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   ◆ 人前で話すコツ                                  ◆ いろんな１年生 

   ◆ フランスの女性たち                           ◆ 命を守る 

   ◆ 楽しむママのお付き合い                  ◆ 年金について 

   ◆ 女性とアルコール依存症   
 
 

  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。 

認知症になっても 

ひとりで暮らせる 
 

 協同福祉会／編 

クリエイツかもがわ     G 369.2／キヨ 

要介護者を在宅で最期まで支えるには、どういう環境や 

条件が整えば可能なのか。先駆的な事例として知られる 

「あすなら苑」の、さまざまな実践や取り組みを紹介する。 

大学教授や社会福祉法人理事長らの寄稿も収録。 

子ども・親・男女の 

法律実務  
 

 高取 由弥子／編集代表 

日本加除出版  H 320.4／タカ 

第一線で実務を行う弁護士が、養育費・面会交流、国際 

的な子の返還及び面会交流、無戸籍、児童虐待、いじめ 

といった、子ども・親・男女の法律問題について、事例・書 

式・Q&A等でわかりやすく解説。判例・通達等も多数収録。 

専業主夫の時給は、いくら? 野川沿いの道を3歳のタロ 

ウと歩きながら常雄が発見した、新しい“シュフ”の未来 

とは…。「時給かなりマイナスの男」が目指す、小さな世 

界の大きな可能性を描く。『文藝』掲載を書籍化。 

リボンの男 
 

 山崎 ナオコーラ／著 

河出書房新社  E 913.6／ヤマ 

すぐやれないのは、性格やスキルの問題ではない。つい 

つい後回しにするクセをやめ、複数の仕事を同時に行い 

結果を出す、究極の仕事術を紹介。著者が議員秘書をし 

た経験から得た処世術も伝える。 

すぐやるスイッチ 
 

 尾藤 克之／著 

総合法令出版  D 336／ビト 

「なにごとも過剰は悪なのだ」「ときめくブスは美しくなる」 

「人はただ生きているだけでいい」…。70年代のウーマン 

   リブ運動のカリスマ的存在だった著者が、これまでに新 

    聞や雑誌などに発表してきた論考を中心に集成。 

明日は生きてないかも 

しれない…という自由 
 

 田中 美津／著 

インパクト出版会  B 367.1／タナ 

戦後、高度経済成長の歩みと共にあり、時代の象徴的存 

在のひとつであった「団地」。画一的で閉鎖的な空間とし 

て語られることの多い団地で展開されている社会的ネッ 

トワークに着目し、居住の実態と団地の社会的位置づけ 

を考察。 

団地へのまなざし 
 

岡村 圭子／著 

新泉社  C 365.3／オカ 

今月新着おすすめ本 

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

足をどかしてくれませんか。  林 香里  361.4 /ﾊﾔ

明日は生きてないかもしれない…という自由  田中 美津  367.1 /ﾀﾅ

女たちのシベリア抑留  小柳 ちひろ  210.7 /ｺﾔ

18歳までに知っておきたい法のはなし  神坪 浩喜  320   /ｶﾐ

レスキューナースが教えるプチプラ防災  辻 直美  369.3 /ﾂｼﾞ

大水害「安全対策」完全ガイドブック　2020年保存版  別冊宝島編集部  369.3 /ﾍﾞﾂ

誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方  くどう みやこ  367.1 /ｸﾄﾞ

老いてこそデジタルを。  若宮 正子  007.6 /ﾜｶ

定時で帰る女性の仕事ルールと時間術  冨山 真由  336   /ﾄﾐ

会社では教えてもらえないアウトプットがすごい人の時短のキホン  各務 晶久  336.2 /ｶｶﾞ

「疲れない」が毎日続く!休み方マネジメント  菅原 洋平  336.2 /ｽｶﾞ

脳を鍛えると生産性が上がる  北村 良子  336.2  /ｷﾀ

嫌なこと、全部やめても生きられる  プロ奢ラレヤー  159   /ﾌﾟﾛ

3日で運がよくなる「そうじ力」  舛田 光洋  159   /ﾏｽ

もう「女の家事」はやめなさい  佐光 紀子  590.4 /ｻｺ

超雑談力  五百田 達成  809.2 /ｲｵ

キャッシュレス貧乏にならないお金の整理術  横山 光昭  591   /ﾖｺ

ぼくは0てん  山縣 良和  726.6 /ﾔﾏ

老人初心者の覚悟  阿川 佐和子  914.6 /ｱｶﾞ

72歳、妻を亡くして三年目  西田 輝夫  367.7 /ﾆｼ

老～い、どん!  樋口 恵子  367.7 /ﾋｸﾞ

ボクはやっと認知症のことがわかった  長谷川 和夫ほか  493.7 /ﾊｾ

遠距離介護で自滅しない選択  太田 差惠子  369.2 /ｵｵ

夫婦・パートナー関係もそれでいい。  細川 貂々ほか  146.8 /ﾎｿ

ホカツと家族  アサダ ワタル  367.3 /ｱｻ

結婚の奴  能町 みね子  914.6 /ﾉｳ

泣いたあとは、新しい靴をはこう。  日本ペンクラブ  159.7 /ﾆﾎ

うちの嫁は児童虐待サバイバー  フリーダム嫁の旦那  916   /ﾌﾘ

知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのトリセツ  坂井 聡  369.2 /ｻｶ

知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A  帯刀 康一  367.9 /ﾀﾃ

なんとかする工作  青木 亮作  750.4 /ｱｵ

配色デザイン良質見本帳  たじま ちはる  757.3 /ﾀｼﾞ

なんでお母さんはいつもおこるの?
 NHK Eテレ「Q～こどもの
 ための哲学」制作班

 104   /ｴﾇ

「もしも」のときに役に立つ!防災クッキング  2  今泉 マユ子  369.3 /ｲﾏ

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。

　３月新着図書の案内　　　　　　　　　　　　  
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◆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 


