  492.2 /ﾀﾆ             

大人女子の食事術 松村 和夏  498.5 /ﾏﾂ             

ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言 鈴木 登紀子  590.4 /ｽｽﾞ           

DIY基本テクニック百科 　  592.7 /ﾃﾞｲ           

定年ごはん 山田 玲子  596   /ﾔﾏ             

ぐーたら女の成功術 中園 ミホ  912.7 /ﾅｶ             

方言でたのしむイソップ物語 イソップ  991.7 /ｲｿ            

Ｇ 福祉・介護 おひとりさまの死後事務委任 島田 雄左ほか  324.7 /ｼﾏ              

まぼろしの「日本的家族」 早川 タダノリ  361.6 /ﾊﾔ             

お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? 心屋 仁之助  367.3 /ｺｺ             

フラリーマンの心理を読む 渋谷 昌三  367.3 /ｼﾌﾞ            

夫婦という他人 下重 暁子  367.3 /ｼﾓ             

わたし、39歳で「閉経」っていわれました たかはし みき  495.1 /ﾀｶ             

脳の疲れをとる本 古賀 良彦  498.3 /ｺｶﾞ            

元気になるシカ! ２ 藤河 るり  916   /ﾌｼﾞ            

生涯学習の視点から学校教育を問い直す 青山 庸  375   /ｱｵ             

社会教育主事に求められる役割 桜庭 望  379.1 /ｻｸ             

ゲンバクとよばれた少年 中村 由一  210.7 /ﾅｶ             

世界にひかりをともした13人の女の子の物語 チェルシー　クリントン  280   /ｸﾘ             

世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ　ファヴィッリほか  280   /ﾌｱ             

男女平等はどこまで進んだか 山下 泰子ほか  367.1 /ﾔﾏ             

土砂災害とひなん 佐藤 丈晴  369.3 /ｻﾄ             

グレートネイチャー DK社  460   /ﾄﾞｰ          

女の子だって、野球はできる! 長谷川 晶一  783.7 /ﾊｾ             

みえるとかみえないとか ヨシタケ シンスケ  E /ﾖｼ            

K 生涯学習

L こどもの本

D しごと

E くらし

　文 化

H 家族関係

子育て

I こころとからだ

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
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30

～９月開館カレンダー～


