
毎年６月２３日～２９日は「男女共同参画週間」です。今年度の内閣府が掲げる男女共同参画

週間のキャッチフレーズは、「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」「ワクワク・

ライフ・バランス」に決定しました。コムズ２階図書コーナーには、共同参画にまつわるものを

はじめ、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。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！ 

生きるために大切なこと  

 ホスピス医として3000人以上

を看取ってきた著者が、子どもた

ちに知っておいてもらいたい、

“死”や“生き方”の考え方につ

いて、自分らしく生きていくため

に必要な支えについて気付かせて

くれる内容です。 

 また、２人の中学生ユキとはる

かの例を挙げ、苦しみ・悩みとの向き合い方や自己

肯定感の育み方など、人生を歩み続けるために大切

なことを教えてくれます。 

４つのステップで始める！     

記憶、心に残っている言葉  

 就職や転職の悩みを解決して

いくヒントは、歩んできた道の

どこかにある。「やり直しの生

き方」を実践したカウンセラー

が、誰にでもできる4つのステッ

プで自己を理解し、新たな未来

の設計図となるキャリアデザイ

ンを始めるためのとっておきの方法を教えます。 

 コラムとワークで構成されており、大学生から

60代以上のシニア世代まで、幅広い方を後押し

する納得のキャリア手引書です。   

 子どもの頃に掛けてもらった

言葉は、意外と覚えていたりす

るものです。育ててくれた人た

ちとの日々を振り返り、それは

今の自分をかたち作っている要

素のひとつだと気付きます。 

 香山りかさんや上野千鶴子さ

ん、落合恵子さんなど、声を上げ発信する著名な

方たちの“子どもの頃”を振り返り、子どもに

とって必要なこととは何か、一緒に考えてみま

しょう。   

 ジェンダーを勉強すると浮か

ぶ、イクメンにならないといけな

い？日本はＬＧＢＴに寛容？フェ

ミニズムって危険な思想？なんで

ジェンダーのゼミにいるのに化粧

してるの？性暴力って被害にあう

側にも落ち度があるんじゃない？

等々の疑問に、あなたはどう答えますか？ 

 ジェンダー研究のゼミに所属している学生たち

が、友人や知人から実際に受けた質問に対して、真

剣に考え議論し、誠実に回答したQ&A集です。 

 ジェンダー入門書に最適！ 

  6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.179 

「底の石 ほと動き湧く 清水かな」 - 高浜虚子 - 

 

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた    
  佐藤 文香  監修 

一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同  著   

 

わたしも昔は子どもでした。   
 

『子どものしあわせ』編集部  編     

 

折れない心を育てるいのちの授業 
    

小澤 竹俊    著 

 

