
知的生活への誘い   

 表題のごとく、この本は小林秀

雄の「考えるヒント」シリーズを

下敷きにして書かれたもので、内

容も小林の題目を踏襲していま

す。学ぶこと、信じること、知る

こととは何か、また、これらの根

底をなす自らの内なる確かさの感

覚とは・・・、小林が著作の中で 読者に問いかけ

てきたものを、筆者が自分の視座で見つめ直した

時、改めて見えてきた視界を綴ったものです。小林

の作品とあわせて読むと面白いと思います。 

男の子に効果的な勉強方法！  

その仕事、命よりも大事ですか？   

「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由   

汐街コナ  著  

 女性であるお母さんには、男

の子の気持ちがわかりません。

だから、気持ちがかみ合わなく

てイライラしたりしがちです

が、中井先生の長年の経験から

男の子と女の子の違いを分かり

やすく説明し、どうしたら男の

子のやる気を引き出せるかイラ

スト付きでわかりやすく書かれています。 

 この本は、男の子の子育てに悩むお母さんにとっ

てバイブルともいえる本かも。  

 仕事に追われている人へ！  

もっと、自分勝手に生きていい！ 

 ＮＨＫ、毎日新聞、産経新聞、

ハフィントンポストで紹介され、

話題になった過労死マンガを書籍

化。 

 Twitterで3,000万人が読み「共感した」と大

反響をよんでいる。  

 仕事で悩んでいるあなたへ！自分の人生を生き

るために必読の一冊です。 

  

 「周縁」という言葉には、単に

中心部に対する周辺というだけで

なく、中心から押しやられた、排

除の論理によって形成されたとこ

ろという意味が潜んでいます。こ

れは、「余所者」という言葉と相

通じます。 

 副題は、「女性・穢れ・衛生」となっています

が、産穢、血穢という女性差別の根底をなしてい

た意識の源流を歴史的に探究していく中で、日本

社会に形成されてきた女性に対する差別観を検証

していきます。 

つなげよう ひろげよう 男女共同参画の輪 

コムズ・ライブラリー通信 
Ｖol.145 

新・考えるヒント      

池田晶子 著  

差別の源流に学ぶ 

８月１１日は祝日となって２回目の「山の日」、夏は山に海にレジャーに出かける最適の季節

ですが、日本人にとって、夏は追憶の季節でもあります。迎え火を焚いて先祖を迎える古来から

のお盆の風習は今も息づいています。８月１５日の終戦記念日は、戦争を振り返り平和を誓う日

として、全国で戦没者追悼式典が執り行われます。航空機史上、単独機としては最悪の日航機墜

落事故が起きたのが１９８５年８月１２日、毎年慰霊登山の様子が報道されています。 

故人を偲び、過去に思いを寄せ、昔を語り合うひと時をもちたいものです。 

※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！ 

8月のオススメ新着図書（8冊）                      

歴史における周縁と共生       

鈴木則子   著   

発行日  
 2017/8 

男の子って、どうしたら勉強するの？ 

中井俊巳 著 



 神話というといささか敷居が高

く感じますが、地域に残る民話や

伝承、しきたりや迷信、言い伝え

といったくくりで考え直すと、近

しくとらえられると思います。現

代人のもつ根源的な不安、それ

は、かつて日本社会がその隅々に

までもっていた「お話し」の世界を急速に失ったこ

とに起因すると筆者は述べています。地域に伝わっ

ていた言い伝えやしきたり、伝承が、人々の心に安

心を与えるべく、どのような役割を果たしてきたの

か、あらためて考え直すヒントを与えてくれる一冊

です。 

「お話し」に隠された心理学 

 

