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１１月７日は立冬、暦の上ではこの日から冬に入ります。この前後、すなわち晩秋から
初冬にかけてのよく晴れた穏やかな日を小春日和といいます。まだ冬の到来には程遠い気
がしますが、昔はこの時期収穫した野菜を干して乾燥させたり、漬物を作ったりと来たる
べき本格的な冬に備えていました。

-流れゆく

大根の葉の

早さかな-

虚子

※2階・図書コーナーにて、お一人様3冊・2週間、貸出しをしています！

11月のオススメ新着図書（8冊）
性・差別・民俗

イギリス女性参政権運動とプロパガンダ

赤松啓介 著

佐藤繭香

著

民衆の視座からの生活の日本史

彼女たちはどのように闘ったのか！？

戦後の高度経済成長を経て大き
く変貌した日本社会。しかし、そ
れよりも前の時代、日々の生業に
追われていた一般民衆は、そこで
何を信仰し、何を楽しみ、何を怖
れ、どんな願いをもって生きてい
たのか。人々が守り伝えてきた荒唐無稽に見える
慣習や迷信も、その時代の人にとっては大まじめ
なしきたりでした。現代に生きる我々が、それに
どこか懐かしさを覚えるのは、そこに原初の生き
るエネルギーを感じるためかもしれません。

今月１１日（土）に開催する、コ
ムズ映画上映会＆ミニトーク！！
その映画作品「未来を花束にし
て」の世界が追体験できる一冊。主
人公のサフラジェットたちが置かれ
ていた状況や当時の時代背景につい
てより詳細に知ることができます。
映画上映と合わせて読んでみることで、当時の
女性たちの置かれていた状況とそれに対する苦悩
や葛藤を知ることができます。戦前の日本社会と
比較してみるのも、一考の価値があります。

人生でチャンスをつかむ女性の10の法則

孤独のすすめ

プルデンシャル生命保険チーム 著

五木寛之 著

輝きたい女性にチャンスを！
「世の中のすべての女性が自分
らしく輝くチャンスをつかめるよ
うにお手伝いしたい」そんな思い
を 抱 く メ ン バ ー と、プ ロ フ ェ ッ
ショナルとして成功する女性を
次々に輩出してきたプルデンシャ
ル生命保険が手を結び、「メイク・ア・チャンス・
プロジェクト」を立ち上げました。
その結果、チームが発見した１０の法則！とは。
チャンスをつかみたい、輝きたいと考えている女性
の方必見の書です。

前向きに世の中から捨てられよう
高齢者の定義を６５歳から７５
歳に変更しては、という話も聞こ
えてくる昨今、そうした世間の思
惑から出てきた話はさておいて、
５０歳を過ぎたら自分の老化と向
き合い、老いに親しむ生き方を探
してみてはどうでしょうか。
世間に捨てられ、孤独になってもそれを楽しむ
生き方があるはずです。世を捨てるのではなく、
世に捨てられるがままに生きる人生を、この本か
ら学んでみませんか。

天才棋士降臨・藤井聡太

とまどう男たち
伊藤公雄/山中浩司

著

日本将棋連盟

著

将棋４００年に１人の天才

あきらめの男性学！？
従来、男性よりも女性の方が幸福
度が高い、と言われていましたが、
近年男女の差が縮まり、国によって
は男性の方が高いところもあるそう
です。
では、日本はどうでしょうか？ま
だまだ男性の方が幸福度がかなり低く、まさに
「男はつらいよ」の社会なのです。
変化し続ける時代の中で、その潮流に翻弄され
戸惑う男たちになにが起きているのか？男性学の
権威たちが、様々な視点から今男性が直面してい
る問題について分析しています。

この夏、将棋好きの方もそうでな
い方も、大いに関心を払わずにいら
れなかった若者がいます。わずか
14歳2カ月にして史上最年少のプ
ロ棋士となり、29連勝という将棋
の公式戦連勝単独1位の記録を樹立
した天才・・・。彼の名は、“藤井聡太”。棋士と
しての活躍は、まだ始まったばかりです。
本書は、最初の記念碑となった炎の七番勝負、そ
して29連勝までの足取りを振り返るものです。将
棋の素人にとっては分かりにくい局面もあります
が、彼の強さの秘密に迫ってみたいと思います。

i （アイ）

人権教育・啓発白書

西加奈子

著

法務省/文部科学省

この世界にアイは存在するのか？
高校の入学式の翌日、数学教師
に言われた言葉「この世界にアイ
は存在しません。」
主人公・ワイルド曽田アイは、
その言葉をずっと胸に抱えて生き
ていきます。シリアで生まれた養
子である自分の生い立ち、社会で次々と起こる痛
ましい争い、大切な人たちとの出会い、自身の存
在に悩み続けるアイが辿り着いた答えとは。
直木賞作家西加奈子の渾身の「叫び」に心揺さ
ぶられる傑作長編です。

