
筋トレで自信と幸せもゲット！  

 仕事や家事、家族のことで忙し

く、自分のことは後回し…そんなあ

なたも、本書をきっかけに今から始

めてみませんか？ 

 著者は３９歳のとき一念発起し、

8か月で－１０キロを達成。それ以

降も筋肉のついた健康的な身体を維持し、人生が好

転したと感じているそう。日々の心構えや筋トレと

食事管理の具体的な効果など、モチベーションアッ

プに最適の一冊です。特に、料理研究家の著者が紹

介するレシピは、参考になること間違いなし！  

愛情あふれる66歳差女子トーク   

最高のあなたを生きる  

 元気で長生きする秘訣、ユニー

クなストレス解消法、かっこいい

死に方……、96歳の作家と30歳

の秘書による「人生100年時代の

“新幸福論”」。2人のユーモラ

スな掛け合いに、読むと元気をも

らえる対談集です。 

 秘書の瀬尾まなほさんが母校の大学で行った講

演も収録されており、学生時代の挫折、寂聴さん

との出会いなど、これからの生き方に悩む若い方

にも読んでいただきたい一冊。   

 テニスプレイヤーの大坂なおみを

世界ランキング１位に導いたコー

チ に よ る 初 の 著 作。最 高 の パ

フォーマンスが求められるプロス

ポーツ界での実体験を基にしたア

ドバイスには、人生の波を乗りこ

なす秘訣が満載です。 

 自分に可能な最高の人生を生きたいと、誰もが

思っているはず。自分自身はもちろん、お子さん

にも。人の力を最大限に伸ばす方法を知りたい方

におすすめです。   

 よくある歴史の人物紹介と侮る

なかれ。対決形式で書かれるのが

本書の特徴で、すらすらと読めて

しまいます。絶世の美女対決やベ

ストセラー作家対決などの王道か

ら、華麗なる舞台対決、麗しの標

本対決など、変わり種も満載！ 

 戦国武将や将軍のように、男性が注目されがちな

日本史。しかし、私たちが知らないだけで、力強く

生きた、個性あふれる女性たちがたくさんいたので

す。   

 女たちの人生、色とりどり 

暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になりました。秋といえば、読書の秋！この機会に、

お気に入りの一冊を探してみてはいかがでしょう？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！ 

  １０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 

コムズ・ライブラリー通信 

Ｖol.171 
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「灯ともして 秋の夕を 淋しがる 」 - 正岡子規- 

 

日本史アッパレな女たち   
 

  本郷 和人  監修 / まんきつ  画 

 

「世界一のメンタル」５０のルール 
心を強くする  

   サーシャ・バイン  著 / 高見 浩  訳 

40歳からカラダを変えた料理家の 

筋肉をつくる最強メソッド      

牛尾 理恵  著 

 

