
気がつけば今年も残すところあとわずかとなりました。何かと気忙しいこの時期だからこそ、

リラックスする時間も大切です。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。今月はクリスマスに纏わる絵本を入庫しました。ご家族でぜひお

立ち寄りください。 

開催予定の講座などの最新情報は、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！ 

血管を若々しく保つために 

 いつまでも見た目、中身共に若々

しく保ちたいと思う人は多いです

が、それらを左右するのは血管年齢

であると著者は指摘します。救急車

で運ばれてくる人に、日頃から運動

と健康的な食生活を心掛け、血管を

美しく保っている人は殆どいないのです。 

 血管には、その人がこれまでにどんな生き方をし

てきたのかが詰まっています。 

 健康を基盤とする若々しさを目指したい方はぜひ

読んでみてください。   

“そのとき”あなたは 

行動できますか？     

テレワーク導入という働き方改革 

 地震や台風など、災害大国日本

で起こる数々の災害時に、どう

やって「いのち」を救うことが出

来るのか。救急医療の専門家とし

て国内外の災害医療に携わってき

た著者による、医療体制作りか

ら、個人個人で何が出来るかまで、命を守る最前

線の取組みをまとめた１冊です。 

 仕事や学校行事で問題に対処するための考え

方・行動の仕方や、若者へ伝えたいメッセージも

収録されています。  

 新型コロナウイルスの感染拡大

に伴い、出社せず在宅で仕事をす

る「テレワーク」を行う企業が増

加したことと思います。本書は、

2018年に総務省が選定する「テ

レワーク先駆者百選」に選ばれた

株式会社WORK SMILE LABO

代表取締役が監修しました。子育て世代・介護を

する社員の話や、一緒にいない社員とのコミュニ

ケーション、セキュリティー管理など、テレワー

ク導入の際の気になる情報が詰まった１冊です。  

 カラーユニバーサルデザインと

は誰にでも色の情報を伝えられる

デザインのことです。色覚には血

液型のように種類があり、多くの

人に当てはまるC型以外にも40

人に一人現れると言われるP型、

D型の色弱など様々です。「赤と

黒の違いが判らない」「生肉と焼

いた肉の区別がつかない」など色弱の人が実際に体

験したことのある日常の問題とそれらに対する専門

医の意見をぜひ読んでみてください。 

 色弱は単なる色覚異常じゃない 

  12月のオススメ新着図書（8冊）                  
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漫画で紐解く岡山の中小企業、 
初めてのテレワーク。 
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 家庭に恵まれない孤独な

少年カフカや、猫探しが得

意なふしぎな老人ナカタさ

んが、心優しい人たちに助

けられて東京から高松へと、冒険を続ける物語で

す。 

 表現や構成が独特なので、少し読みにくい部分も

ありますが、物語の進展がはやく、純文学が苦手な

方にも読み進めやすい一冊です。 

 自分の心をより深く内観できる作品を、ゆったり

と味わってみてください。 

       

 はみ出し者たちの冒険 また歩く、その日のために 

 17歳でイタリアに渡り、世界

を渡り歩いてきた漫画家・ヤマザ

キマリさんにとって、これほど長

期間家に閉じこもり、自分や社会

と向き合ったのは初めての経験で

した。 

 しかしコロナ禍における日本人

とイタリア人の考え方の違いなど、ヤマザキさん

だからこそ気づくことができた様々な事情があり

ました。混沌とした日々を生き抜くため、あなた

も今はたちどまって考えてみませんか？  

 ちいさいまちとおおきいまちの

境目の丘の上に、2人のサンタの家

がありました。一人は身長64㎝の

ちいさいサンタ、もう一人は身長

２ｍのおおきいサンタでした。二

人は近くにいたものの、話すこと

はありませんでした。しかしある

年のクリスマス、2人を悩ませる手紙が届き…。 

 「100にんのサンタクロース」のお話以前の、ま

だ彼らの家と家の間に柵があった頃のお話です。  

 SDGsという言葉を聞いたこと

はありますか？これは持続可能な

開発目標という意味で、2030年

までに先進国も新興国も発展途上

国も、国も企業もNPOも個人も、

あらゆる人が垣根を越えて協力し

より良い未来をつくろうと国連で

決まった17の目標です。 

 目標達成に向けてユニークなアイディアと情熱で

既に動き始めている世界の人々やその取り組みを、

イラストや写真と共に紹介していきます。 

SDGsを分かりやすく楽しく学ぼう サンタは一人じゃない 
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たちどまって考える   

 
ヤマザキマリ  著 

12月の新着図書（全22冊） 
図書 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

7929 「過干渉」をやめたら子どもは伸びる 西郷孝彦/尾木直樹/吉原毅 

教育・子育て 

7930 小児科医が伝えたい言葉の遅れが改善する方法 片岡直樹 

7931 
色弱の子どもがわかる本 家庭・保育園・学校でできる 

サポート術 

カラーユニバーサルデザイン 

機構【原案】/ 

福井若恵【コミック】 

7932 毒親 毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへ 中野信子 こころ 



7933 究極の免疫セルフケア 松本恒平 

からだ・健康 

7934 
ハーブ 楽しみ方のポイント６６ 

育てて、食べて、心と体に効く 
窪田利恵子 

7935 
漫画で紐解く岡山の中小企業、 

初めてのテレワーク。 

石井聖博【監修】/酒井悠希 

【漫画】/清水浩司【シナリオ】 

仕事 

7936 
影響力の武器 

仕事と人間関係が変わる21の心理学 

N・ゴールドスタイン/S・マーティ

ン/R・B・チャルディーニ【著】/安

藤清志【監訳】/曽根寛樹【訳】 

7937 老いは止められる 池谷敏郎 高齢社会・福祉 

7938 いのちを救う災害時医療 森村尚登 

生き方 

7939 たちどまって考える ヤマザキマリ 

7940 じんかん 今村翔吾 

エッセイ・文学 

7941 スーパーマーケットでは人生を考えさせられる 銀色夏生 

7942 海辺のカフカ 上 村上春樹 

7943 海辺のカフカ 下 村上春樹 

7944 おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口智則 

絵本 

7945 100にんのサンタクロース 谷口智則 

7946 あっ！そうなんだ！性と生 
浅井春夫/足立倭雅子/ 

北山ひと美/中野久恵/星野恵 

【編著】/勝部真規子【絵】 

7947 くだもの 平山和子 

7948 エコクラフトの雑貨 春夏秋冬 荒関まゆみ 

その他 7949 力尽きレシピ 犬飼つな 

7950 
未来を変える目標 

ＳＤＧｓアイデアブック 

Ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ【編著】/蟹江

憲史【監修】/ロビン西【漫画】 
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図書コーナー    

 
  

            

●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 

＊ 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。 

   

●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 12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 
休館日  

22 23 
  

24 25 
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

29 
休館日 

30 
休館日 

31 
休館日 

   