七転び八起きのキャリアデザイン  

 小倉 克夫  著   

発行日  
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 南海トラフ地震や首都直下地震

のような大地震の、30年以内の

発生率は70～90％だと言われて

いますが、いつか来るだろう「そ

の 日」は「今 日」か も し れ ま せ

ん。 

 この本では災害時に必要になる

物資の種類や救助の技術、ボーイスカウト直伝のサ

バイバル術などが掲載されています。災害に対して

何をしていいのかわからず、心配している人たちに

読んでもらいたい防災本です。       

 心配が安心に変わる！ こんな考え方はどうだろう 

 ある日、学校に向かう「ぼ

く」は、途中で会った友だち

のお母さんから「学校どう？

たのしい？」と聞かれた。そ

う言われると、学校って何？

楽しいって何？と取り留めの

ない疑問が膨らんでいく。 

 漠然としていて明確な正解

のないテーマが、柔らかい言葉と絵で描かれてい

ます。道徳的な12の疑問について、深く自分自身

に問いかけ、考えさせられる絵本です。 

 家で過ごす時間が増えている今

だからこそ、本の世界で遠い異国

へ出かけてみませんか？渡仏歴約

１００回のトラベルライターが、

特に心に響いた３０の村を案内し

てくれます。      

 それぞれの村の見どころを、滞

在中のエピソードを交えて紹介し

ており、本を開けば、石畳の道やブドウ畑など、日

本とは異なる風景が広がっています。写真が豊富な

この本なら、気分転換にぴったりです。  

 人気No.1料理ブロガー山本

ゆりさんによる、1冊丸ごと電

子レンジ料理のレシピ本です。 

 「食べる器でチン! 速攻ごは

ん」「帰ってチン! 出来立て

熱々キット」「材料一つで即一

品」など、驚きの簡単レシピが

満載で、料理の幅が広がること間違いなし。作り方

の一言ポイントや、作った方の感想も掲載されてい

ます。この一冊で毎日の生活が、人生が、ほんの

ちょっと変わるかもしれません。  

あのメニューをレンジで！  本の世界でフランス旅行 

 

 

“今”からできる！日常防災   
 

  永田 宏和  著 
ボーイスカウト日本連盟  監修 

 

 

フランスの一度は訪れたい村    
 

坂井 彰代   著 

 

syunkonカフェごはん 

レンジでもっと！絶品レシピ 
    

   山本 ゆり   著 

 
なんだろうなんだろう   

 
ヨシタケシンスケ  著 

 6月の新着図書（全24冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7787 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 
佐藤文香【監修】/一橋大学社会

学部佐藤文香ゼミ生一同【著】 
女性学関連 

7788 にじいろ子育て 本田秀夫 

教育・子育て 7789 世界最高の教室 ダイアン・タヴァナー 

7790 わたしも、昔は子どもでした。 『子どものしあわせ』編集部【編】 



7791 折れない心を育てるいのちの授業 小澤竹俊 こころ 

7792 足がスッと上がるようになる５秒キープの筋肉貯金 宮本晋次/佐々木政幸 

からだ・健康 

7793 専門医が語る子宮とのつきあい方 梶原健/三輪真唯子 

7794 七転び八起きのキャリアデザイン 小倉克夫 仕事 

7795 ラクゆる介護 井上雅樹 

高齢社会・福祉 

7796 一〇三歳、ひとりで生きる作法 篠田桃紅 

7797 人生なんてわからぬことだらけで死んでしまう、それでいい。 伊集院静 

生き方 

7798 ひでこさんのたからもの。 つばた英子/つばたしゅういち 

7799 流人道中記〈上〉 浅田次郎 

エッセイ・文学 

7800 流人道中記〈下〉 浅田次郎 

7801 最後の医者は雨上がりの空に君を願う〈上〉 二宮敦人 

7802 最後の医者は雨上がりの空に君を願う〈下〉 二宮敦人 

7803 ことのはロジック 皆藤黒助 

7804 流浪の月 凪良ゆう 

7805 なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ 

絵本 

7806 鉱物キャラクター図鑑 
松原 聰【監修】/いとう みつる

【イラスト】 

7807 “今”からできる！日常防災 
永田宏和/ボーイスカウト日本

連盟【監修】 

その他 

7808 フランスの一度は訪れたい村 
坂井 彰代【著】/伊藤 智郎【写

真】 

7809 syunkonカフェごはんレンジでもっと！絶品レシピ 山本ゆり 

7810 歩く江戸の旅人たち 谷釜尋徳 



愛
媛
新
聞
社 

市
役
所 

三番町通 

銀行 

県 庁 

コムズ 市 駅 

ＧＳ→ 

南堀端 
Ｊ
Ｒ
松
山
駅 

Ｒ１９６ 

図書＆パソコンコーナー 6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 3 4 5  6  7  

8 
休館日 

9 10 11 12  13  14 

15 
休館日 

16 17  18 19  20 21 

22 
休館日 

23  24 25 26 
図書点検・

整理のため 
27 28 

29
休館日  

30 
 

 

  
  


