
一生現役で居続けるために   

 何もない所で躓いたり、和式トイ

レを敬遠したり、といった経験はあ

りませんか？ 

 足腰の痛みや筋力の低下を改善す

るために薬に頼る方法があります

が、薬はそれらの症状を誤魔化して

いるだけであり本当に治療したわけではありませ

ん。寝たきりにならず、生涯自分の足で歩くには薬

ではなく適度な運動が必要です。 

 まずは空き時間にできるストレッチから始めてみ

ましょう。   

女性の手で生み出す幸せ    

最高のあなたを生きる  

 可愛い“着ぐるみ”たちのデザ

イン・制作を手掛ける、宮崎の小

さな企業・キグルミビズ。 

 今や海外からも顧客が訪れる工

場の従業員は、全員女性。「人を

幸せにする着ぐるみは、幸せな工

場からしか生まれない」シングルマザーとして働

く日々、夫と造形会社との出会い、女性が働きや

すい会社への改革、著者の温かくも強い信念や生

き方に、勇気を貰える一冊です。    

 一年を春・梅雨・夏・秋・冬に分

け、身体を健やかに保ってくれる季

節に合わせた食材を紹介。 

 色鮮やかな食材の絵と、おもな効

能がわかりやすく示されており、題

名の「図鑑」が表すとおり、眺めて

いるだけでも愉しい、おしゃれで美

しい本です。 

 薬膳の基礎知識はもちろん、身近な食材を使った

レシピも収録。薬膳の智恵を気軽に食生活に取り入

れることができます。  

 例えば交際中の相手に対して、

例えば余暇の楽しみ方が異なる知

人に対して、嫉妬や劣等感、焦燥

感などを抱き思い悩んだ経験はあ

りませんか？ 

 「妻は他人 だから夫婦は面白

い」にて夫婦が仲良くする秘訣に

ついて綴った著者が、人づきあいにスポットを当て

て書いた一冊です。夫婦やカップル間は勿論、職

場、友人間などで人間関係の悩みを抱えている方に

も、おすすめです。  

 人づきあいのノウハウ集  

山の木々が色づき、朝晩冷え込む季節になってきました。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、初旬にある映画上映会をはじめ、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！ 

  １１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.172 
発行日  
 201９/11 

「秋風に 草の一葉の うちふるふ 」 - 高浜虚子- 

 

人は他人 異なる思考を楽しむ工夫    
 

  さわぐち けいすけ  著 

 
暮らしの図鑑 薬膳 

  
ちづか みゆき  著  

 

カラダのおくすり体操  
 

中村 格子 著 

 

幸せな着ぐるみ工場   

 
  かのう ひろみ   著 



 「がんを経験したからこそ分か

る痛みがある。がんの痛みが分か

る人間がこうして生かしてもらえ

る こ と は 良 か っ た と 思 う ん で

す。」 

 本書は希林さんの講演会が読み

やすくまとめられた内容となって

います。優しく穏やかだけれど、しっかりと通った

芯を感じる、そんな希林さんの語り口調は、読む人

を心地よくさせてくれます。あなたの生き方の参考

になる言葉が見つかるかもしれません。    

 生き方のヒントがきっと見つかる 「突然」をどう乗り切るか 

 ある日突然、家族が倒れたら。

もしくは認知症だと診断された

ら。彼らのこれからの生活を支え

る役目を担った時、正しく介護す

る知識はありますか？ 

 この本では介護初心者が迷わ

ず、適切に正しい情報と知識を得

られるように、必要な情報のみが

著者の介護経験に基づいて綴られています。 

 残された家族との時間を、できるだけ大切に幸

福に過ごすためにも、ぜひ一読してみて下さい。  

 日本で生きる野生動物たちが

どんな日常を送っているのか、

春夏秋冬で分類し、ゆるい漫画

と共に解説しています。かわい

らしくも強かなアカネズミ、強

すぎる縄張り意識のために車と

格闘するジョウビタキなど、ど

こか憎めない生き物たちの情報

が盛りだくさん。 

 知れば知るほど奥深さを感じる彼らの習性に、

思わず身近な生き物たちを観察しに出かけたくな

る一冊です。    

 警視庁には、地震や豪雨などに

より災害が発生した際に、警察と

して必要な対策を行う警備部災害

対策課があります。この本には防

災のプロフェッショナルである彼

らがツイッターで発信した災害対

策の中でもより反響の大きかった

選りすぐりの情報が掲載されています。 

 ほどけず疲れない靴ひもの結び方やハサミがな

い時の袋の開け方など、今すぐ役立つ知恵が満載

です。  

   プロが教える豆知識が満載      野生生物のゆるゆるな日々  

 

 

老いの重荷は神の賜物  
 

  樹木 希林   著 

 

 

わいるどらいふっ！  
 

  一日一種 著 

 

 
警視庁災害対策課ツイッター 防災ヒント110 

 

  日本経済新聞出版社    著 

家族の介護で今できること。  
 

  阿久津 美栄子  著 

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～」  



 11 月の新着図書（全23冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7622 食卓で育む伸び力 食育ずかん 
教育・子育て  

7623 本当の頑張らない育児 やまもとりえ 

7624 人は他人 異なる思考を楽しむ工夫 さわぐちけいすけ 結婚・離婚 

7625 私の記憶が確かなうちに クリスティーン・ブライデン 
こころ  

7626 「死ぬんじゃねーぞ！！」 中川翔子 

7627 暮らしの図鑑 薬膳 ちづかみゆき 
からだ・健康 

7628 カラダのおくすり体操 中村格子 

7629 幸せな着ぐるみ工場 かのうひろみ 
仕事 

7630 自分で「始めた」女たち グレース・ボニー(著）/月谷真紀（絵） 

7631 ひとりで暮らす、ひとりで支える 髙橋絵里香 

高齢社会・福祉 7632 病から詩が生まれる 大井玄 

7633 家族の介護で今できること。 阿久津美栄子 

7634 よかれと思ってやったのに―男たちの「失敗学」入門 清田隆之 男性関連 

7635 自分らしく幸せに生きるための１００の言葉 細谷知司 

生き方 
7636 老いの重荷は神の賜物 樹木希林 

7637 永田町小町バトル 西條奈加 
エッセイ・文学 

7638 農ガール、農ライフ 垣谷美雨 

7639 わいるどらいふっ！ 一日一種 

絵本  
7640 だいすきぎゅっぎゅっ 

フィリス・ゲイシャトー/ミム・グリーン

デイヴィット・ウォーカー 

7641 きもの番町 おしゃれのAtoZ 松田恵美 

その他 
7642 カクテルの図鑑ミニ 斎藤都斗武/佐藤淳 

7643 はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞 

7644 警視庁災害対策課ツイッター 防災ヒント１１０ 日本経済新聞出版社 
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図書＆パソコンコーナー 11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 
文化の日 

4 
振替休日 

5 
休館日 

6 7  8  9 10  

11 
休館日  

12 13 14  15 16 17 

18 
休館日  

19 20  21 22 
図書点検・

整理のため 
23
勤労感謝

の日 

24 

25 
休館日 

26 27 28 29 30  


