
甚大な被害をもたらした大雨が去り、本格的な夏になりました。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。コムズはお盆も通常通り開館

しています。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人に1人！？エンパスとは 

 人の感情や身体的な症状を、まる

で自分のことのように感じてしま

う、共感力が極端に強い人のことを

エンパスと言います。共感力は一つ

の才能であると語る著者による、繊

細で共感力が高い人が、ストレスを

感じないで過ごす方法や、より気楽

に人生を生きていくためのヒントが書かれた本で

す。 

 他人といると疲れると感じたことがある方は、も

しかするとエンパスかもしれません。 

もっとラクに生きられる言葉の魔法    

「愛着」という安全基地 

 今の人生に満足できなかった

り、解決したい悩みがあったり。   

 そんな時、もっと頑張ろうとし

なくても、ほんの少し考え方を変

えるだけで、あなたの世界は大き

く変わるかもしれません。 

 本書には生き方や考え方に前向きな変化を与え

てくれる“魔法の言葉”が詰まっています。カラ

フルで可愛いイラストも満載です。見て、読ん

で、楽しむことが出来ます。ぜひ手に取ってみて

ください。    

 愛着障害には不安型・安定型・

回避型といった複数のタイプがあ

り、愛着を求める方向によってそ

れぞれ行動も性格も変化します。

常に自分がどう思われているの

か、周りの視線が気になり極端に

不安になってしまったり、逆に自

分しか信じられず他人とコミュニケーションを取

れなかったりといった「愛着障害」をもつ方々に

向けた、生きづらさを克服して幸せになるための

指南書です。 

 メディアには「理想の女性」ば

かりが登場し、女たちのリアルな

声が消されることもしばしばで、

たびたび炎上するメディアのトッ

プはほぼ男性で占められ、女性達

には殆ど決定権がありません。 

 女性やマイノリティ―、誰もが

住みやすい社会にするためにメディアはどのように

変わるべきなのでしょう。ジャーナリスト、研究

者、エッセイストらが女性としての体験からメディ

アのあるべき姿を考えます。   

“みんな”が心地よい表現とは 

  8月のオススメ新着図書（8冊）                  
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「緑蔭に ありて一歩も 出でずをり」 - 高浜虚子 - 

 

足をどかしてくれませんか 。    
  林 香里【編】 

 

マンガでわかる愛着障害    
 

岡田 尊司【監修】/松本 耳子【漫画】     

 

LAの人気精神科医が教える 
共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本 

    

ジュディス・オルロフ  著/桜田 直美【訳】 

 

