
心に響く、生き方のヒント    

 病床で亡くなるまで、メッセージ

を発信し続けた著者。本書は、著者

のツイッターでのつぶやきをまとめ

た、メッセージ集です。 

 「こころがざわつく時は、自分が

変わる時」「生き方はえらべる」

「沈まない程度に、もっと自由に」などなど。あた

たかく、優しいけれども、力強い…そんな著者の

メッセージは、しんどい時やちょっと迷った時、あ

なたを支え、勇気をくれるはず。  

手軽に作れるレシピが満載     

人生に役立つルールとマナー   

 とろみをつけた料理には、から

だを温め素材から出た栄養と味を

逃がさないといった効果やのどを

通りやすい等の長所があり、冷え

症に悩んでいる人や嚥下が気にな

るお年寄りにもおすすめです。 

 フリーランスの管理栄養士として活躍する著者

が、とろみ料理の利点をレシピと共に紹介してい

ます。冬が近づき、体調不良になりやすいこの時

期にぜひ手に取って欲しい一冊です。  

 学校・家庭・公共の場所などで

誰もが気持ちよく過ごすために守

らなければいけないルールは、生

活習慣が身につく子どもの内に学

ばなければなりません。この本で

は、35個の決まりごとを守るべ

き理由やコツと共に分かり易く紹

介しています。 

 この本の主人公、小学5年生のマナブとマナミ

と共にこれから生きていく上で大切な、社会の

ルールとマナーを勉強しましょう。   

 韓国で70万部突破のベストセ

ラーエッセイ。世界にたった一

人しかいない“自分”を大切に

して生きていくために、忘れな

いでほしい70のこと。作者自身

の実体験を交えたお話から、日

本と似ていて少し異なる韓国の

若者の現状や、考え方を知ることができます。 

挿絵のイラストも可愛く、読むと少し心が軽くなる

ような一冊です。あなたはあなたのままで生きて大

丈夫。  

 平凡な私たちへのエール   

本格的な冬が近づき、今年も残すところあとわずかとなりました。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。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！ 

  １2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.173 

「山茶花の 花のこぼれに 掃きとどむ 」 - 高浜虚子- 

 

私は私のままで生きることにした     
 

  キム・スヒョン   著 

 
10歳までに身につけたい大切なルールとマナー   

 

 
坂東 眞理子  著  

 

自分のせいだと思わない。 
 

小池 一夫  著 

 

からだが温まる とろみのレシピ    

 
  吉澤 まゆ    著 

発行日  
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番号 

書     名 著  者 分  類 

7645 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン 女性学 

7646 家事なんて適当でいい！ ボンベイ 

教育・子育て 

7647 １０歳までに身につけたい大切なルールとマナー 坂東眞理子 

 老いとの向き合い方、人間関係

のコツ、自分を大切にする心がけ

など、明るく暮らす秘訣が満載で

す。 

戦争を経験している著者の心構え

は、災害の多い今の時代にも大切

な学びとして響きます。 

「暮らしの手帖」前編集長として有名な松浦弥太郎

さんとの対談も収録。 

無理せず前向きに過ごすことが長生きの秘訣だと感

じさせられる一冊。すべての世代におすすめです。     

 悔いなく楽しく生きる 愛されるコミュニケーションとは  

 有名な芸能人をはじめとし、ア

ナウンサーやテレビ局社員など、

加藤さんが今まで一緒に仕事をさ

れてこられた沢山の方々の、コ

ミュニケ―ションに関するエピ

ソードとが書かれています。 

 その人の持つ魅力を存分に発見

し、伝え、私たちが実践するとよ

いコツを分かりやすく教えてくれる…アナウン

サーとして活躍する彼女ならではの内容です。   

 キライな人、イヤなこと…

それらが心に蔓延って、イラ

イラ・モヤモヤしたことはあ

りませんか？どこか不機嫌な

女の子がイライラする気持ち

に立ち向かう姿がユーモア

たっぷりに描かれています。

「それしかないわけないで

しょう」「みえるとかみえないとか」の著者がお

くる、自分一人ではどうすることもできないイヤ

な気持ちを優しく楽にしてくれる一冊です。    

 地震、大雨、河川の氾濫…災害

大国、日本。現在も台風の被害が

大きな爪痕を残しています。作者

は「読むだけでなく、本に書いて

あるサバイバル術をぜひ体験して

ほしい」と考えています。なぜな

ら考え体験してこそ、自分の力と

して身につくからです。 

SOS、火、水、ナイフ、シェルター等々。子ども

向けに企画された本ではありますが、大人も災害

時に役立つ知識・スキルが満載です。 

 生き抜くスキル！災害に備えよう   イヤな気持ちに効く処方箋 

 

 

１０１歳。ひとり暮らしの心得   
 

  吉沢 久子    著 

 

 

ころべばいいのに 
 

  ヨシタケシンスケ 著 

 

 
もしときサバイバル術Jr. 

 

  片山 誠 著 

会話は、とぎれていい   
 

  加藤 綾子   著 

 12 月の新着図書（全23冊） 



7648 仕事も育児も！ハッピーママ入門 加倉井さおり 教育・子育て 

7649 どんどん仲良くなる夫婦は、家事をうまく分担している。 水谷さるころ 結婚・離婚 

7650 一緒にいると楽しい人、疲れる人 有川真由美 

こころ 

7651 自分のせいだと思わない。 小池一夫 

7652 取れない疲れが一瞬で消える神ストレッチ 佐藤義人 

からだ・健康 

7653 からだが温まる とろみのレシピ 吉澤まゆ 

7654 会話は、とぎれていい 愛される４８のヒント 加藤綾子 仕事 

7655 ５０代、６０代からの衣職住 時を重ねて、自由に暮す 山中とみこ 

高齢社会・福祉 

7656 １０１歳。ひとり暮らしの心得 吉沢久子 

7657 ちょっと「はみ出せる」男の強み 潮凪洋介 男性関連 

7658 あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと 辰巳渚 

生き方 

7659 ９月１日 母からのバトン 樹木希林/内田也哉子 

7660 線は、僕を描く 砥上裕將 

エッセイ・文学 

7661 本日は、お日柄もよく 原田マハ 

7662 ころりん・ぱ！ ひらぎみつえ 

絵本 

7663 ころべばいいのに ヨシタケシンスケ 

7664 日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允 

その他 

7665 ラクするためのおいしい下ごしらえ 賢い冷蔵庫 瀬尾幸子 

7666 もしときサバイバル術Jr. 片山誠 

7667 漬けおきおかずの夜ラク献立 遠藤香代子 

7668 これからの女性の基礎力 坂東眞理子 女性学関連 
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図書＆パソコンコーナー 12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3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 

休館日 

30 
休館日 

31 
休館日 

 

    


