
誰でもできる健康レシピ集 

 みそには乳酸菌、食物繊維、アミ

ノ酸などの成分が含まれており、栄

養の宝庫と呼ばれています。昔から

長寿食として食卓を彩ってきたみそ

汁は最近では更年期障害や胃がんの

予防にも効果があるとして注目され

ています。 

 にはあさりやなめこなどの定番の食材に加え、チー

ズ等の具材もおいしく調理できるレシピが載っていま

す。沢山のバリエーションの中から自分にあったみそ

汁を探してみましょう。 

今年は相続法が変わる！     

脳を知ることで人間を知る 

 昨年から今年にかけて約40年

ぶりに改正されることとなったの

が、相続に関する法律です。中で

も配偶者の権利である「配偶者短

期居住権」と「配偶者長期居住

権」は新たに導入が決定した権利

です。この本は死亡届の出し方や遺産相続の手順

など、身内が亡くなったあとの手続きを完全網羅

しています。故人に寄り添う時間を確保するため

にも知っておくべき問題を把握しておきましょ

う。 

 「脳の働きについて、世の中に

いちばん語りたいことは？」との

問いに専門家40名が答えていま

す。 

 ページ数が多く、少し難しそう

に見える本書ですが、脳科学の専

門書とは一味違う内容となってい

ます。「双子は離れて育っても性格が似る」「痛

みはどこで生じるか」「美人はなぜ美しいのか」

など、誰かに話したくなる脳の雑学を知ることが

できます。  

 楽しい時もそうでない時も、

夫婦、そして家族で過ごした日

常が綴られます。妊娠・出産期

の不安や不調、子育ての楽しさ

とモヤモヤ…かわいいイラスト

で描かれるエピソードは、多く

の方々から共感を得ています。 

 パートナーに対しても子どもに対しても、沢山の

愛であふれた著者家族の関係が伝わってきます。妻

の気持ちだけでなく、夫のコメントも沢山読むこと

ができます。  

 愛に満ちた家族の記録 

春の訪れを感じる３月、卒業のシーズンでもあります。自分自身を振り返り、新たな

一歩のきっかけとなるような本をコムズで探してみませんか？ 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。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！ 

  3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.176 

「春寒も いつまでつづく 梅椿 」 - 高浜虚子- 
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 白髪を隠さない“グレイヘア”

を選んだ近藤さんは、染める煩わ

しさ、かぶれの不安、若く見せな

ければ…といった徒労感から解放

されたそうです。 

 「しらがを染める人もいれば、

染めない人もいる、そんな自由で

多様性に富んだ社会のほうがステ

キです。」近藤さんの、“グレイヘア”という決断

を通して、心を軽くして自由に生きるための考え方

が綴られています。      

 生き方の選択肢をもっと自由に 会社に代わる居場所を探そう  

 定年を迎えたあと、やりたい

こ と は あ り ま す か？定 年 を 機

に、新しいことにチャレンジし

てみるのも良いかもしれませ

ん。 

 本書は体操や手芸、お菓子作

りといった趣味分野だけでな

く、防災訓練などの地域イベントや、街の清掃・

認知症サポーターなどのボランティアといった、

地域との様々な関わり方を提案します。自分に

合った定年後の時間を過ごすため、参考にされて

みてはいかがでしょうか。 

 ゴミ箱の横にわごむが落ちて

い た。お 母 さ ん に「ち ょ う だ

い」って言ったら「いいよ」っ

て言ってもらえた！お兄ちゃん

のお下がりでも、みんなで使うものでも、ちょっ

とだけ貸してもらうものでもない、自分だけのも

の。夜は一緒にお風呂に入って一緒に眠ってそれ

からそれから…。 

 ヨシタケシンスケが描く、自分だけの宝物を手

に入れた女の子のほのぼのとした物語。 

 いよいよ今年の7月から東京オ

リンピック・パラリンピックが始

まりますが、どんな競技が行われ

るのかきちんと把握しています

か？現地に行く人も、テレビの前

で応援する人も競技のルールや見

どころを事前に勉強しておけば観

戦する楽しみは倍増します。 

 この本ではオリンピックの歴史をはじめ、各競

技に関するウンチク、雑学などが紹介されていま

す。オリパラ開催直前の今だからこそ読んでほし

い一冊です。  

 読めばオリパラをもっと楽しめる！ このわごむはわたしのだ！ 

 

 

グレイヘアと生きる  
 

  近藤 サト    著 

 

 

わたしのわごむはわたさない  
 

  ヨシタケシンスケ  著 

 

 
オリンピック競技おもしろ大全  

   雑学総研  著 

 
定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー  

 
清水 孝幸  著 

 3月の新着図書（全2３冊） 
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番号 

書     名 著  者 分  類 

7717 92歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て 大川繁子 

教育・子育て 

7718 こんぶ日記 こよなく愛する旦那と息子と時々おしり こんぶ 

7719 夫婦のミゾが埋まらない 渡辺大地 結婚・離婚 



7720 繊細さんが「自分のまま」で生きる本 武田友紀 

こころ 

7721 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた 
デイヴィッド・J・リン

デン【編著】 

7722 免疫力アップの健康みそ汁 石原新菜 

からだ・健康 

7723 骨ストレッチでスポーツ 松村卓 

7724 
大切な身内が亡くなったあとの手続きの本最新版 

 2020年の相続法改正に対応 
枻出版社 法律関連 

7725 「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原洋平 

仕事 

7726 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山真由 

7727 社労士さんに聞いた年金と老後とお金の話 
全国社会保険労務

士会連合会【監修】 
高齢社会・福祉 

7728 半ダース介護 井上きみどり 

7729 定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー 清水孝幸 男性関連 

7730 グレイヘアと生きる 近藤サト 生き方 

7731 展望塔のラプンツェル 宇佐美まこと 

エッセイ・文学 7732 桔梗の旗 谷津矢車 

7733 幸せ運ぶコーヒータイム 米山公啓 

7734 続ざんねんないきもの事典 今泉忠明【監修】 

絵本 

7735 わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ 

7736 東京の美しい本屋さん 田村美葉 

その他 

7737 オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 

7738 歌舞伎はじめて案内手帖 
君野倫子【著】/松本

幸四郎【監修】 

7739 シート１枚で論理的に伝える技術 渡辺まどか 
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図書＆パソコンコーナー 3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 
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