
健康に長生きするためには  

 日本は世界的に見ても平均寿命の

高 い 国 に な り、最 近 で は「人 生

100年時代」という言葉を耳にす

ることも多くなりました。還暦後の

40年を充実させるためには経済的

な備えに加えて体力的な備えも必要

です。 

 本書には体幹を鍛え、姿勢を修正する運動のコツ

が詰まっています。しっかりと体を支え、スムーズ

に動かすためのトレーニングを行って、老後を十分

に楽しみましょう。 

働き方に悩むすべての人に  

心も体も軽くなる方法とは   

 とある理由から絶対に定時で帰

ると心に決めている、会社員の東

山結衣。仕事中毒の元婚約者、風

邪をひいても休まない同僚、すぐ

に辞めると言い出す新人、無茶な

仕事を振って部下を潰すと噂のブ

ラック上司……。様々な事情を抱えて働く登場人

物達に、つい自分の姿を重ねて読んでしまうは

ず。 

 何のために「働く」のか、改めて考えるきっか

けとなる痛快お仕事小説です。   

 家事に仕事に忙しく、「休みた

くても休めない！」と悲鳴を上げ

ている女性のために、女性専門の

疲労外来ドクターが気力・体力を

アップさせる習慣や、疲労回復・

疲れ予防のコツについて教えま

す。 

 心がモヤモヤして眠れない、しっかり寝ても疲

れが抜けない、階段で息切れする、いつも頭痛や

めまいに悩まされている…など、一つでもあては

まる方、必見です！   

  勉強がよく出来る子どもとは、

常に成績がいい子のことではな

く、成績が上がらなくても結果を

待てる子であると著者は主張しま

す。 

 子どもは親が思っている以上に

親を見て育ちます。親がスマホば

かり見ていればスマホにハマりやすく、親が勉強嫌

いならば勉強に興味を持ちづらいのです。子どもを

勉強好きにするために、まずは自分の勉強に対する

意識を変えてみましょう。   

 勉強にハマる脳の作り方   

本格的な夏がやってきて、毎日暑い日が続いています。じっとりと汗ばむ日々にうんざ

りしている方、涼しい屋内で読書を楽しみませんか？コムズ２階図書コーナーには、絵

本、実用書などさまざまなジャンルの本を揃えています。ご家族でぜひお立ち寄りくださ

い。また、講座も続々開催中です。最新情報は、ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋをご覧

ください！ 
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「顔かくし 行過ぎたりし 日傘かな」 - 高浜虚子

マンガでよくわかる  
子どもが勉強好きになる子育て 

 

  松浦 はこ 漫画/篠原 菊紀 著 

女性専門の疲労外来ドクターが教える 
疲れない大百科 

 

  工藤 孝文 著 

人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 
1日3分で健康寿命が伸びる！ 

 

  坂詰 真二 著 

 

わたし、定時で帰ります。 
 

  朱野 帰子 著 



 ＳＮＳで話題となった、54字の

物語。９マス×６行だからこそ成

り立つストーリーは、繰り返し読

むことで理解できるもの、読み方

によって結末が真逆の意味に変

わってしまうものなど日本語の面

白さを再発見できるものばかりです。 

 少し背筋が寒くなる話から笑いを誘う話まで、さ

らっと読めて深く楽しめる内容です。ちょっとした

空き時間などに是非ご一読ください。 

   

