
 ５度の手術と乳房再建１８００日  

 アイドルを卒業した後は女優、タ

レントとしてテレビや舞台で活躍し

ている著者。 

 早期の乳がんを発見してから再発

を繰り返し、「娘のために命を優先

しなければ。」と決意、ついに全摘

出と再建を行いました。その闘病生活の思いが全て

つまっています。 

 主治医の先生方との対話の中で、著者のケースだ

けでなく、乳がんの専門的なことが書かれてあり参

考になります。 

絶望なんてしてられない  

ねことじいちゃん、今日も一緒にいよう    

   ねことじいちゃん ＜4＞   

ねこまき 著  

 ＮＨＫによる「わたしが伝え

たいこと－認知症の人からの

メッセージ」に基づいて制作さ

れた認知症の当事者の方たちの

ことばです。 

 一人ひとりが語る体験や思い

から前向きに元気に素敵に生きていることが伝わ

り、認知症に対する画一的な見方やマイナスイ

メージが変わる一冊です。 

 認知症と診断されても前向きに生きるヒントが

たくさんつまっています。 

 じいちゃんとばあちゃんとね

こばかりが住む小さな島で、ね

このタマと二人暮らしをする大

吉じいちゃん。 

 島から出ていく昔なじみがい

れば、新たに島で暮らし始める

若者もいる。 

 少しずつ変わっていく島の風景と、変わらな

いひとりと一匹。毎日がいとおしくなる四季

折々の営みが優しい筆致で叙情性豊かに描かれ

ています。  

 

 ５５歳から小説講座に通いはじ

め、8年の時を経て執筆された著者

渾身のデビュー作であり、史上最

年長での芥川賞受賞作。 

 愛する夫との出会いと別れ、疎

遠になってしまった子ども達との

こと、女としてのこれからの生き

方。主人公桃子の頭の中で、ジャズのように溢れ

流れ出す言葉のリズムが心地よく、独りで生きて

いく、歳を取るのも悪くないと思える感動の一冊

です。  

 右胸にありがとう そしてさようなら 

生稲 晃子 著        

  溢れ出る東北弁の玄冬小説  

新しい生活がスタートする４月。気持ちを新たにし目標をもって過ごしていきたいもの

です。２階図書コーナーでは、男女共同参画について知っていただけるよう、様々な角度

から選書をしています。ぜひお越しください。講座などの最新情報は、広報まつやま・

ホームページをチェックしてください！ 

 ※2階・図書コーナーでは、お一人様3冊・2週間、貸出しをしています！ 

  ４月のオススメ新着図書（8冊）                  

おらおらでひとりいぐも 

 若竹千佐子 著  

  認知症になっても人生は終わらない  
認知症の私たち(著）ＮＨＫ取材班（協力） 

つなげよう ひろげよう 男女共同参画の輪 
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 カルビーが圧倒的に愛される理

由は、「お客様相談室」にありま

した。 

 「お客様対応」は「クレーム処

理」と思われがちですが、「カル

ビーお客様相談室」は、「ファン

をつくるための部署」としてとらえています。 

 お客様の気持ちに寄り添う誠実かつ丁寧な対応、

「まさか」を超える対応が感動を生んでいます。そ

んなカルビーの顧客対応の仕組みを具体的に解説し

た一冊です。  

クレーム客の再購入率95％を実現 

 

