
あけましておめでとうございます。 

冬晴れの空が美しい季節ですが、寒気で身が引き締められる日々が続いています。コムズ２階

図書コーナーでは、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。暖かい室内で読

書を楽しみませんか？今後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！ 

ドラえもんが教えてくれたこと 

 夢をかなえた10人のおとなが、

『ドラえもん』のマンガからおすす

めの１話を選び、自身のエピソード

と共に紹介。子どもの頃のこと、今

の仕事に就いた理由、これまでの苦

労や楽しさなど、これからおとなに

なる子どもたちに伝えたいことが書

かれています。 

 子どもだけでなくおとなも改めて『ドラえもん』を

読み返したくなる、人生を変える『ドラえもん』セレ

クションです。   

専業主夫の時給はいくら？    

色々な「やめどき」をテーマに対談！ 

 専業主夫の主人公“妹子”こと

小野常雄。息子タロウの幼稚園へ

の送り迎えは妹子の仕事です。道

すがら、立ち止まっては色々な草

花や生き物を見つけ興味を示すタ

ロウ。妹子はこの時間を大切にし

ていました。 

 働かず育児や家事をしていることに、そんな必要

はないと思いつつも引け目を感じている主人公。抱

えてしまっていたモヤモヤを、タロウとの会話が温

かく包んでくれます。   

 やめどきは、始まりのときをふ

りかえることでもあります。女に

とって激動の時代を少しの時差で

生きた、樋口恵子さんと上野千鶴

子さんのお二人が、人生にまつわ

るあらゆる「やめどき」について

語り合いました。 

 意見を同じくするところ、全く

噛み合わないところ……それぞれに生きるヒントが

隠されています。あらゆるしがらみを捨てて、すっ

きり毎日を送るためのヒントが満載の1冊です。 

 昨今は新型コロナウイルスが猛

威を振るっていますが、人類はウ

イルスや病気と幾度も闘ってきま

した。免疫力をあげることは私た

ちができる身近な自衛手段の一つ

です。 

 この本では食べ物を粘膜強化す

る物、腸内環境を整える物などに

分け、効果的な摂取方法を解説しています。 

 図書コーナーでも「免疫力を上げる食事・運動」を

テーマに特設コーナーを作成しているので、そちらも

是非ご覧ください。 

 免疫力アップを意識して生きる 

   1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.186 

「南天を こぼさぬ霜の 静かさよ」 - 正岡子規 - 

 

お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ    
   

大塚 亮  著   

 

人生のやめどき  
しがらみを捨ててこれからを楽しむ  

樋口 恵子/上野 千鶴子 著     

 

おとなになるのび太たちへ 
    

藤子・F・不二雄    著 

 

リボンの男  

 山崎ナオコーラ 著   

発行日  
 2021/1 



 世界遺産検定1級を持つ、俳優

鈴木亮平さんの世界遺産“妄想”

旅 行 記 で す。鈴 木 さ ん 自 身 も

「行ったことがない」とのこと。

しかし、豊富な知識と想像力で書

かれる本書はまるで本当に行って

きたかのようなワクワク感を得ら

れる旅行記となっています。 

 随所に挟まれる色鮮やかな風景画も、鈴木さんが

描いたものだそうです。海外旅行が難しい今こそ、

旅行気分を楽しみませんか？ 

   

