
「働き方改革」虎の巻！！   

 いまや、着実に認知されてい

る「イクボス」。 

 本書は、子育て社員、介護社

員の両立ノウハウと、先進企業

実例を豊富に掲載した管理職や

経営者が読むべき「ダイバーシ

ティ時代のマネジメント教科

書」の決定版です。社内研修で

も大いに活用できる書き込み式の実践ワークシート

もついており、ぜひ参考にしていただければ。さ

あ、あなたも「イクボス」になろう。 

学生たちと徹底討論！！  

ありったけを捧げる覚悟    

 近現代において、大きな足跡

を残した１０人の女性たち。そ

の生涯と業績、賛否分かれる評

価を池上教授が解説し、お茶の

水女子大学の学生と徹底討論。 

   ミャンマーの民主活動家アウ

ンサンスーチー、インドで救済

活動に身をささげたマザー・テレサ、イギリスの

元首相マーガレット・サッチャーなど、誰もが

知っている彼女たちの意外な側面も見ることが出

来る一冊です。 

 平成の“経営の神様”といわれ

る「稲盛和夫」とⅰＰＳ細胞を開

発し、ノーベル賞を受賞した「山

中伸弥」。 

 親子ほど歳が違うが、実は多く

の共通点があった。町工場の経営

者だった父親、理系苦学生時代、失敗と挫折だら

けの社会人スタート、妻という戦友を得て、どん

底から高い山を登った。 

 そんな２人が語り尽くした真のリーダーの条件

とは！？ 

 直木賞を受賞し、昨年映画化もさ

れた著者の代表作『何者』。本作は

その『何者』のアナザーストーリー

６篇が収録されています。 

何者かになったつもりの自分に裏切

られ続ける毎日の中で、人は何を思

い生きていくのか。様々な立場の登場人物の複雑

な心情に、思わず共感してしまいます。 

 自分は何様なのか、生きるために大切なものは

何なのか、改めて考えさせられる作品です。 

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 
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イクボスの教科書       

日経ＢＵＡＬ 著  

自分はいったい何様なのか？  

  例年以上に厳しかった猛暑も、処暑も過ぎれば少しは和らいでくれるものと願っ

ています。この時期、夏の疲れを癒し心身をリフレッシュするのに、列車を使った小さな旅はい

かがでしょう。鉄道が結ぶ町々の旧跡を巡り、土地の料理や銘菓、地酒を楽しみ、図書館や記念

館を訪れるのには、いい季節ですね。身近なところで、ゆく夏を惜しんで、日本最高気温の記録

をもつ江川崎を走る予土線の旅はどうでしょう。四万十川水系の美しい自然と松丸街道の歴史を

楽しめます。「あなたなる夜雨の葛のあなたかな」 芝不器男 -松野町 芝不器男記念館より-          

※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！ 

9月のオススメ新着図書（8冊）                      

何様       

朝井リョウ   著   

発行日  
 2017/9 

   世界を変えた１０人の女性  

池上彰 著 

賢く生きるより辛抱強いバカになれ    

稲盛和夫/山中伸弥  著  



 里とは、人々が生活する基盤で

すが、その生活様式の基本は、自

然と共存し、自給自足の場といえ

ます。里山、里海とは、その場を

海や山にまで拡張したもので、生

活の必要のために、人が自然と折

り合いながら必要最小限手を加えた山や海といえま

す。そして、それら自然と人の生活との調和した姿

は、まさに日本の原風景ともいうべきものでした・  

今日失われつつある自然と人との相互扶助の関係性

をあらためて問う一冊です。  

里山、里海、それを繋ぐ人里 

 

