
ふとした時に吹く風が、秋らしい涼しげなものに変わってきた気がします。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！ 

幸せなみらいのためのお話 

 九州で活躍する93歳の料理家、

タミさん。母校の小学校で行った授

業では、生徒たちに仕事や将来の

夢、食、経験してきたことなど、

色々な話をしました。本書は授業で

のお話をまとめた一冊となっていま

す。 

 「自分の未来は料理と同じ。わか

らないことを少しずつ知りながら、自分らしい『味』

を作っていけばいい」というタミさん。優しくパワフ

ルな著者の言葉に元気をもらえます。   

日常のネタが詰まったエッセイ集    

44名の作家による本気の人生相談 

 日常の出来事をおもしろおかし

い話として書く、センス抜群の作

者のエッセイ集第2弾。「なんと

か系女子について思うこと」「舌

を噛んだ時の地味で孤独な悶絶」

などの誰もが共感できる話から、

作者が働いていた頃の大失敗を綴った「初めて泣

いた日」まで赤裸々に綴られています。どこかモ

ヤモヤとした気持ちが軽くなるような、クスッと

笑えて心がじんわり温かくなる一冊です。   

 「夢や目標がない」「同性を好き

になった」「体重が増えるのが怖

い」「お金がなくても成績を上げる

方法はある？」などなど。学校のこ

とや家族・友達のこと、からだのこ

と、ココロのことなど、10代の真

剣な悩みに文字の表現者である作家

たちが回答。 

 困難な状況にあっても、新たな一歩を踏み出し、

人生という“旅”を続けていくための勇気を届けま

す。  

 一般に、日々の生活のことで親が介

入できるのは低学年くらいまでと言わ

れています。 

 しかし、親のしつけが本当の意味で

重要になってくるのは、いよいよ言葉

が通じるようになり、世の中の理を教

えられるレベルになってくる高学年からです。 

 中学受験との向き合い方や友人関係への介入の仕方

など、学校生活に纏わることへの対処法を紹介してい

ます。小学生のお子さんを持つ方にお勧めの一冊で

す。 

  

 反抗期の子どもとどう向き合うか 

  9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.182 

「雲あれど 無きが如くに 秋日和」 - 高浜虚子 - 

 

小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、 
させておきたいこと     

  
中根 克明   著   

 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。   
 

日本ペンクラブ  編 

 

みらいおにぎり     

桧山 タミ     著 

 

syunkon日記 
スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件   

 山本 ゆり   著   

発行日  
 2020/9 



 タヌキだって勉強したい！広島

に初めて小学校ができた頃、教頭

先生が夜の学校を訪れると、教室

に座っていたのはなんとタヌキの

子どもたちでした。時は流れて昭

和、広島への原爆投下、そして復

興を経て、あの子どもたちが再び

姿を見せました。 

 一生懸命勉強する可愛いタヌキの姿と共に、戦争

の悲惨さ、平和について考えるきっかけとなる物語

です。    

 ひろしまのタヌキたちの物語  知ってびっくり極地の違い 

 南極と北極と聞くと、どちらも

氷に覆われた地を思い浮かべるの

ではないでしょうか。けれど、地

形や最低気温、氷の量、暮らして

いる生き物も、まるで違います。 

 著者は南極に3回、北極に7回

行った経験を持つ新聞記者。地理

についてだけでなく、基地での生活や食事なども

知ることが出来ます。読書感想文の課題図書です

が、大人も十分に楽しむことのできる内容です。 

 昨今、「食品ロス」という言葉

をよく耳にするようになりまし

た。これはまだ食べられるものを

処分することで、世界中で深刻な

問題になっています。この本では

食材をいかに上手に保存して最後

までおいしく食べきるかをテーマ

として、それぞれの食材に適した

保存方法を紹介しています。今年は長雨と豪雨の影

響で野菜や果物の価格が高騰しています。せっかく

買った食材を無駄にせずに長持ちさせるためにぜひ

活用してください。 

 学校でも学習し、誰もが触れ

たことのある箏・三味線をはじ

めとする日本の伝統的な楽器の

数々。本書にはフルカラーの写

真と各楽器を極める演奏者によ

る紹介が掲載されています。和

楽器は、日本の伝統芸能や行事

と深く結びついて今に続いてい

るだけでなく、新しい形でも日常の中に生き続けて

います。演奏者のインタビューなどを通して日本の

楽器の伝統と現在を伝えます。  

それぞれの演奏者が魅力を紹介 おいしく無駄なく食べるために 

 

 

タヌキのきょうしつ   
 

  山下 明生  作 
長谷川 義史   絵 

 

 

食材保存大全   
 

沼津 りえ    著 

 

楽器ビジュアル図鑑5 
日本の楽器箏 尺八 三味線ほか     

   国立音楽大学ほか  監修 
こどもくらぶ  編  

 
北極と南極の「へぇー」くらべてわかる地球のこと 

 
中山 由美  著 

 9月の新着図書（全23冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7860 女子学生はどう闘ってきたのか 小林哲夫 

女性学関連 

7861 わたしを生きる知恵 
河野貴代美【著】/ 

岡野八代【対談】 

7862 本当は怒りたくないお母さんのためのアンガーマネジメント 島田妙子 教育・子育て 



7863 
小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、 

させておきたいこと 
中根克明 教育・子育て 

7864 大人の婚活 結婚で幸せになれる人の賢い選択 橋本きよみ 

結婚・離婚 

7865 男装女子と女装男子が結婚しました。 やまだあがる 

7866 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ【編】 

こころ 

7867 怠けてるのではなく、充電中です。 
ダンシングスネイル【著】/ 

生田美保【訳】 

7868 今日から自宅がジムになる宅トレ 坂詰真二 からだ・健康 

7869 スマホ×PC仕事術 目代純平 仕事 

7870 気がつけば、終着駅 佐藤愛子 高齢社会・福祉 

7871 みらいおにぎり 桧山タミ 

生き方 

7872 “いつもの私”で毎日がうまくいくMy Rules 日経WOMAN編集部 

7873 
syunkon日記 スターバックスで 

普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件 
山本ゆり 

エッセイ・文学 

7874 月と珊瑚 上條さなえ 

7875 平和のバトン 広島の高校生たちが描いた８月６日の記憶 
弓狩 匡純【著】/ 

広島平和記念資料館【協力】 

7876 廉太郎ノオト 谷津矢車 

7877 北極と南極の「へぇー」くらべてわかる地球のこと 中山由美 

絵本 

7878 タヌキのきょうしつ 
山下明生【作】/ 

長谷川義史【絵】 

7879 食材保存大全 沼津りえ 

その他 

7880 
楽器ビジュアル図鑑5 

日本の楽器箏 尺八 三味線ほか 

国立音楽大学ほか【監修】/ 

こどもくらぶ【編】 

7881 今日からはじめるソーイング ミシン1年生 佐伯瑞代 

7882 モノ申す人類学 長谷川眞理子 
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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） 

図書＆パソコンコーナー 9月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

１ ２ ３  ４  ５ ６ 

７ 
休館日 

８ ９ 10  11  12 13  

14 
休館日  

15 16 17  18 19 20 

21 
敬老の日  

22
秋分の日 

23 
振替休日  

24 25 
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

29 30     


