
万病を防ぐ水分の取り方  

 中医学の医師である著者が診察し

てきた患者の８割は、水分の過剰摂

取で胃がむくんでいたのだそうで

す。 

 人間に不可欠な水ですが、体内に

余分にたまっている状態だと、さま

ざまな病気の原因にもなります。胃のむくみを防ぐ

具体策だけでなく、病気に対する中医学の考え方も

知ることができ、自分の体と新たな視点で向き合う

きっかけとなる、大変おすすめの一冊です。 

ユニークな知恵がいっぱい  

全て実体験のリアル情報本 

 51歳でアメリカでの結婚生活

を解消し、71歳で再婚した著者

が贈る、老年期を強く賢く楽しむ

ための生き方指南書。大切な老後

資金の守り方や100歳まで元気で

いるための健康法などを、著者自

身の経験や知っていると得する情報を交えつつコ

ミカルに解説します。 

 食事、片づけ、終の棲家、災害等将来起こりう

る想定外のあれこれとそれらの対処法がぎゅっと

つまった一冊です。  

 結婚６年目にして妊娠から育児ま

でを初めて経験することになった

著者の、全てが手探りで分からな

いことだらけだった過去の体験談

が子どもの成長と共に綴られてい

ます。 

 本当に活躍したベビーグッズや

内祝いの選び方など、先輩ママたちが後輩に伝え

たい豆知識がふんだんに載っています。妊娠を控

えている方、子育て中の方、妊娠・出産・育児に

関心のある方必見です。  

  韓国のごく一般的な女性の半生

を描いた物語。彼女が受けた差別

や区別をたどっていきます。 

 昨年、日本では医学部不正入試

問題が大きな話題となったよう

に、女性差別や男女格差は他人事

ではありません。 

 入試や就職活動、出産、仕事といった様々な場面

で起こる悔しさや絶望を感じずにはいられないエピ

ソードに、国は違えど多くの女性が共感するのでは

ないでしょうか。  

 世界中でヒット。話題の一冊 

湿度が高くむしむしとした日々が続いていますが、蝉の声を聴きながらの読書で気分転

換をしませんか？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！ 

 ※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！ 

  8月のオススメ新着図書（8冊）                  

性別にとらわれず、誰にとっても暮らしやすい社会へ 
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「風鈴に 大きな月の かかりけり」 - 高浜虚子- 

 

８２年生まれ、キム・ジヨン  

 
  チョ・ナムジュ  著 

 

赤ちゃんと暮らす  

 
  本田 さおり  著 

 

「胃のむくみ」をとると健康になる  
 

  今中 健二  著 

 