＋１ｃｍ 

 キム・ウンジュ【文】/ヤン・ヒョンジョン【イラスト】/ 

簗田 順子【訳】 
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 食事がのどを通らないほど

のひどい船酔い体質であるマ

マが海賊を続け、宝を探すわ

けとは？ 

 この絵本に隠された2つ目

のお話の意味に気づいた後

で、もう一度最初から読んで

みてください。2つ目のお話のメッセージを踏まえ

て挿絵を見ると、ママの仲間たちや、彼らが手にす

る武器が描かれた理由がわかります。 

 全ての海賊たちと海賊になるかもしれない人達に

読んでもらいたい本です。     

「たから」を追う、ママの冒険 この時代をどう生きていくか 

 2020年2月。作者が本書を

執筆している時点で、世界にお

ける新型コロナウイルスの感染

者数は8万5千人を超えていまし

た。コロナをはじめとした感染

症は我々の様々な関係を侵す病

です。 

 この災いに立ち向かうために

何をするべきだったのか、何をしてはいけなかっ

たのか、そしてこれから何をしたらよいのか。 

科学者でもある作者がコロナと共にある日々の記

録の中で問いかけるエッセイ集です。  

 「孫子の兵法」は『孫子』

という中国の昔の書物に書か

れた、争いに勝つための考え

方や戦い方のことで、国をこ

え、時代をこえ、沢山の人々

に読まれてきました。 

 本書はそんな「孫子の兵

法」を子ども向けにかみ砕いた絵本です。「意味の

ある“逃げる”だってある」、「地道な努力でいざ

という時に備える」など、生きていく中でどのよう

に考え行動すればいいかのヒントが満載です。  

 本書には、国内外で活躍する世

界的折り紙作家たちによる珠玉の

作品が掲載されています。一枚の

紙から作られるドラゴンや天馬

は、まさに芸術とも言え、圧巻で

す。 

 折り方は細部まで丁寧に描写さ

れてつつもその難易度はかなり高めに設定されてい

ます。読み物として眺めるだけでも満足できるボ

リュームですが、作品が完成した時は感動すること

間違いなしですので、ぜひ挑戦してみてください。   

美麗な折り紙作品集  強くしなやかな心で生き抜くために 

 

 

ママはかいぞく   
 

  カリーヌ・シュリュグ【文】/レミ・サイヤール【絵】/ 
やまもと ともこ【訳】 

 

強くしなやかなこころを育てる！ 
こども孫子の兵法 

  
齋藤 孝  著 

 

高雅な折り紙     

   山口 真    著 

 
コロナ時代の僕ら    

 
パオロ・ジョルダーノ  著/飯田 亮介【訳】 

 8月の新着図書（全26冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7834 足をどかしてくれませんか。 林香里【編】 女性学関連 

7835 親子で育てることば力と思考力 今井むつみ 

教育・子育て 

7836 発達障害＆グレーゾーンの小学生の育て方 井上雅彦【監修】 

7837 夫婦・パートナー関係もそれでいい。 
細川 貂々/ 

水島 広子【著】 
結婚・離婚 



7838 マンガでわかる愛着障害 
岡田尊司【監修】/ 

松本耳子【漫画】 
こころ 

7839 
LAの人気精神科医が教える共感力が高すぎて             

疲れてしまうがなくなる本 

ジュディス・オルロフ/ 

桜田直美【訳】 

7840 ぐっすり眠れる体に生まれ変わるゴロ寝リセット！ 矢間あや【著】 

からだ・健康 

7841 がんで不安なあなたに読んでほしい。 清水研 

7842 なぜ僕らは働くのか 池上彰【監修】 仕事 

7843 ケアにいかせる！高齢者の病気と薬の知識 

播本高志/ 

矢部裕之/ 

大澤智恵子【著】 高齢社会・福祉 

7844 定年後の断捨離 やましたひでこ 

7845 大人の男の身だしなみ 中谷彰宏 男性関連 

7846 イライラしたら豆を買いなさい 林家木久扇 

生き方 

7847 ＋１ｃｍ 

キム・ウンジュ【文】/ 

ヤン・ヒョンジョン【イラスト】/ 

簗田順子【訳】 

7848 水を縫う 寺地はるな 

エッセイ・文学 

7849 コロナ時代の僕ら 
パオロ・ジョルダーノ【著】/ 

飯田亮介【訳】 

7850 焼け跡のハイヒール 盛田隆二 

7851 shunkonカフェ雑記 クリームシチュウはごはんに合うか否かなど 山本ゆり 

7852 クスノキの番人 東野圭吾 

7853 ママはかいぞく 

カリーヌ・シュリュグ【文】/ 

レミ・サイヤール【絵】/ 

やまもと ともこ【訳】 

絵本 7854 強くしなやかなこころを育てる！こども孫子の兵法 齋藤孝 

7855 おこりたくなったらやってみて！ 

オーレリー・シアン・ 

ショウ・シーヌ【文・絵】/ 

垣内磯子【訳】 

7856 散歩が楽しくなる空の手帳 森田正光【監修】 

その他 

7857 高雅な折り紙 山口真 

7858 めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみねかおる 

7859 すぐめし献立 nozomi 
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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  
休館日 

4 5 6 7 8  9 

10 
山の日 

11 
休館日 

12 13  14 15  16  

17 
休館日 

18 19 20 21 
  

22 23 

24 
休館日 

25 26 27 28 
図書点検・

整理のため 

29 30 

31 
休館日 

     
 

図書＆パソコンコーナー 8月カレンダー 