平気で他人を傷つける人    

片田珠美 著 

人を傷つけずにはいられない  

 家庭で、職場で、サークルで、あ

の人がいるだけで不安になったり、

動悸がしたり、自由にものが言えな

くなったり、そんな経験はありませ

んか。そんな時、あなたはモラルハ

ラスメントの被害者になっているか

もしれません。モラハラの加害者は、常に人より

も上位に立つことを欲求とし、その手段は人を嘲

笑し、貶めることで自分の立場を維持しようとし

ます。心やさしくまじめで自分よりも優れた能力

をもつと感じた人物を特に標的にします。心当た

りのある方はぜひ一読を。 

 京都の自然は厳しい。しかし、

長い歴史の中で育まれた四季の行

事は自然と融合し、季節の変化を

昇華させ美しさを際立たせた。そ

んな思いが伝わる内容ですが、し

かし、それは京都に限らず、少し

前の時代まで、私たちの暮らすそ

れぞれの土地でも、そのような暮らしを彩る営み

が見られていたのではないかと思います。京都人

が大切に残してきたものを、もう一度自分たちの

生活の中で振り返りたいものです。  

 “子育て”という期間限定の

プロジェクトをかけがえのない

ものにするために、パパたち自

身が考えるときに来ていると語

るＮＰＯ法人ファザーリング

ジャパンの代表理事・安藤哲也

さん。 

 そんな安藤さんが、今日から「大変」なのでな

く「面白い！」と思えるようになるさまざまな実

践的アイデア・方法をお伝えします。パパたちが

自分を取り戻せるヒントが満載！！ 

「子育てパパ」に必見！  

 

「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 

安藤哲也  著 

季節の移ろいに寄り添って生きる 

 

京都徒然草  

 陽子  著 

 

女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来  

下村奈津子・小鮒由紀子・田中克/編   

 9月１日は「防災の日」です。「防災の日」は、1960年に、内閣の閣議了解により制定

されました。9月1日の日付は、1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんだものであ

り、また、この日は台風の襲来が多いとされる「二百十日」にあたり、「災害への備えを怠

らないように」との戒めも込められています。制定の契機となったのは前年、9月26日に上

陸した伊勢湾台風が史上まれにみる被害をもたらしたことによります。 

 かつては、「天災は、忘れたころにくる」といわれていましたか。最近は「忘れる間もな

く」やってくるようです。図書コーナーでは、「防災の日」に合わせて、防災に関する本を

揃えて展示していますので、是非お立ち寄りください。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1923%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E9%A2%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%99%BE%E5%8D%81%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8826%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E6%B9%BE%E5%8F%B0%E9%A2%A8
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番号 
 書          名 著     者  分  類 

7071 世界を変えた10人の女性 池上彰 女性史 

7072 お母さんのための「くじけない」男の子の育て方 小崎恭弘 教育・子育て 

7073 平気で他人を傷つける人 片田珠美 こころ 

7074 見落とされた癌 竹原慎二 からだ・健康 

7075 賢く生きるより 辛抱強いバカになれ 
稲盛和夫/山中伸弥；

著 
仕事 

7076 女の子が生きていくときに、覚えておいてほしいこと 西原理恵子 生き方 

7077 「パパは大変」が「面白い！」に変わる本 安藤哲也/他；著 

男性関連 

7078 イクボスの教科書 日経ＢＵＡＬ 

7079 女性が拓くいのちのふるさと海と生きる未来 下村委津子/他；編 生き方 

7080 何様 朝井リョウ 

エッセイ・文学 

7081 京都徒然草 -母として女性として 陽子 

7082 へんなかお 大森祐子 絵本 

7083 男女共同参画社会データ集  2017-2018年版 
三冬社編集制作部；

編 
資料 

7084 
「凛とした魅力」がすべてを変える -フランス人は服を10着しか

持たないファイナル・レッスン 

スコット/ジェニ

ファー・Ｌ/著 
その他 

    

 9月の新着図書（全14冊） 
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図書＆パソコンコーナー 9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 
休館日 

5 6 7      

 

8 9 10

11
休館日 

12 13 14  15 16 17  

18
敬老の日 

19
休館日 

20 21  22
図書点検・

整理のため

23
秋分の日 

24 

25
休館日 

26 27 28  29  30  


