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地元に働き口がない。育児で外出できない…。そん

な悩みを持つ女性に向けて、スマホを使って「家で」

「簡単に」「確実に」稼げる中国輸入ビジネスを紹介。

具体的な方法を解説し、体験者のインタビューも掲

載する。 

地方の主婦でも、子育て中でも、 

月にもう１０万円稼ぐ方法 

 

山田 野武男/著 

秀和システム   Ｄ 678.4/ヤマ 

高層マンションの谷間に取り残された平屋に住む、

夫婦と息子、妹。彼らの目当ては祖母の年金。 

足りない生活品は万引きで賄う。家族は「犯罪」

でしかつながれなかった…。2018年6月公開映画

を監督自らが書き下ろした物語。 

容姿、セックス、離婚、老い…。みんな本当は興

味津々なのに、はっきりとは言葉にしない女性の

隠し事。その正しい姿をモチーフに描いた、覗き

見したい物語。『オール讀物』等掲載を改題し単

行本化。 

大正、昭和、平成と3つの世をまたいで、日本の女性

達を導き、受け止め続けてきた雑誌『婦人公論』。そ

の100年の歴史をひもとき、日本女性がいかに生き

てきたかを振り返る。『婦人公論』連載にコラムを加

筆し書籍化。 

百年の女 

 
酒井 順子/著 

   中央公論新社   Ｂ 367.2/サカ 

モノ、人間関係、お金、暮らし…身辺整理で人生の

清算をしませんか? 一気に身辺整理して毎日を気

持ちよく暮らす具体的な方法を、ブログで大人気の

ごんおばちゃまが伝授します。整理後の暮らし方、

生き方も紹介します。 

  あした死んでもいい 

 身辺整理 

 
ごんおばちゃま /著 

興陽館   Ｅ 590/ゴン 

新聞記事を使っておしゃべりしながら視野を広げ

られ、情報リテラシーも磨ける、全国で人気の

ワークショップ「まわしよみ新聞」。その具体的な

実施方法や効果、国内外でのアレンジ例を、わ

かりやすく紹介する。 

・デートＤＶってどんなこと？ 

・14歳から知ってほしいこと 

・「原爆の日」 

・あなたの好き・得意・できるをカタチに（講座） 

・感性を磨くには 

・在宅生活について 

・女性活躍の推進 

・子どもの貧困 

                                             

情報サービスフロアNewｓ 

まわしよみ新聞をつくろう！ 

 
陸奥 賢/著    

創元社   Ｃ 375.1/ムツ 

万引き家族 
 

是枝 裕和/著 

宝島社   Ｈ 913.6/コレ 

正しい女たち 
 

千早 茜/著 

文藝春秋  Ｅ 913.6/チハ 

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

保育士、教師がDV被害を受けた親子を理解するための本 須賀 朋子  367.1 /ｽｶﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

百年の女 酒井 順子  367.2 /ｻｶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

DV被害の回復にむけて 野末 浩之  367.3 /ﾉｽﾞ   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

女は「政治」に向かないの? 秋山 訓子  314.1 /ｱｷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日本の分断 吉川 徹  361.8 /ｷﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

地域協働のマネジメント 佐々木 利廣  361.9 /ｻｻ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

記憶力日本一を5度獲った私の奇跡のメモ術 池田 義博  002.7 /ｲｹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

キャリアアップしたいあなたに伝えたい働く女子の基本 大口 美樹  159.4 /ｵｵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

組織にいながら、自由に働く。 仲山 進也  159.4 /ﾅｶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

職場のムダ取り教科書 川島 高之  336.2 /ｶﾜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

焦りグセがなくなる本 水島 広子  146.8 /ﾐｽﾞ   　　　　　　　　　　　　　 

幕末列藩&人物名鑑 大石 学  281.0 /ｵｵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ほどほどのすすめ 池田 清彦  304   /ｲｹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

大人の「学び直し」の大切さ 開 真雄  335.3 /ﾋﾗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

すごい葬式 小向 敦子  385.6 /ｺﾑ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

夏の星座を見つけよう 赤木 かん子  443.8 /ｱｶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

身近にいる「やっかいな人」から身を守る方法 マーク　ゴールストン  498.3 /ｺﾞｰ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

女性の「定年後」 香山 リカ  159.6 /ｶﾔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

定年後、うまくいく人いかない人 保坂 隆  159.7 /ﾎｻ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河野 哲也  104 /ｺｳ           

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン　スー  367.3 /ｽｰ             

子育て支援の環境づくり 高山 静子  367.4 /ﾀｶ            

いじめで死なせない 岸田 雪子  371.4 /ｷｼ              

ママにはなれないパパ 鈴木 おさむ  599.0   /ｽｽﾞ             

発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉  366.2 /ｼﾔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

0歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子  372.3 /ﾘﾋ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

君たちは“いのち”とどう向き合うか 河田 孝文  375.3 /ｶﾜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

わたし、ADHDガール。恋と仕事で困ってます。 司馬 理英子  493.7 /ｼﾊﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

まなぶ 長倉 洋海  371.3 /ﾅｶﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

森里川海大好き! 『森里川海大好き!』編集委員会  519.8 /ﾓﾘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

私はどこで生きていけばいいの? ローズマリー　マカーニー  E/ﾏｶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ  E/ﾖｼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

C 社会事情

E くらし

　文 化

Ｂ 女性と

その周辺

D しごと

Ｆ 環境問題・

リサイクル
今、心配されている環境問題は、実は心配いらないという本当の話 武田 邦彦  519   /ﾀｹ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

H 家族関係

子育て

Ｇ 福祉・介護

I こころとからだ

L こどもの本

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

～８月開館カレンダー～


