
日本の常識の外側に立つ 

 14歳で欧州を一人で旅し、さま

ざまな国の人とふれあってきた漫

画家が、自分の世界観を形作った

海外でのエピソードを紹介してく

れます。 

 多彩な美の基準、アジア人女性

の魅力など、日本にいると気付く

ことのできないことも教えてくれます。著者が現在

住んでいるイタリアの恋愛事情や、男性のおしゃれ

など、異国の姿が生き生きと浮かび上がってくる一

冊です。  

誰かのために、自分のために     

介護に携わるすべての人へ 

 日々の暮らしを大切に、ていね

いに積み重ねてきたつばたさんご

夫婦。 

 夫のしゅういちさんが亡くなっ

た後も、自分にできることをコツ

コツ、日常を続けていく英子さ

ん。毎日の食事を大切にし、いくつになっても好

奇心を失わず、好きだと思ったことは新しいこと

にも挑戦する…何気ない日々を楽しく、そして心

を豊かにする生き方が詰まった一冊です。   

 介護は、移乗や入浴・排泄介助

など、正しい手順を踏まないと負

担が大きくなってしまいます。実

際、力任せに動かそうとしたり、

無理な動きをさせたりすることで

痛みや恐怖を与えてしまった事例

は少なくありません。 

 本書では、被介助者が自力で動作を行う方法や

介助者が全面的にサポートする方法が3段階に分

けて紹介されています。家庭で介護を行う方から

介護職の方まで、幅広く対応した介助書です。  

 「フェミニズムは“わたし”

か ら 出 発 す る。個 人 的 な こ と

は、政治的なことだから！」本

書を読めば、多くの女性が感じ

るモヤモヤや生きづらさの原因

の在り処が見えてきます。  

 結婚、恋愛、子育て、セクハ

ラ、母と娘、夫婦の葛藤、おっさん的想像力、性の

話、などなど。上野さんと田房さんの対談で、わか

りやすく読み進めることが出来ます。  

 じつは身近な“フェミニズム” 

新しい生活がスタートする４月。気持ちを新たにし目標をもって過ごしていきたいも

のです。 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！ 

  ４月のオススメ新着図書（8冊）                  

私、家族、地域から 踏み出そう共同参画への一歩 

コムズ・ライブラリー通信 

Ｖol.17７ 

「鶯や 文字も知らずに 歌心」 - 高浜虚子- 

 

上野先生、フェミニズムについて 
ゼロから教えてください！   

 

  上野 千鶴子 / 田房 永子    著 

イラスト・写真でよくわかる 
力の要らない介助術   

 

福辺 節子【監修】    

 

地球生まれで旅育ち ヤマザキマリ流人生論   

ヤマザキマリ   著 

 

ふたりからひとり ときをためる暮らし それから 

 つばた英子 / つばたしゅういち  

発行日  
 2020/４ 



 こちらは、「第12回ＭＯＥ絵

本屋さん大賞２０１９」で第１

位に選ばれた作品です。主人公

の「ねこ」は、今まで誰にも名

前を付けてもらったがありませ

ん。名前がある猫たちがちょっ

ぴり羨ましい…。 

 名前のない「ねこ」が最後に

見つけた、本当に欲しかったものとは？猫好きの方

はもちろん、そうでない方も、色鮮やかに描かれる

絵と心温まるラストに癒されるはずです。 

      

 本当に欲しかったのは… 美味しい可愛いエッセイ集 

 『いっぱい美味しいものを食

べることよりも、いっぱい美味

しいって感じられることのほう

がきっと幸せだ。』 

 女優でモデルの著者による、

子ども時代から母になった現在

までの「食」にまつわるエッセ

イ集です。環境の変化と共に変わってきた食事情

と、少し切なくも大事な思い出の数々。 

 著者によるイラストも満載で、読むとお腹がぐ

うと鳴ること間違いなしの優しい一冊です。 

  

 いつ、どんな状況でやってくる

かわからない災害に、こども自身

で備えられるようになるための本

です。地震やその他の災害時、学

校・通学路・町・家などで、どう

命を守るのかを解説します。 

 また、危険を減らす生活の工夫

や避難方法を大きなイラストや写真で紹介してお

り、簡易ランタンやハザードマップの作り方・新

聞紙の活用法などもしもの時に役立つ情報も載っ

ています。 

 クックパッドニュースの中か

ら、厳選したスイーツを紹介して

います。クックパッドで長く愛さ

れている人気お菓子はもちろん、

話題のお菓子も多数入った一冊で

す。 

 巻頭では、つくれぽ1000人以

上の「殿堂入り」の鉄板お菓子レシピを掲載して

おり、お菓子作り初心者でも安心して作れます。 

 普段のおやつタイムはもちろん、記念日のお祝

い、大切な方へのプレゼントに役立ててくださ

い。   

1000人が支持するレシピも掲載 災害の瞬間の身の守りかた 

 

 

なまえのないねこ  
 

  竹下文子【文】/町田尚子【絵】 

 

 

親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本   
 

  今泉 マユ子   著 

殿堂入りレシピがスゴイ！ 

クックパッドの大人気お菓子   

   クックパッド株式会社  著 

 
おなかのおと  

 
菊池 亜希子 著 

 4月の新着図書（全2６冊） 
図書 

管理番号 
書     名 著  者 分  類 

7740 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 上野千鶴子/田房永子 女性学関連 

7741 ホカツと家族 アサダワタル 

教育・子育て 7742 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見陽平 

7743 アドラー流子育てベーシックブック 
キャサリン・J・ボルス/ 

塚越悦子【訳】 



7744 
子どもの発達が気になったらはじめに読む発達心理・発達

相談の本 
加藤弘通/岡田智 

こころ 7745 不安さんとわたし ナガノハル 

7746 いちいち気にしない心が手に入る本 内藤誼人 

7747 女性のがん 心のケア 大西秀樹 からだ・健康 

7748 売上を、減らそう。 中村朱美 

仕事 

7749 今いる場所で突き抜けろ！ カル・ニューポート 

7750 イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 福辺節子 高齢社会・ 

福祉 7751 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友直子 

7752 天才の思考 高畑勲と宮崎駿 鈴木敏夫 男性関連 

7753 この世を生き切る醍醐味 樹木希林【著】 

生き方 

7754 地球生まれで旅育ち ヤマザキマリ流人生論 ヤマザキマリ 

7755 ききがたり ときをためる暮らし つばた英子/つばたしゅういち 

7756 ふたりからひとり ときをためる暮らし それから つばた英子/つばたしゅういち 

7757 巡礼の家 天童荒太 

エッセイ・文学 7758 おなかのおと 菊池亜希子 

7759 祝祭と予感 恩田陸 

7760 なまえのないねこ 
竹下文子【文】/ 

町田尚子【絵】 
絵本 

7761 夢と冒険の旅 世界一周ガイド 吉田友和 

7762 
富士箱根ゲストハウスの外国人宿泊客はなぜリピーターに

なるのか？ 
髙橋正美 

その他 

7763 
難しい数式はまったくわかりませんが、相対性理論を教え

てください！ 
ヨビノリたくみ 

7764 親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本 今泉マユ子 

7765 殿堂入りレシピがスゴイ！クックパッドの大人気お菓子 クックパッド株式会社 
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図書＆パソコンコーナー ４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 
  

4 5 

6 
休館日 

7 8 9  10  11 12  

13 
休館日 

14 15 16  17 18 19 

20 
休館日  

21 22  23 24 
図書点検・

整理のため 
25 26 

27 
休館日 

28 29   
昭和の日 

30 31   