編

人権学習の基礎・基本
１９９４年１２月の国連総会に
おいて、「人権教育のための国連
１０年」が決議され、これを受け
て国内では、１９９６年に国内行
動計画が公表されました。これは
２０年を経た今日においても、人
権教育・啓発を進めていく上での基本的な指標と
なっています。
この白書は、今日、人権問題を学習する上で
も、啓発活動を進めるうえでも基盤となるもので
あり、人権学習の必読の書です。

「未来を花束にして」映画上映会＆ミニトーク
１１月１1日（土）

ミニトークのゲストは、人権擁護委員
１３：３０～１6：00
としてご活躍されている稲見和子さん
会場：コムズ５階 大会議室 です。お楽しみに★★★
先着１００名

Pathe Productions Limited, Channel Four
※要申込。詳しくはコムズ館内チラシHPをご覧ください。
無料 ©Television
Corporation and The British
Institute 2015. All rights reserved.
◆作品紹介◆
女性に参政権も親権もなかった２０世紀初頭のイギリス。この状況が当たり前と思われていた時
代に、女性の権利を回復するために立ち上がった女性たちがいました。主人公は夫と息子の３人で
暮らす、洗濯工場に努める平凡な女性。偶然のきっかけから参政権運動に参加し、そこから彼女の
人生は思いもかけない方向に展開していきます。
人権の回復に立ち上がった女性たちの人生とその闘いをテーマにした作品です。

Film

11月の新着図書（全20冊）
図書
管理
番号

書

名

著

者

7101 性・差別・民俗

赤松啓介

7102 イギリス女性参政権運動とプロパガンダ

佐藤繭香

7103 ジェンダーから見た日本史

久留島典子・他（編）

7104 新版 絵で見てわかる人権

岩本一郎

分

類

女性学関連

女性史

法律
7105 １８歳から考える人権

宍戸常寿

7106 人生でチャンスをつかむ女性の１０の法則

プルデンシャル生命
保険チーム

7107 孤独のすすめ

五木寛之

7108 死ぬまで介護いらずで人生を楽しむ食べ方

新開省二

7109 とまどう男たち

伊藤公雄/山中浩司

仕事

高齢社会・福祉

男性関連
7110 お父さんのための日本一やさしい料理本

青木敦子

7111 生きかた上手

日野原重明

金澤翔子(書)
7112 心は天につながっている-ダウン症の書家、愛と勇気の贈りもの
金澤泰子(文)
7113 天才棋士降臨・藤井聡太

書籍編集部（編）

7114 十歳までに読んだ本

西加奈子・他 全７０名

7115

西加奈子

i （アイ）

生き方

自伝・評伝

エッセイ・文学

7116 アキラとあきら

池井戸潤

7117 いらないねこ

ヒグチユウコ

絵本

7118 人権教育・啓発白書

法務省・文部科学省/
（編）

資料

7119 観応の擾乱

亀田俊和
その他

7120 きょうの料理 わたしのいつものごはん

栗原はるみ

コムズ2階 情報ひろば
＊ 貸出にはカードが必要です。

図書コーナー

パソコンコーナー

住所が確認できる身分証明書
（免許証・健康保険証など）を
ご持参のうえ、2階受付カウンターにて
お申し込みください。

●図書の貸出（無料）
貸出期間…２週間
貸出冊数…３冊まで
●

利用案内

インターネットを利用した
情報収集を支援するため
パソコンを４台設置しています

★パソコンの利用

・
の貸出（無料）
貸出期間…１週間
貸出本数…１本

(有料）
１ 時間
100円
印刷
片面10円
(A4のみ・白黒)

●お探しの本がない時は…
お探しの本が貸出中の場合
予約することができます
お気軽にお申し出ください

●閲
覧
情報広場にある図書・
資料新聞は自由に
閲覧できます

図書＆パソコンコーナー 11月カレンダー

月

火

水
1

木
2

金
3

土
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日
5

☆利用時間☆
火曜日～土曜日
９：００～２０：３０

文化の日

6
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日曜・祝日

10 11 12

９：００～１７：００

休館日

休室日

13 14 15 16 17 18 19

☆休

室 日☆

休館日

20 21 22 23 24 25 26
休館日

勤労感謝
の日

図書点検・
整理のため
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休館日
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【お問い合わせ】
県庁
南堀端

聞
社

銀行

ＧＳ→

コムズ

市
役
所

三番町通

駅

毎週 月曜日(休館日)
月曜日が祝日の場合は翌日

・

毎月 第４金曜日
（図書点検・整理）

・

年末年始
（1２月２９日～１月３日）

Facebookも
見てね♪

〒７９０－０００３
松山市三番町６丁目４－２０
松山市男女共同参画推進センター・コムズ
ＴＥＬ ９４３-5780（図書コーナー直通）
ＦＡＸ ９４３-0460

http://www.coms.or.jp
市

・