人生がときめく老い支度  
 

  岡田 信子  著 



 山の上から恐竜の卵が転がり落

ちました。夜になって凍えてしま

う前に、早くおうちに帰らなけれ

ば！ 

 「ぼくはまいごのたまごです。

ぼく、あなたのたまごですか？」

トリケラトプスにコリトサウル

ス、ティラノサウルス…通りかかる恐竜たちに尋

ね、みんなでお母さんを探します。やがて、夕日が

卵を照らし…。 

 鮮やかな色彩とリズミカルな言葉で子どもに人気

の絵本です。    

  「ぼくの、ママはどこ？」 舞台は松山！感動の物語    

 かつて松山に、日本で最初の捕

虜収容所が存在したのをご存知で

しょうか？日露戦争の最中、多く

のロシア兵捕虜が松山市に送られ

てきました。しかし彼らは塀のな

い生活を送り、市民たちとも自由

に交流していました。 

 この事実を知ってもらえればと、日露戦争開戦

百年という節目の年に世に送り出されたのが本作

です。ロシア兵と日本看護師の許されざる愛の物

語…必見です！  

 昔飼っていた犬に似ていると

言われる、どこか懐かしい白い

犬。それが10歳で著者に引き

取られた老犬、ソーヤです。何

人もの飼い主の元を転々とし、

最後に温かい家族と出会いまし

た。何気ない生活の中で出会う

小さな幸せが彼の視点から描かれます。 

 好々爺然とした彼の生き様は忘れそうになる大

切なことを思い出させてくれます。最後に少し切

なくなるフォトブックです。  

 松山市在住で、メディアでもご

活躍の夏井いつき先生が、俳句の

イロハを教えてくれます。 

 松山は、正岡子規をはじめと

し、多くの俳人を輩出したことか

ら「俳都」とも呼ばれています。

毎年、高校生による俳句甲子園が

開催されておりますが、メディアでも俳句の番組

やコーナーが人気を博すなど、俳句が再注目され

ています。この本をきっかけに、俳句をはじめて

みませんか？  

  楽しく学べる俳句入門書    老犬から学ぶ大切なこと 

 8月・9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。 

【2019年度 県市共同開催事業「地域防災分野での男女共同参画」講演会 

 日頃から備えておくこと～西日本豪雨・熊本・東日本大震災から学ぶ～】 

日 時：9月7日(土) 13：30～15：00 

講 師：公益財団法人ジョイセフ 市民社会連携グループ グループ長 小野 美智代 さん 

定 員：60名(先着順) 

会 場：コムズ4階 視聴覚室 

 

 

まいごのたまご 
 

  アレックス・ラティマー  著 

 

 

おじいわん ソーヤ 
 

  東雲 鈴音 著 

 

 
夏井いつきの俳句ことはじめ 

 

  夏井 いつき  著 

 

 

ソローキンの見た桜 
 

  豊田 美加(著)/田中 和彦(原作) 

【親子でトライ！～育て！リケジョの卵たち～Part２】 

日 時：8月18日(日) 10：30～12：00 

講 師：愛媛大学理系女子学生グループ 「サイエンスひめこ」  さん 

対 象：小学校1～4年生までの女子児童と保護者 

定 員：25組程度(応募者多数の場合は抽選) 

会 場：コムズ3階 調理室 



 8月の新着図書（全22冊） 

図書管

理番号 
書    名 著  者 分類 

7563 ８２年生まれ、キム・ジヨン 
チョ・ナムジュ 

斎藤眞理子(訳) 
女性史 

7564 赤ちゃんと暮らす 本多さおり 教育・子育て 

7565 選ばれる女におなりなさい デヴィ婦人の婚活論 ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ 結婚・離婚 

7566 キレる！ 中野信子 

こころ 

7567 薬に頼らずうつを治す方法 藤川徳美 

7568 歩く速さなのに健康効果は２倍！らくらくスロージョギング運動 讃井里佳子 
からだ・健康 

7569 「胃のむくみ」をとると健康になる 今中健二 

7570 実行力 橋下徹 
仕事 

7571 松井式超！働き方改革 松井一恵 

7572 眠れないほど面白い！人生がときめく老い支度  岡田信子 
高齢社会・福祉 

7573 百まで生きる覚悟 春日キスヨ 

7574 人間の本性 丹羽宇一郎 
生き方 

7575 一度きりの人生だから 伊集院静 

7576 ヒッキーヒッキーシェイク 津原泰水 

エッセイ・文学 7577 ソローキンの見た桜 
豊田美加(著) 

田中和彦(原作) 

7578 百花 川村元気 

7579 ぱんだんす 
やまぐちりりこ(文) 

すがわらうけいこ(絵) 
絵本 

7580 まいごのたまご 
アレックス・ラティマー(作) 

聞かせ屋。けいたろう(訳) 

7581 悦な収納のすすめ 本多さおり 

その他 
7582 おじいわんソーヤ 

東雲鈴音(著) 

髙籏将雄(絵) 

7583 至福のどんぶりレシピ 今井亮 

7584 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井いつき 
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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     

 

 

●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 3 4 
  

5  
休館日 

6 7 8 9 10  11
山の日 

12 
振替日 

13 
休館日  

14 15 16 17 

  

18 

19 
休館日 

20 21 22 23 
図書点検・

整理のため 

24 25 

26 

休館日 

27 28 29 30 31  


