
暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になりました。秋といえば、読書の秋！この機会に、お気

に入りの一冊を探してみてはいかがでしょう？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。また、講座も

続々開催中です。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！ 

読むと元気になれる本 

 タイトルにリーダーとあります

が、「この本が、すべての人の人生

がワクワクするきっかけになれば」

と著者が語る通り、誰が読んでも前

向きな気持ちになれる本です。 

 本書にある部下の可能性を引き出

す方法は、子育てや人間関係のヒン

トになるのではないでしょうか。 

 勇気づけられる成功談も満載で、落ち込んだ時、変

わりたいと感じた時にピッタリの本です。   

   

「好き」を諦めず続けられるように    

生きづらさを解消するヒント 

 「野球は男のものでも女のものな

く、みんなのスポーツです。」ワー

ルドカップ2大会連続ＭＶＰを獲得

した里綾実選手のスピーチに、歓声

がわき起こりました。男性が主流と

されている世界で、女子選手として野球を続ける

には大きな壁がありました。 

 すべての女子達が「好き」を諦めず続けられる

ように。様々な試練にぶつかりながらも野球を続

けてきた先輩選手達からのメッセージがつまって

います。    

 日本人は自己肯定感の低い人が

多いといわれています。本書の

「わがまま」とは、単なる身勝手

ではなく、「ありのままの自分を

大切のすること」なのです。 

 自分の生き方や将来についての

相談だけでなく、ワンオペ育児、

ＤＶ、ブラック企業、不登校、過干渉といった悩

みも。相談件数4万件の実績を持つ人気心理カウ

ンセラーがお応えします。  

 子どもと上手に接する夫と出会

い、「彼と一緒に子育てしたい」

と願った瀬奈さん。しかし彼女は

過去に卵巣を手術したこともあり

妊娠しにくい体質でした。不妊治

療により徐々に疲弊していく妻の

姿に、夫である千田さんが提案したのは実親に代わ

り子どもと永続的な親子関係を結ぶ特別養子縁組制

度でした。 

 不妊治療の日々を乗り越え、生後5日の子どもを

迎えた夫婦の葛藤と喜びの日々を綴った一冊です。   

 特別養子縁組で家族になる 

  10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.183 

「鬼灯は まことしやかに 赤らみぬ」 - 高浜虚子 - 

 
ちいさな大きなたからもの 

  

瀬奈 じゅん/千田 真司  著 

 

ふりまわされない自分をつくる「わがまま」の練習   
 

谷地森 久美子  著 

 

世界一ワクワクするリーダーの教科書 
    

大嶋 啓介  著 

 

女の子だって、野球はできる！  

 長谷川 晶一  著 

発行日  
 2020/10 



 家と喫茶店が一緒になったト

ラックで旅をするのは、お料理

が得意ないつつごうさぎ。ある

日たどり着いたのは一面に広が

るいちご畑でした。 

 メルヘンでかわいらしく、細部まで丁寧に描きこ

まれた絵には子どもはもちろん大人も魅了されま

す。また、巻末にはいつつご特製「ももいろくま

ちゃんのいちごケーキ」の作り方も載っています。

ぜひ親子で作ってみてください。 

 おいしい手作りおやつはいかが？ 場所と出会い、種をまく 

 奈良の人気カフェ・雑貨の店

「くるみの木」店主による、仕

事と暮らしとこれからの話。石

村さんは主婦であった30歳の

頃にこの土地と出会い、「居心

地のよいカフェをつくりたい」

という一心で、未経験ながらお

店をオープンされました。 

 『人生を楽しくするかどうかは自分次第』場所

や人、想いを大切にされてきた石村さんの言葉

は、どんな人にも役立つヒントに溢れています。  

 クッキングLiveアプリ

「cookpadLive」で38万人も

の累計視聴者を抱える和牛

キッチンは、元料理人の水田

さんが料理初心者の川西さん

のアシスタントとして、2人で

料理を完成させる人気番組で

す。 

 本書は彼らの数あるレシピのうち、より反響の

大きかった63の料理の作り方を掲載しています。

市販のロールパンをアレンジしたメロンパンから

本格的なローストビーフまですぐに作りたくなる

 夜空には国際天文学連合で定めら

れた88もの星座があり、見える時

期は季節によって異なります。この

本では毎月の星座の見える位置、見

え方を実際の星空の写真とともに紹

介しています。 

 秋は空気が澄み、星空の観察に適

しており、10月の星空にはアンドロメダ座やみずが

め座が現れます。今年の中秋の名月は10月1日で

す。この機会に夜空を仰いでみてはいかがでしょう

か。  

星や星座の探し方を解説 人気お笑いコンビの神回レシピ 

 

 

いつつごうさぎのきっさてん   
 

まつおりかこ【作・絵】 

 

和牛キッチン    
 

川西シェフ/助手水田  著 
   

 
 

星を楽しむ 星座の見つけかた   
  

   大野 裕明/榎本 司  著 

 
自分という木の育て方   

 
石村 由起子  著 

10月の新着図書（全22冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7883 呪いの言葉の解きかた 上西充子 女性学関連 

7884 ちいさな大きなたからもの 瀬奈じゅん/千田真司 教育・子育て 

7885 弁護士さんとにかく分かりやすく離婚について教えてください！ 権田典之 結婚・離婚 



7886 ふりまわされない自分をつくる「わがまま」の練習 谷地森久美子 こころ 

7887 自己肯定感が一瞬で上がる63の方法 中谷彰宏 こころ 

7888 乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内英子 からだ・健康 

7889 おとめ六法 
上谷さくら/岸本学

【著】/Caho【イラスト】 
法律 

7890 世界一ワクワクするリーダーの教科書 大嶋啓介 仕事 

7891 認知症でも心は豊かに生きている 長谷川和夫 高齢社会・福祉 

7892 これで安心！働きながら介護する 川上由里子 高齢社会・福祉 

7893 女の子だって、野球はできる！ 長谷川晶一 生き方 

7894 自分という木の育て方 石村由起子 生き方 

7895 ソバニイルヨ 喜多川泰 エッセイ・文学 

7896 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 エッセイ・文学 

7897 みらいめがね それでは息がつまるので 
荻上チキ/ 

ヨシタケシンスケ 
エッセイ・文学 

7898 プラネットアース イラストで学ぶ生態系のしくみ 
レイチェル・イグノトフスキー

【著】/山室真澄【監訳】 

東辻千枝子【訳】 
絵本 

7899 東大松丸式ナゾトキスクール 松丸亮吾 絵本 

7900 いつつごうさぎのきっさてん まつおりかこ【作・絵】 絵本 

7901 世界のかわいい村と街 
パイ インターナショナ

ル【編著】 
その他 

7902 和牛キッチン 川西シェフ/助手水田 その他 

7903 子どもが夢中になる！ぜーんぶあそべる！おりがみ60 小林一夫 その他 

7904 星を楽しむ 星座の見つけかた 大野裕明/榎本司 その他 
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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 

            

※１…9：00～12：00の間、

パソコンコーナーの利用停止 

 

☆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 

図書＆パソコンコーナー 10月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

  1  2  3 4 

5 
休館日 

6 7 8  9  10 11  

12 
休館日  

13 14 15  16 17 
※1 

18 

19 
休館日  

20 21 
  

22 23 
図書点検・

整理のため 
24 25 

26 
休館日 

27 28 29 30 31  