  54字で紡ぐ不思議な物語集   男性たちの等身大の物語    

 ３人の男性が、仕事・家庭・育

児・恋愛など、それぞれの抱える

問題と向き合う姿が描かれます。

理想と現実のギャップを目の当た

りにし、男性らしさに縛られなが

ら、悩んだり迷ったり…等身大で

描かれる彼らの様子から、現代の男性たちが抱え

る悩みや生きづらさを感じることができます。 

 働き方や生き方など、多様性が叫ばれる今だか

らこそ、一読してほしい一冊です。 

 5月にドイツの地方議員選

で、百歳の女性がトップ当選し

ました。まさに人生・百年時

代。前向きな気持ちで未来を思

い描けば、毎日がイキイキとし

たものに変わっていきます。 

大人気絵本作家による本作は、

悲観論を吹き飛ばすように、子どもが自由な想像

力で、おもしろい未来をたくさん思い描きます。

年齢を問わず読んで頂きたい、読み終わると元気

になれる一冊です。   

 小林カツ代さんの一番弟子によ

る「きょうの料理」での連載が書

籍になりました。シンプルな手順

でできる家庭料理のレシピが満載

です。 

 特別な調味料や食材を使ってい

ないのに、いつもと一味違う美味しい料理を作れ

たら、素敵だと思いませんか？目玉焼きの焼き方

でも、出来栄えを格段にアップさせるコツがあり

ます。料理が好きな方にも、苦手な方にもおすす

めです。  

  料理上手のシンプルなコツ   未来にわくわくできるかな？    

 ７月開催 コムズ主催 講座のおしらせ ※詳細は講座チラシ・ホームページをご覧ください。 

【わたし流生き方セミナー 第２回】 

日 時：７月６日(土) 13：30～15：00 

テーマ：女性の次のステップを応援したい！ ～自分の経験を糧に、一歩ずつ前へ～ 

講 師：(一社)愛媛県摂食障害支援機構  代表 鈴木 こころ  さん 

 

意味がわかるとゾクゾクする 
超短編小説 54字の物語参 

 

  氏田 雄介 著 

 

 

それしかないわけないでしょう 
 

  ヨシタケ シンスケ 著 

 

NHKきょうの料理 
いつも家にある調味料で食べ飽きないおかず 

 

  本田 明子 著 

 

 

たてがみを捨てたライオンたち 
 

  白岩 玄 著 

【大人の学びなおし講座 第3回】 

日 時：７月10日(水) 10：30～12：00 

テーマ：地域防災に不可欠な女性の力 

講 師：女性と防災の会 代表 小國 恵子  さん 

【わたし流生き方セミナー 第3回】 

日 時：７月20日(土) 13：30～15：00 

テーマ：今よりもっと健康に！生活するサポートをしたい！ ～青年海外協力隊員から経営者の道へ～ 

講 師：㈱ヘルシープラネット  代表取締役 今川 弥生  さん 
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図書

管理

番号 

書    名 著  者 分類 

7540 女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎 女性学 

7541 メシが食える大人になる！よのなかルールブック 高濱 正伸 

教育・子育て 7542 子どもの脳に良いのはどっち？ 頭の良い大人になる子育て 加藤 俊徳 

7543 マンガでよくわかる 子どもが勉強好きになる子育て 
松浦 はこ（漫画) 

篠原 菊紀（著） 

7544 定年夫婦のトリセツ 黒川 伊保子 結婚・離婚 

7545 いちいち不機嫌にならない生き方 名取 芳彦 

こころ 

7546 私は誰になっていくの？ アルツハイマー病者からみた世界 
クリスティーン・ボーデン(著) 

桧垣 陽子(訳) 

7547 女性専門の疲労外来ドクターが教える 疲れない大百科 工藤 孝文 

からだ・健康 

7548 
人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 1日3分で健康寿命が伸

びる！ 
坂詰 真二 

7549 
苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父がわが子のために書きた

めた「働くことの本質」 
森岡 毅 

仕事 

7550 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 

7551 素敵なご臨終 後悔しない、大切な人の送りかた 廣橋 猛 高齢社会・福祉 

7552 たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄 男性関連 

7553 国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会 

生き方 

7554 人生楽しく仕切り直し 江崎 美惠子 

7555 よるのばけもの 住野 よる 

エッセイ・文学 7556 
みんなでつくる 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 

54字の物語参 
氏田 雄介 

7557 ひと 小野寺 史宜 

7558 それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ 

絵本 

7559 でんでんむしのかなしみ 
新美 南吉(作） 

かみや しん（絵） 

7560 ひとりひとりにフィットする1からの勉強法 勉強大全 伊沢 拓司 

その他 7561 わかりやすさの罠 池上流「知る力」の鍛え方 池上 彰 

7562 NHKきょうの料理 いつも家にある調味料で食べ飽きないおかず 本田 明子 



愛
媛
新
聞
社 

市
役
所 

三番町通 

銀行 

県 庁 

コムズ 市 駅 

ＧＳ→ 

南堀端 
Ｊ
Ｒ
松
山
駅 

Ｒ１９６ 

 

図書＆パソコンコーナー 7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     

 

 

●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 
休館日 

2 3 4 5 6 7 
  

8  
休館日 

9 10 11 12 13  14 

15 
海の日 

16 
休館日  

17 18 19 20 

  

21 

22 
休館日 

23 24 25 26 
図書点検・

整理のため 

27 28 

29 

休館日 

30 31 
   

 