 旅行したい！そんなあなたへ贈る一冊 好きの大きさはどれくらい？ 

 そ ろ そ ろ お や す み の 時 間

に、チビウサギはデカウサギ

の耳につかまってベッドに向

かいながら、「どんなに、き

みがすきだかあててごらん」

と問いかけます。「わからな

いよ」というデカウサギに向

かって、チビウサギは腕を思

いっきり伸ばして「こんなにさ」と言いました。 

 2匹のウサギは精いっぱい背伸びをして、逆立ち

をして、「好き」という気持ちを表現します。相手

のことを想う気持ちを競い合う、優しく温かいお話

です。 

 40代になり、「美しいものを見て

おきたい」と思った著者の添乗員付

き海外ツアー旅行一人参加エッセイ

です。 

 北欧で見知らぬ人たちと見上げた

オーロラや母によく似た手の女性と

出会ったドイツのクリスマスマーケットの話などの

素朴なエピソードは、読むと心が温かくなります。 

 行きたいところに行って、見たいものを見て、食

べたいものを食べる著者の生き方に触れてみてくだ

さい。 

 世界を旅するトップバイヤーに密

着した人気ドキュメンタリー番組を

書籍化。番組に登場した５人にス

ポットを当て、モロッコ雑貨、北欧

ビンテージ家具、オーガニックコス

メ、メキシコグルメ、日本未上陸

ローカルチョコレートをめぐる旅を紹介していま

す。 

 買い付けの様子だけでなく、トップバイヤーにな

るまでのセルフストーリーも収録された充実の内容

の一冊です。  

世界のいいものを探す旅 一回きりの人生を楽しむ 

 

 

行った気になる世界遺産 
 

  鈴木 亮平  著 

 

 

美しいものを見に行くツアーひとり参加   
 

益田 ミリ    著 

 

世界はもっと！ほしいモノにあふれてる 

～バイヤーが教える極上の旅～ 
    

   NHK「世界はほしいモノにあふれてる」制作班  著 

 
どんなにきみがすきだかあててごらん   

 
サム・マクブラットニィ/文 アニタ・ジェラーム/絵 小川仁央/訳  

1月の新着図書（全21冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7951 おうち性教育はじめます 
フクチマミ/ 

村瀬幸浩 

教育・子育て 

7952 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ！  てぃ先生 



7953 離婚の新常識！別れてもふたりで子育て しばはし聡子 結婚・離婚 

7954 
モヤモヤの正体 

迷惑とワガママの呪いを解く 
尹雄大 

こころ 

7955 精神科医が教える後悔しない怒り方 伊藤拓 

7956 お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 大塚亮 

からだ・健康 

7957 やせ筋トレ姿勢リセット とがわ愛 

7958 リモートワークの達人 

ジェイソン・フリード/デイ

ヴィッド・ハイネマイヤー・ 

ハンソン 

仕事 

7959 
人生のやめどき 

しがらみを捨ててこれからを楽しむ 
樋口恵子/上野千鶴子 高齢社会・福祉 

7960 これからの男の子たちへ  太田啓子 男性関連 

7961 おとなになるのび太たちへ 藤子・F・不二雄 生き方 

7962 ザ・ロイヤルファミリー 早見和真 

エッセイ・文学 7963 1日10分のぜいたく 

あさのあつこ/いしいしん

じ/小川糸/小池真理子/沢

木耕太郎/重松清/髙田郁/

山内マリコ 

7964 リボンの男 山崎ナオコーラ 

7965 十二支のお節料理 川端誠 

絵本 7966 どんなにきみがすきだかあててごらん 

サム・マクブラットニィ【文】/

アニタ・ジェラーム【絵】/ 

小川仁央【訳】 

7967 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男/山本忠敬 

7968 行った気になる世界遺産 鈴木亮平 

その他 

7969 美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田ミリ 

7970 みんなの暮らし日記 みんなの日記編集部 

7971 
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる 

～バイヤーが教える極上の旅～ 

NHK「世界はほしいモノに

あふれてる」制作班 
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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     

 

●延長 

 予約が入っていない本は、貸し出 

 し期限を2週間延長することがで 

 きます。電話での延長連絡は1回 

 限りですが、承ります。 

 2回目以降はご来館ください。 

 

●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 1月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

  
  

1 
休館日  

2 
休館日 

3 
休館日 

4 
休館日 

5 6 7  8  9 10  

11 
成人の日  

12 
休館日 

13 14  15 16 17 

18 
休館日  

19 20 
  

21 22 
図書点検・

整理のため 
23 24 

25 
休館日 

26 27 28 29 30 31 


