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◆ シニア世代の素敵な暮らし ◆元気なカラダを作る

◆ステップファミリー ◆不安を和らげる

◆日本の偉人伝 ◆うつ病になったら・・・

◆社会人応援本

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。

男らしさの終焉

グレイソン・ペリー／著

フィルムアート社 B 367.5／ペリ

男性が変われば世界全体をより良い場

所にできるはず。異性装者でもあるアー

ティストが、「権力・パフォーマンス・暴力・

感情」といった男性性の4エリアを検討し、

新しい時代のジェンダーとしなやかな男

性のあり方を模索する。

これでもいいのだ

ジェーン・スー／著

中央公論新社 E 914.6／スー

選択的おひとり様マザー、自営業者の孤

独…。思ってた未来とは違うけど、これは

これでいい感じ-。疲れた心にじんわりし

みるエッセイ全66篇を収録する。『婦人公

論』『日本経済新聞』連載を加筆し書籍化。

「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんな

に」「気候変動に具体的な対策を」…。

持続可能な開発目標(SDGs)の17個の目

標について、マンガやイラスト、図表を用

いてわかりやすく解説。池上彰のSDGs特

別講義も収録。

世界がぐっと近くなるSDGsと

ボクらをつなぐ本

池上 彰／監修

学研プラス L 333.8／イケ
女性がつい手に取りたくなるようなデザイ

ンとは? アイデアをどのように形にすれば、

女性が惹かれる「女性らしいデザイン」を制

作できるのか、そのポイントを具体的な作

例をもとに紹介する。

大人女子デザイン

ingectar-e／著

翔泳社 J 674.3／イン

医療をめぐる諸問題の最上流には「社会

的孤立」がある。それに対し、薬ではなく

「地域での人のつながり」を処方する「社

会的処方」。制度として導入したイギリス

の事例と、日本各地で始まったしくみづく

りを紹介する。

社会的処方

西 智弘／編著

学芸出版社 C 369.0／ニシ

果たして、ただの主婦は東大生になれる

のか? 自己肯定感の低いアラサー女が

「東大生」という肩書を追ってようやく見

つけた「自分らしさ」とは。夢を全力で追

いかけた5カ月間をマンガを交えて綴る。

ただの主婦が東大目指してみた

ただっち／著

フォレスト出版 H 916／タダ

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 書　名 著者名 請求記号

女性の生きづらさ 信田 さよ子  146   /ﾉﾌﾞ     

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください! 上野 千鶴子  367.1 /ｳｴ      

舌を抜かれる女たち メアリー　ビアード  367.2 /ﾋﾞｱ     

瓦礫から本を生む 土方 正志  023.0 /ﾋｼﾞ     

草の根歴史学の未来をどう作るか 黒田 智ほか  210.4 /ｸﾛ      

「駅の子」の闘い 中村 光博  210.7 /ﾅｶ      

自治体広報SNS活用法 清水 将之  318.5 /ｼﾐ      

自分の居場所をつくる働き方 中里 桃子  159.4 /ﾅｶ      

リーダーとして覚えておいてほしいこと 野村　克也  783.7/ノム      

フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか 堀内 都喜子  366.7 /ﾎﾘ      

しずけさとユーモアを 吉満 明子  023.0 /ﾖｼ      

じゃない、幸せ。 はあちゅう  159   /ﾊｱ      

「やめ主婦」はじめました! 大野 清美  159.6 /ｵｵ

しょぼい生活革命 内田 樹ほか  304   /ｳﾁ      

スマホの中身も「遺品」です 古田 雄介  007.6 /ﾌﾙ      

50歳からの人生ゆるゆる計画 菅原 圭  159.7 /ｽｶﾞ     

毒親介護 石川 結貴  367.7 /ｲｼ      

やばい老人になろう さだ まさし  914.6 /ｻﾀﾞ     

結愛へ 船戸 優里  367.6 /ﾌﾅ      

花まるな人生 高濱 正伸  379.9 /ﾀｶ      

こどもと暮らす北欧スウェーデン 井浦 ふみ  599.0 /ｲｳ      

ただの主婦が東大目指してみた ただっち  916   /ﾀﾀﾞ     

だから僕は、ググらない。 浅生 鴨  141.5 /ｱｿ      

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤 まめた  367.9 /ｴﾝ      

ホルモンにふりまわされない私になる! 伊藤 裕  495   /ｲﾄ      

 J 芸術・スポーツ 大人女子デザイン ingectar‐e  674.3 /ｲﾝ      

絵本がつなぐ高齢者と子どもたち 森本 ちか  019.5 /ﾓﾘ      

東日本大震災と社会教育 日本社会教育学会  379.0 /ﾆﾎ      

グレタのねがい ヴァレンティナ　キャメリニ  451.8 /ｷﾔ      

なんだろうなんだろう ヨシタケ シンスケ  E     /ﾖｼ      

たかくとびたて女の子 ラケル　ディアス　レゲーラ  E     /ﾚｹﾞ     

佐賀県伝承芸能祭　ダイジェスト版　第1回
佐賀県地域交流部 文化・スポーツ
交流局 文化課  760/V

佐賀県伝承芸能祭　ダイジェスト版　第2回
佐賀県地域交流部 文化・スポーツ
交流局 文化課  760/V

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。 

　４月新着図書の案内　　　　　　　　　　　　  

K 生涯学習・

社会教育

A 参考図書

（貸出禁止）

B 女性とその周辺

E くらし・文化

C 社会事情

D しごと

I こころとからだ

L こどもの本

DVD

G　福祉・介護

H 家族関係

犯罪白書 　 令和元年版 法務省法務総合研究所  326.3 /ﾎｳ      

◆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

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

～４月開館カレンダー～

休館日 １７時まで


