
ツボ押しで不調から抜け出す 

 人は、健康を害した際、その不

調をいち早く治すための近道を探

します。しかし、症状のある部位

だけを局所的にケアしても改善が

見込めないことはしばしばありま

す。例えば足裏の色から消化器系

の不調や余分なエネルギーが原因

の疲労の有無が判断できる等体のポイントはまるで

地図のように繋がっています。 

 本書を活用し、不調の原因や解決へのヒントを

探ってみましょう。    

「男」として生きるということ       

無理せず続ける健康ごはん 

 性別によって求められる役割や

進路選択、期待のされ方が違う日

本。 

 そのことに気付かずに、また

「男らしくあれ」という見えない

圧力に窮屈な思いをしたまま大人

になる若者も多くいます。男性学の視点から進

路・生き方をとらえなおすとともに、若者への

エールを込めて、男子の在りようを提言します。

将来の進路を考える高校生の皆さんにぜひ読んで

もらいたい一冊です。  

 ６０代の今が一番元気と語る料

理研究家が、野菜の力を引き出す

レシピを教えてくれます。調味料

も作り方もシンプルなので、栄養

のある食事をとりたいけれど、忙

しくて料理をする時間がない方

や、これまで料理にチャレンジし

たことのない方にもおすすめです。 

 内臓を温めてくれる調理法のコツや、旬の野菜

を使ったレシピを参考に、免疫力を保って元気に

過ごしましょう。 

 イギリス『エコノミスト』元編

集長の著者が日本女性22人にイン

タビュー。女性の活躍によって導

かれる日本の未来を解説します。 

 インタビューを受けた方たちの

職業は、ジャーナリストや起業

家、芸 術 家、外 交 官、非 営 利 法

人、研究職など。彼女たちの経験

談から、リーダーシップを発揮し活躍する人や、政

界やビジネスで成功したり地域社会に貢献したりす

る人の特徴や長所も見えてきます。 

これから数十年後の日本のために 

日中の時間が長くなり、暖かくなってきましたが、あまり外を出歩けない日々が続い

ています。 コムズ２階図書コーナーでは、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。感染症の流行が収束し、日常が戻った際には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。 

  5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.178 

「一様に 筍さげし 土産かな」 - 高浜虚子- 

 

日本の未来は女性が決める 
   

ビル・エモット 著 
川上 純子   訳 

がんばらない料理  
続けられるから、からだもうれしい。   

  
 

たなかれいこ  著    

 

不調と美容のからだ地図    
 

市野 さおり    著 

 

男子が10代のうちに考えておきたいこと  

 田中 俊之   著 
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 いたずらモンスターのラ

リーが持っているのは魔法の

絵本。本当は誰でも触ってい

いものじゃないけど、書いて

ある通りにしてくれるなら…

と差し出されたのは、子どもたちの好奇心を刺激す

る仕掛けの施された絵本です。ただ本を読んでもら

うだけではじっとしていられない、遊びたい盛りの

子も、きっと夢中になってくれます。 

 未就学児にヒットすること間違いなしです。ぜひ

親子で読んでみてください。 

ダメと言われるとやりたくなる 季節の色どりと、ふたりの暮らし 

 ゆずの黄色。イチゴの赤。柿

のだいだい。庭の木の鮮やかな

緑。桜のピンク。空の青。津端

さんご夫婦の色あざやかな写真

がたくさん掲載されており、見

て、読んで楽しい一冊になって

います。 

 家具や贈り物、季節の料理や食器、畑の看板、

修一さんの絵手紙。おふたりが時をため、コツコ

ツ積み上げてきたこだわりの詰まった素敵な暮ら

しを覗いてみましょう。 

  

 明治から昭和にかけて活躍し

た日本人建築家63人の物語と、

その代表建築をイラストと文章

で解説した一冊です。 

 全国的に有名な建築家以外に

も、愛媛県庁舎や萬翠荘を建て

た木子七郎さんや、八幡浜市の

日土小学校や松山市内にもいく

つもの施設を建てた松村正恒さんなど、愛媛にゆ

かりのある建築家も掲載されています。建築家の

人柄を知れば、身近な建築物も面白く見えてきま

す。  

 新型コロナウイルスの影響で学

校給食が停止になり、全国的に乳

製 品 が 余 っ た 際、俄 か に「蘇 作

り」が流行ったことを知っていま

すか？蘇とは牛乳を煮詰めて作る

飛鳥時代や奈良時代のお菓子で、

日本史の教科書の序盤に登場します。本書は縄文

時代から大正時代まで、人々が愛した料理の作り

方や歴史的背景も掲載しています。 

 行動が制限され気が滅入る日々が続いています

が、この機会に歴史に思いを馳せてみませんか？  

作って味わってみよう 名建築に込められた想いとは？ 

 

 

ぜったいにさわっちゃだめ？   
 

  ビル・コッター   著 

 

 

日本の建築家解剖図鑑   
 

  二村 悟    著 

 

歴史ごはん  

信長 秀吉 家康たちが食べた料理    

   永山 久夫   著 

 
あしたも、こはるびより。   

 
つばた英子 / つばた修一  著 

 5月の新着図書（全21冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7766 女性学・男性学 ジェンダー論入門 第3版 

伊藤公雄 / 樹村みのり / 

國信潤子 
女性学関連 

7767 日本の未来は女性が決める！ 

ビル・エモット / 

川上純子【訳】 



7768 マンガでわかる子育てコーディネート 

山本ユキコ / 

ながさわゆみこ 教育・子育て 

7769 小学生なら知っておきたい教養366 齋藤孝 

7770 悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森古都 こころ 

7771 がんばらない料理 続けられるから、からだもうれしい。 たなかれいこ 

からだ・健康 

7772 不調と美容のからだ地図 市野さおり 

7773 余計なことはやめなさい！ 氏家健治 仕事 

7774 老～い、どん！ 樋口恵子 

高齢社会・福祉 

7775 50歳から準備する定年後の生き方 野口京子 

7776 男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 男性関連 

7777 あしたも、こはるびより。 

つばた英子 / 

つばたしゅういち 
生き方 

7778 あの日のスケッチ 松本泰子 

7779 イマジン？ 有川ひろ 

エッセイ・文学 7780 熱源 川越宗一 

7781 Medium［メディウム］ 相沢沙呼 

7782 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本雄司 

絵本 7783 ぜったいに さわっちゃダメ？ ビル・コッター 

7784 ぜったいあけちゃダメッ！ 

アンディ・リー / 

林木林【訳】 

7785 日本の建築家解剖図鑑 二村悟 

その他 

7786 歴史ごはん 信長 秀吉 家康たちが食べた料理 永山久夫 
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図書＆パソコンコーナー 5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 
休館日  

2 
休館日 

3 
休館日 

4 
休館日 

5 
休館日 

6 
休館日 

7 
休館日  

8 
休館日  

9 
休館日 

10
休館日  

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 24 

25 
休館日 

26 27 28 29 30 31 

新型コロナウイルス感染症の感染

予防・拡大防止のため、11日まで

休館いたします。  


