
人生後半戦の生き方を考えよう 

 「人生100年時代」と言われ、

定年後も働く人が多くなりつつあ

ります。社会からは、シニア世代

の活躍が求められているのです。 

 定年後のお金や働き方につい

て、どういう役割が期待され、ど

んな環境で働くのか。そして、働

くことの意味は…？具体的な探し方や多彩な働き方

など、役立つ情報が満載です。さらに、自分の道を

見つけた方たちの経験談も掲載されています。行動

に起こすためのヒントが見つかるかもしれません。 

「在宅で最期を迎える」ための

Q&A集      

女と仕事のあれこれを綴る 

 「家にいたい」と希望するお年

寄りは、やはり多いようです。独

居でも、在宅死は不可能ではあり

ません。末期がんのケース、夜に

何かあったときは？認知症の場合

は？ずばりお金はいくら必要？家

族ができることは？「おひとりさま」シリーズの

著者上野千鶴子氏が聞き、30年高齢者の在宅死

を支えてきた小笠原先生が答えます。また、先生

が見てきた具体的な事例も沢山紹介されていま

す。 

 彼女たちは自由に、そして、

自分らしさを見つめながら働い

ています。フリーランスとして

変わった案件を扱う仕事、経験

を生かした起業、一念発起した

転居と出店、ノマドナースとい

う働き方、あこがれの先輩との

記憶、家族との関係、仕事や生

活の変化…。彼女たちに共通しているのは、仕事

も生き方も、自分の意志で選択をしてきたという

ことなのです。 

 疲労回復、便秘解消に効果が

あり、また、抜群の美容効果で

近年注目されている甘酒。本書

には現役の医師が実践している

甘酒を活用した調理法や市販の

甘酒の特徴や効果が紹介されて

います。また、甘いものが苦手

な人にもおすすめの麹水や麹を

ベースにした調味料の作り方も掲載されています。

日々の元気の回復や生活習慣病の予防、アレルギー

対策にぴったりな一冊です。  

 甘酒の健康・美容効果とは 

春はまだ浅いながらも、温かく柔らかな日差しが待ち遠しい季節となりました。 

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！ 

  2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.175 

「過ぎて行く 日を惜しみつつ 春を待つ」- 高浜虚子

 

Dr.クロワッサン 若返る 甘酒・麹の健康法     
 

  マガジンハウス    著 

 
女と仕事「仕事文脈」セレクション 

 

 
仕事文脈編集部   編  

 

定年後も働きたい。 
 

松本 すみ子   著 

 

上野千鶴子が聞く    
小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？ 
上野 千鶴子/小笠原 文雄    著 
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 派手なダンスファッション専門

店は、夜には気まぐれな夜食カ

フェに変貌します。店のオーナー

のシャールのもとには様々な事情

を抱えた人々が集まります。仕事

一筋のキャリア女性、震災以降手

料理を食べなくなった男の子、仕

事に絶望したライター…。心や体

を病んだ彼らを救うのは、シャールの作る温かくて

栄養たっぷりな料理の数々。読み終わるころには幸

福感と爽快感そしてわずかな空腹感で満たされる一

冊です。      

癒しを求めるすべての人へ 美しく歳を重ねたい貴方へ  

 女優である八千草薫さんが、

暮らしや仕事、趣味の山登り、

老いや病気について語るフォト

エッセイです。題名は馬馬虎虎

と書き、中国語で「いい加減」

という意味だそうです。 

 夫から「いい加減を目指しな

さい」と言われていた著者。老いと向き合いなが

ら一人で暮らす日々を、「まあまあ楽しく暮らし

ています」と語ります。しなやかに生きるヒント

が満載の一冊です。    

 本の魅力にとりつかれた初め

ての1冊は？本を好きになるには

どうしたらいい? 

 年間100冊以上の本を読む、

女優であり現役中学生の著者

が、本当は教えたくない“秘密

の約100冊”をご紹介。 

 読んだ年代順、ジャンル別に

本が紹介されており、これから読む本を探してい

る子どもから大人まで楽しく参考になる一冊で

す。著者の読書愛が伝わり、今すぐ本を読みたく

なるはず。  

 この本は、「法律は国民みん

なのためのルールなのに、みん

なにわかるように書かれていな

い」という問題意識から作られ

ました。こども六法は、刑法・

少年法・民法などの中から特に

子どもに関連する項目を挿絵や

例題とともに紹介しています。

大きな社会問題となっている、いじめや児童虐

待、性的搾取といった危険から身を守るためにも

社会のルールを学びましょう。  

子どもに関係のある法律集 芦田愛菜ちゃんが読んだ100冊！ 

 

 

マカン・マラン 
 

  古内 一絵     著 

 

 

まなの本棚 
 

  芦田 愛菜 著 

 

 
こども六法 

 

   山崎 聡一郎 著 

まあまあふうふう。 
 

  八千草 薫 著 

 2月の新着図書（全24冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7693 ＃KuToo靴から考える本気のフェミニズム 石川優実 女性学関連 

7694 子どもが元気になる無料塾 無料塾ひこざ 教育・子育て 

7695 誰にも言えない夫婦の悩み相談室 小野美世 

結婚・離婚 

7696 夫婦喧嘩は買ったらダメ。勝ったらダメ。 野々村友紀子 



図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7697 多様性のレッスン 安積遊歩/安積宇宙 

こころ 

7698 あなたの脳のしつけ方 中野信子 

7699 Dr.クロワッサン 若返る甘酒・麹の健康法 マガジンハウス 

からだ・健康 

7700 てんきち母ちゃんの太らない！日持ちおかず 井上かなえ 

7701 女と仕事「仕事文脈」セレクション 仕事文脈編集部 仕事 

7702 定年後も働きたい。 松本すみ子 

高齢社会・福祉 

7703 
上野千鶴子が聞く  
小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？ 上野千鶴子/小笠原文雄 

7704 男の不作法 内館牧子 男性関連 

7705 まあまあふうふう。 八千草薫 

生き方 

7706 生き抜くチカラ 為末大 

7707 マカン・マラン 古内一絵 

エッセイ・文学 7708 ツナグ 想い人の心得 辻村深月 

7709 まなの本棚 芦田愛菜 

7710 こども六法 山崎聡一郎 

絵本 7711 ノラネコぐんだんカレーライス 工藤ノリコ 

7712 グランデュードのまほうのコンパス ポール・マッカートニー 

7713 今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井詩万 

その他 

7714 自分のことは話すな 吉原珠央 

7715 おたのしみ歳時記 杉浦さやか 

7716 春風亭一之輔 師いわく 春風亭一之輔/キッチンミノル 
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図書＆パソコンコーナー 2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 

3 
休館日 

4 5 6  7  8 9  

10 
休館日  

11
建国記念

の日 

12 13  14 15 16 

17 
休館日  

18 19  20 21 

 

22 23 
天皇誕生

日 

24 
振替日 

25 
休館日 

26 27 28 
図書点検・

整理のため 
29  


