
日が短くなり、木々も冬支度を始める季節になりました。秋の夜長に、じっくり考え事

や、読書をするのもいいですね。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！ 

薬や病院に頼らない体調管理 

 生活習慣病や疲れなどの体の不調

は、薬や病院に頼らずとも食事で解

消することが可能です。しかし、体

に合わないものを食べると逆に不調

を引き起こすこともあります。体に

良いとされる食品は多々あります

が、自分がどんな体質で、どの食品が合うのかを把

握しておくことが重要です。本書では食物を分野に

分け、人間の8つある体質との相性を紹介していま

す。感染症に負けないために、普段の食生活を見直

してみましょう。   

切羽詰まる前にできること     

自分にとっての美しさとは？ 

 老人ホームについて真剣に考え

る人のほとんどが、今まさにその

サービスを必要としている状態で

す。著者は、老後のお金や親の介

護についてきちんと勉強し、それ

ぞれに合ったホームを選択するに

は1年程時間が必要であると言います。一口に老

人ホームといっても、特別養護老人ホームやグ

ループホーム等その種類も機能も様々です。各

ホームの特徴や入居の費用の情報をぜひ役立てて

ください。  

 トップモデルとして活躍する富永

さんのルーティーンやケア方法、大

切にしていることなど、役立つ情報

が沢山掲載されています。 

 そして、冨永さんは「美しさは生

き方からあふれ出すもの」と言いま

す。自分を大切にする、母であっても人生を楽し

むなど彼女の生き方や考え方も参考になるはず。

美の価値観は多種多様です。この本をきっかけに

「自分にとっての美しさ」を考えてみませんか。  

 女性が生きていく中で感じるで

あろうモヤモヤをすくい上げ、言

葉に表したコミックエッセイ。 

 田房さんの体験談や例え話を用

いながら、痴漢犯罪や保育園不足

問題、コンビニの成人誌問題、

SNSでの炎上や誹謗中傷といった

リアルタイムな問題を取り上げます。仕方ない・我

慢しなさいと言われてきた理不尽なことに対して

「それっておかしい」と読者に代わって怒ってくれ

ます。  

 男性中心の社会を、改めて見直そう 

  11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.184 

「湯を出でて 秋風吹いて 汗も無く」 - 高浜虚子 - 

 

男社会がしんどい     
   

田房 永子  著   

 

冨永愛 美の法則   
 

冨永 愛  著 

 

漢方のプロが教える最高の体調をつくる食事術  
 

山本 竜隆/石部 晃子   著 

 

親を大切に考える子世代のための 
老人ホームのお金と探し方  

 小嶋 勝利   著   

発行日  
 2020/11 



 王子様を頼らず、みずから人生

を切りひらく賢いお姫様の冒険物

語。30年前に日本で刊行され絶

版状態にあった名作児童文学を、

男女共同参画センター横浜が主導

となり復刊しました。 

 女性の強さと聡明さは、誰にも

奪うことはできません。子どもだけでなく、大人が

読んでも楽しく勇気を貰えるお話です。アリーテ姫

のためにアンプルさんが作るお料理も、どれもとて

も美味しそうです。 

       

勇気ある賢いお姫様の物語  ７１歳の短編小説集 

 世界中にファンを持つ村上春樹

の最新刊。一人称単数というタイ

トル通り、「僕」が語る８つの短

編が収録されています。 

 作者は現在７１歳。現実とファ

ンタジーの境目が曖昧な世界観

や、常識にとらわれず自分が感じ

たことを大切に生きる主人公など、村上作品らし

い魅力は健在です。 

 いくつになっても、瑞々しい感性を持ち続けら

れると、実感させられる一冊です。  

 鉄は、ヘモグロビンを作るのに

大切な成分ですが、体内への吸収

率が低いミネラルの一つです。鉄

分が少なくなると、貧血の症状が

出たり肌荒れや気分の落ち込みが

顕著になったりします。鉄分は魚

介類、豆に多く含まれます。 

 この本では毎日少しずつ鉄分を摂取できるレシピ

に加え、より吸収率の良い食材の組み合わせや調理

のアドバイスを掲載しています。  

 日々のちょっとした不調の改善に役立ててみてく

ださい。  

 著者が出会った10組の飼い主と

ペットについて、切なく、温かい、

前向きになるエピソードが綴られま

す。 

 コロナ禍の中、在宅の時間が増え

たことにより、ペットを飼いたいと

思う人が増えているようです。「子

どもがペットを飼いたいと言ったら」「高齢者も子

猫を飼える？」「最期を看取る責任と覚悟」など、

獣医師の著者が伝える、飼い主として知っておいて

ほしい話も必読です。  

大切なペットとの、 
かけがえのない日々 好きな素材で鉄分をとるには 

 

 

アリーテ姫の冒険   
 

  ダイアナ・コールス【著】/ロス・アスクィス【絵】 
/グループウィメンズ・プレイス【訳】 

 

 

疲れないからだになる鉄分ごはん    
 

ワタナベマキ  著 

 
会えなくなっても、ずっといっしょ 

    

   関 まさひろ  著 

 
一人称単数 

 
村上 春樹   著 

11月の新着図書（全23冊） 
図書 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

7906 男社会がしんどい 田房永子 女性学関連 

7907 男女平等はどこまで進んだか 山下泰子/矢澤澄子 女性史 

7908 AIに負けない子どもを育てる 新井紀子 教育・子育て 



7909 ５０代からの人間関係 水島広子 

こころ 

7910 「空気」を読んでも従わない 鴻上尚史 

7911 冨永愛 美の法則 冨永愛 

からだ・健康 

7912 
漢方のプロが教える最高の体調をつくる 

食事術 
山本竜隆/石部晃子 

7913 交渉力 橋下徹 

仕事 

7914 オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋龍征 

7915 エレガントな終活 吉元由美 

高齢社会・福祉 

7916 
親を大切に考える子世代のための 

老人ホームのお金と探し方  
小嶋勝利 

7917 男らしさの終焉 
グレイソン・ペリー【著】 

小磯洋光【訳】 
男性関連 

7918 志村けん１６０の言葉 志村けん 生き方 

7919 一人称単数 村上春樹 

エッセイ・文学 7920 四畳半タイムマシンブルース 
森見登美彦【著】 

上田誠【原案】 

7921 スキマワラシ 恩田陸 

7922 ふたりママの家で 
パトリシア・ポラッコ【絵・

文】/中川亜紀子【訳】 

絵本 

7923 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 

7924 わたしのワンピース にしまきかやこ 

7925 アリーテ姫の冒険 

ダイアナ・コールス【著】/ 

ロス・アスクィス【絵】/ 

グループウィメンズ・プレイス

【訳】 

7926 疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベマキ 

その他 7927 クックパッドの冬レシピ2020 クックパッド 

7928 会えなくなっても、ずっといっしょ 関まさひろ 
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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 11月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

  
 

 
 

 1   

2 
休館日  

3 
文化の日 

4 5 6 7 8 

9 
休館日  

10 11 12 13 14 15  

16
休館日  

17 18 19 20 21 22 

23
勤労感謝

の日 

24
休館日 

25 26 27
図書点検・
整理のため 

28  29  

30
休館日 

31      