男性という孤独な存在            

 橘木 俊詔  著 

「平凡な男」の悲喜劇 

 結婚が当たり前ではなくなり、家

庭での夫の存在が低下してしまった

今の日本では、男性は結婚してもし

なくても孤独というのが現状です。 

 しかし、本書の著者によれば、ほ

とんどの男性が結婚でき、さらに一

家の長として尊敬された明治から昭

和にかけての約100年間のほうが、むしろ「異

常」だったと語ります。 

 格差論の第一人者が正面から男性という存在に

斬りこんだ括目の書です。 

 2015年1月1日より、相続税

の基礎控除額の引き下げ、相続税

及び贈与税の税率構造の改正等が

実施適用され、いっそう身近なも

のとなってきました。 

 本書は、相続税及び贈与税の仕

組みを分かりやすく説明。また、

Ｑ＆Ａとコラムで知りたい情報を詳しく掲載して

います。 

 相続の問題に直面されている方・これからその

日が来るため知っておきたい方へ必見です。 

 物語の舞台は804年の唐の国。

空海が密教の真髄を盗むため、遣

唐使として唐土を踏んだ頃、長安

の役人である劉雲樵の屋敷に猫の

妖物が出るようになった。 

 今年チェン・カイコー監督に

よって映画化された「KU-KAI 美しき王妃の

謎」の原作小説。才や人間性で周囲をひきつけ多

くの人を魅了する空海は唐王朝を揺るがす大事件

を解決できるのか…ぜひ映画と合わせてご覧くだ

さい！ 

 中国伝奇小説の傑作集  

 

 沙門空海唐の国にて鬼と宴す    

夢枕獏 著  

   相続と贈与とは！？  

 

  相続と贈与がわかる本  

 富永 悟 監修          

 

カルビーお客様相談室    

カルビーお客様相談室 著 

 

平昌冬季パラリンピック 

平昌冬季パラリンピックが平昌冬季オリンピックと同じ施設を使って開催されました。国

際パラリンピック委員会は、パラリンピックの次の四つの価値を掲げています。 

「勇気」・・・・・・・・マイナス感情に向き合い、乗り越えようとする精神力。 

「強い決意」・・・・・・困難があっても諦めず、限界を突破しようとする力。 

「インスピレーション」・人の心を揺さぶり、駆りたてる力。 

「公平」・・・・・・・・多様性を認め、創意工夫をすれば、誰もが同じスタートライン

に立てることを気づかせる力。 

パラリンピックの選手の姿に感動し、この４つの価値を実感しました。  



図書 

管理 

番号 
 書          名 著     者  分  類 

7201 イラスト図鑑 発達障害の子どもの心と行動がわかる本 田中 康雄 教育・子育て 

7202 それでいい。－自分を認めてラクになる対人関係入門 細川貂々/水島広子 こころ 

7203 
右胸にありがとう そしてさようなら 

５度の手術と乳房再建1800日 
生稲 晃子 からだ・健康 

7204 相続と贈与がわかる本＜’17～’18年版＞ 富永 悟 / 監修 法律関係 

7205 
カルビーお客様相談室                          

-クレーム客をファンに変える仕組み 
カルビーお客様相談室 仕 事 

7206 百歳人生を生きるヒント 五木 寛之 

高齢社会・福祉  

7207 
認知症になっても人生は終わらない                  

-認知症の私が、認知症のあなたに贈ることば 

認知症の私たち/

NHK取材班 

7208 
男性という孤独な存在 

-なぜ独身が増加し、父親は無力化したのか 
橘木 俊詔 男性関連 

7209 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原 類 

生き方  

7210 生きていてもいいかしら日記 北大路 公子 

7211 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 

エッセイ・文学  

7212 日の名残り カズオ・イシグロ 

7213 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ1 

夢枕獏  

7214 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ2 

7215 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ3 

7216 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ4 

7217 ねことじいちゃん＜４＞ ねこまき 

その他  7218 
得するごはん                                

—得損ヒーローズ「時間・お金・基本の裏ワザ」大全集 
得する人損する人/編 

7219 もものかんづめ さくらももこ 

 ４月の新着図書（全1９冊） 
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図書＆パソコンコーナー ４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 

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) 

 

 

☆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） 

月 火 水 木 金 土 日 
 

 

 
   

 1  

2 
休館日 

3 4 5  6  7 8 

9 
休館日 

10 11 12  13  14 15  

16 
休館日 

17  18 19  20 21 22 

23 
休館日 

24 25  26 27 
図書点検・

整理のため 
28 29

昭和の日 

30 
振替休日 

  

    