命の限り、笑って生きたい  

  
  瀬戸内寂聴、瀬尾まなほ  著 



 かわいいものをみつけると、わ

くわくしたり、幸せな気持ちに

なったりしませんか？ 

 日々、私たちが何気なく口にし

ている「かわいい」という言葉。

「かわいい」と感じた瞬間を、ひ

とつひとつ言葉にしていくこと

で、何をかわいいと思うのか、そのかわいさの源泉

はどこにあるのか……、大人になった今だからこ

そ、新たな気づきに出会えるかもしれません。日常

のなかで見つけた30の「かわいい」、そのヒミツ

を探るコミック＆エッセイ。   

  日常にひそむ“かわいい”  私の人生だから、しっかり計画！     

 結婚、出産、キャリア、住まい

の購入、親の介護…人生における

大きなイベントが多い、30代。

悩みの「解決法」を、その道のプ

ロが教えてくれます。後悔のない

決断をするために、本書を片手に

ご自身の人生計画を見直してみま

しょう！投資や保険など、難しく感じるお金の話

も、かわいいイラストのマンガで説明されるた

め、とてもわかりやすいです。人生の後半戦を快

適に楽しく生きるために知っておいた方がいいこ

とを網羅した、女性の生き方準備書！ 

 作者は小学二年生の女の

子。保育園・幼稚園のみんな

へ向けて書いたメッセージが

詰まった一冊です。小学生に

なるまでに準備すべきこと

や、小学生になったらすると

よいことなど。作者ういちゃ

んのメッセージやアドバイスは、現役の小学生だ

からこそ書ける内容で、この本を読む子ども達の

気持ちに寄り添ってくれます。小学校への不安

が、安心やワクワクに変わるはずです。   

 ハーブ初心者の方でも大丈夫。

本書はたくさんの写真とともに、

様々なハーブの種類、その効果、

お茶の入れ方や注意点など、分か

りやすく丁寧に書かれています。 

 さらに本書は、ハーブをとおし

てつむがれる、家族や友人とのエ

ピソードも必見です。そこには、大切な人との思

い出や著者の想いが詰まっており、心温まる内容

となっています。皆さんも、ハーブを取り入れ

て、暮らしをもっと豊かに彩ってみませんか？ 

 大切な人との時間に、ハーブを     小学生になる君に ！ 

 10 ・11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。  

 

 

かわいい見聞録 
 

  益田 ミリ  著 

 

 

しょうがっこうがだいすき  
 

  うい  著 / えがしら みちこ 絵 

 

 
心のお茶。大切な人へ  

 

  井上 泉   著 

30歳からの人生設計 

女の後半戦 
 

  白河 桃子、芳川 幸子、吉野 一枝   監修 

男のスキルアップ講座 ※男性限定 

第２回  参加費￥500 

10月18日（金）18:30～20:30  

今日から美味しくなる！ 

コーヒーライフの楽しみ方  
(講師)カフェクレマ  

   オーナー 児嶋 厚樹さん 

第３回  参加無料  

11月1日（金）18:30～20:00 

暮らしに役立つ！ 

洗濯の豆知識  
 (講師)ふくやクリーニング 

   店長 戒能 駿平 さん 

第１回  参加無料 

10月9日（水）18:30～19:30  

始めよう！カメラ基礎講座 
(講師)スタジオ写真の時  

   店長 國政 光時さん 

人が集まる！講座とチラシのつくり方   参加無料  
   

【対象】企画・広報に悩んでいる市民団体、グループ   10月13日（日）10：00～12：00  

 NPO法人男女共同参画おおた 理事長 坂田 静香さん    コムズ ４F・視聴覚室  

 



 10 月の新着図書（全13冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7609 日本史アッパレな女性たち 本郷和人(監修) 女性史 

7610 世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉克順（著）/fancomi（絵） 教育・子育て 

7611 心を強くする 
サーシャ・バイン（著） 

高見浩（訳） 
こころ 

7612 筋肉をつくる最強メソッド 牛尾理恵（著）清水忍（監修） からだ・健康 

7613 秋本治の仕事術 秋本治 仕事 

7614 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内寂聴/瀬尾まなほ 

生き方 
7615 30歳からの人生設計 女の後半戦 

白川桃子/芳川幸子/吉野一

枝(監修)/Eika(イラスト) 

7616 かわいい見聞録 益田ミリ 
エッセイ・文学 

7617 ５秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽 桃戸ハル（編著）/usi（絵） 

7618 しょうがっこうがだいすき うい（作）/えがしらみちこ（絵） 
絵本  

7619 そらの100かいだてのいえ いわいとしお 

7620 男女共同参画社会データ集2019-2020 三冬社編集制作部 資料 

7621 心のお茶。大切な人へ 井上泉 その他 

2019年度 第2回 映画上映会＆ミニトーク 
   

映画『はじまりの街』を上映します！参加無料です。 
11月9日（土） 13:30～16:00 (ミニトークあり)/ 18:30～20:20  会場：コムズ５階 大会議室  

各先着１0０名。要申込。 ※詳しくはコムズ館内チラシ、HPをご覧ください。  

  

コムズ２階・図書コーナーには、摂食障害やＤＶ、ハラスメント、セクシュアリティ、生き方など、 

様々な本を揃えています。多様な考え方や、生き方のヒントになる本が見つかるかもしれません。 

～ミニトーク～ 

トークゲスト (一社)愛媛県摂食障害支援機構 代表 鈴木 こころさん 

 演題  「“生きづらさ”を別の角度で見てみると 

                 ～専門家ではないから
     

できること～」  
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図書＆パソコンコーナー １０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 ６ 

７ 
休館日 

８ ９ 10  11  12 13  

14 
体育の日 

15
振替休日 

16 17  18 19 20 

21 
休館日  

22
即位礼 

正殿の儀 

23  24 25 
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

29 30 31    


