
毎日ムシムシと暑い日が続いています。じっとりと汗ばむ日々にうんざりしている方、涼し

い屋内で読書を楽しみませんか？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！ 

働き方と本の未来 

 転職活動で50社連続不採用、

従兄の死をきっかけに33歳でひ

とり出版社を起業した著者。たっ

たひとりですべてやる、自分の仕

事は自分でつくっていくほかな

い。誰かのための仕事は、決して

なくならない。 

 日々悩みながらも、誠実に生き

ていくことで開ける道があると、背中を押してもら

える一冊です。「夏葉社」の10年の歴史から、これ

からの働き方と本の未来が伝わってきます。 

女性ふたりの共同生活      

美容で悩んでいる人たちへ 

 女芸人コンビ、阿佐ヶ谷姉妹の

姉エリコさんと妹ミホさん。ふた

りは顔は似ていても、性格はやは

り違うところもあるようで…布団

の陣地や部屋の温度など、揉める

こともしばしば。地味だけれども

心温まる二人の暮らしを綴った

エッセイ、対談集です。 

 エリコさんとミホさんの語りはユーモアたっぷ

りで、何気ない話にも引き込まれ、楽しく読むこ

とが出来ます。  

 透明感のある美しい肌を保つに

は潤いが不可欠ですが、例えばド

ライヤーの使い方ひとつとっても

保湿のための注意点は多々ありま

す。肌を乾燥させる習慣を取り除

いて美肌になる「湿活美容」のほ

か、善玉菌を増やすスキンケア、

入浴法、食生活等、著者が日頃から心掛けている

習慣が掲載されています。 

 化粧ノリが悪い、肌がゴワつく、肌がゆら

ぐ…。そんな悩みをこの一冊で解決します。 

 今年2月に亡くなられた野村克也

さん。球界を代表する捕手として

活躍した後は監督を務め、球史に

残る名選手を次々に育て上げまし

た。 

 当時はまだ珍しかった「選手自

身に考えさせる」という指導法を

先駆けて行ってきたそうです。 

 ビジネス、スポーツ、教育、すべての現場に通ず

る、コーチングバイブル。心に響く”珠玉の言葉”

が満載です。 

 「教え方」の神髄とは 

  7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.180 

「蛍火の 今宵の闇の 美しき」 - 高浜虚子 - 

 

野村の教え方    

  野村 克也  著   

 

肌が乾くクセを全部やめてみた。    

野崎 萌香   著     

 

古くてあたらしい仕事 

島田 潤一郎     著 

 

阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし  

 阿佐ヶ谷姉妹   著   
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 計算、図形、立体、分数。

算数は紙に書いてある数字で

つまらないと思っていません

か？この本は平面の図形を立

体に組み立てたり、図形を分

割 し た り し な が ら、目 で 見

て、さわって、楽しく算数を

体験できる仕組みになってい

ます。 

 ルービックキューブは立方体で、これまでに世界

中で3億５千万個売れていて、それを全部並べる

と…なんて豆知識も書かれています。  

見てさわって楽しく身につく！ 作家の日常とこころのなか 

 誰しもさまざまなことに思いを

巡らせながら日々を過ごしていま

す。他者はどんなことを考えて暮

らしているのか。エッセイを読む

と、少しだけ他者の日常を知るこ

とが出来ます。 

 エピソードごとに掲載されてい

る写真の中には、筆者が飼っているかわいい猫の

姿も。 

 読み進めるうちに、自分の日常の中にある何気

ない幸せや、些細な喜怒哀楽をもっと慈しみたく

なる一冊です。 

 全国各地でショートショートの

書き方講座を開催している気鋭の

作家、田丸雅智による、各講座内

容をシンプルにまとめた画一冊で

す。 

 40分のワーク時間を含めた90

分の講座内でアイデア発想から作

品完成までを目指す「田丸式メソッド」を活用すれ

ば、作文が苦手な人や創作意欲があっても何をした

らいいかわからない人でも、面白く奇想天外なオリ

ジナルの作品が書けること間違いなしです！ 

 ガーデニング初心者向けの、手

入れが簡単な鉢植えはベランダや

狭い庭でも、スペースを気にせず

すぐに始められます。「美しい

花」、「うれしい実もの」、「き

れいな葉」は癒やし効果も抜群で

す。 

 一年中美しい葉が魅力のオリーブや蜜がマヌカハ

ニーとして有名なギョリュウバイなど、ガーデニン

グ界の重鎮がおすすめする90種類の木を、栽培カレ

ンダーつきでわかりやすく紹介します。   

ひと鉢から気軽に育てよう 創作の入門書として最適！ 

 

 

さわって学べる算数図鑑  

  朝倉 仁   監修 

 

たった40分で誰でも必ず小説が書ける 
超ショートショート講座     

 
田丸 雅智    著 

 

鉢植えで育てやすい花木・ 

実もの・きれいな葉     

   船越 亮二    著 

 

晴れの日散歩   

角田 光代   著 

 7月の新着図書（全23冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7811 それはあなたが望んだことですか 河野貴代美【編著】 女性学関連 

7812 いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るためのＱ＆Ａ１００ 岩田美香/髙良麻子【編著】 

教育・子育て 

7813 野村の教え方 野村克也 

https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/40744/4074401304.jpg


7814 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド 
清水悦子【著】/ 

たかはしみき【マンガ】 
教育・子育て 

7815 離婚後の子どもをどう守るか 
梶村太市/長谷川京子/ 

吉田容子【編著】 
結婚・離婚 

7816 離婚を考えたらこの1冊 石原豊昭/内海徹【共著】 

7817 
「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の 

「不可解」を理解する 
田中康雄 こころ 

7818 肌が乾くクセを全部やめてみた。 野崎萌香 

からだ・健康 

7819 ムセはじめたら、「1分のどトレ」 藤谷順子 

7820 古くてあたらしい仕事 島田潤一郎 

仕事 

7821 話すチカラ 齋藤孝/安住紳一郎 

7822 おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松静子【監修】 

高齢社会・福祉 

7823 シニアのラクラク1人分健康ごはん 髙城順子 

7824 阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ヶ谷姉妹 

生き方 

7825 ぼくらしく、おどる 大前光市 

7826 ついに、来た？ 群ようこ 

エッセイ・文学 7827 キケン 有川浩 

7828 晴れの日散歩 角田光代 

7829 さわって学べる算数図鑑 朝倉仁【監修】 

絵本 

7830 もりのかばんやさん ふくざわゆみこ 

7831 
たった40分で誰でも必ず小説が書ける 

超ショートショート講座 
田丸雅智 

その他 7832 どんな服でも似合う人になる着こなしの法則 森川和則【監修】 

7833 
鉢植えで育てやすい花木・ 

実もの・きれいな葉 
船越亮二 
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図書＆パソコンコーナー 7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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休館日  
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8 9 10 11  12 

13 
休館日 

14 15 16  17 18  19  

20 
休館日 

21 22 23 
海の日 

24 
図書点検・

整理のため  

25 26 

27 
休館日 

28 29 30 31 

 

  