これも修行のうち 。        

草薙龍瞬 著 

悩みに「反応しない」生活 

 人間関係、失敗、病気、心配

事・・・あらゆるツライことを

「上手に消す」心の習慣がここ

に！それは、「これも修行のう

ち」と捉えてみることだと著者

は 言 い ま す。こ の 心 の 使 い 方

で、「不 安」も「怒 り」も す べ

て妄想だったと気づけます。 

 「シャワー」を浴びる、目を閉じ「食べる」、

嫌なことは「自分を磨く」ツールになる等、日常

生活、仕事で使える簡単な方法、プチ修行５０を

紹介。 

 現在、音楽家・俳優・文筆家な

ど、さまざまな分野で活躍してい

る「星野源」。 

 怒涛の毎日を送るなかで、彼が

丁寧に描写してきたのは、周囲の

人々、日常の景色、ある日のでき

ごと・・・。その一遍一遍に鏡の

ように映し出されるのは、哲学そして真意。 

 星野源の魅力とは！？ 

 そのすべてがわかる、誠意あふれるエッセイ集

です。 

 昨年、俳優として一気に知名度

を上げた星野源。 

 音楽家・文筆家の顔も持ち、

「どれだけ忙しくても、働いてい

たい。」そう思っていた彼です

が、2012年末、くも膜下出血に

より一時活動を休止しました。そ

の後の仕事に対する想いの変化や、ピース又吉直

樹との「働く男」対談も興味深く、彼のこれまで

の仕事や人柄がよく分かる一冊です。  

あなたにとって「働く」とは？ 

書いて歌って演じる男 

 

働く男 

星野源 著 

星野源の魅力！  

 

いのちの車窓から 

 星野源  著 

 

神話の心理学 

河合隼雄 著 

 ８月１８日は「高校野球の日」だそうです。1915年のこの日、大阪の豊中

球場で第1回全国中等学校優勝野球大会が開会し、京都二中が優勝しました。

第10回から甲子園球場が会場になり、1948年から全国高校野球選手権大会となりました。 

 第１回大会からちょうど５４年後のこの日は第５１回大会の決勝で、松山商対三沢戦でし

た。延長１８回、０-０引き分け再試合となったこの日の試合は、半世紀を

経た今も語り継がれています。松山商は７８回大会の決勝でも、「奇跡の

バックホーム」として知られる名勝負を熊本工と演じています。 

 今夏また、どのようなドラマが繰り広げられるのか、期待は尽きません。  



図書 

管理 

番号 
 書          名 著     者  分  類 

7052 女性・人権・生きること 天童睦子 女性学 

7053 歴史における周縁と共生 鈴木則子 女性史 

7054 男の子って、どうしたら勉強するの？ 中井俊巳 教育・子育て 

7055 結婚の嘘 紫門ふみ 結婚・離婚 

7056 自分で心を手当てする方法 ガイ・ウィンチ 

こころ  

7057 神話の心理学 河合隼雄 

7058 病気にならない人は何を食べているのか 森由香子 からだ・健康 

7059 
「死ぬくらいなら会社辞めれば」                           

ができない理由（ワケ） 
汐街コナ 仕事 

7060 ２０２５年、高齢者が難民になる日 小黒一正 

高齢社会・福祉  

7061 わが母 最後のたたかい 相田洋 

7062 働く男 星野源 男性関連 

7063 考え方 稲盛和夫 

生き方  

7064 
これも修行のうち。                         

－実践！あらゆる悩みに「反応しない」生活 
草薙龍瞬 

7065 新・考えるヒント 池田昌子 

エッセイ・文学  7066 いのちの車窓から 星野源 

7067 愚者の毒 宇佐美まこと 

7068 ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤ノリコ 絵本 

7069 お茶の科学 大森正司 

その他  

7070 地域防災とまちづくり 瀧本浩一 

 8月の新着図書（全19冊） 
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図書＆パソコンコーナー 8月カレンダー 

図書コーナー    

 
  

            

＊ 貸出にはカードが必要です。 

 

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     

 

● ・ の貸出（無料） 

 貸出期間…１週間 

 貸出本数…１本 

 

●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     

パソコンコーナー 
   

●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 

コムズ2階 情報ひろば 利用案内 

【お問い合わせ】 

 

〒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 

 

☆利用時間☆       

 

   火曜日～土曜日 
 ９：００～２０：３０                

 

   日曜・祝日      
   ９：００～１７：００ 

              

   休室日 

 

☆休 室 日☆ 

 

・ 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♪ 

  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 (有料） 

  １ 時間  100円 

   印刷      片面10円 

   (A4のみ・白黒) 

  

月 火 水 木 金 土 日 

 1  2 3  4  5 6 

7 
休館日 

8 9 10 11
山の日 

12 13 

14 
休館日 

15 16 17  18  19 20 

21 
休館日 

22 23 24 25
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

29  30 31    


