
春はまだ浅いながらも、温かく柔らかな日差しが待ち遠しい季節となりました。今年は立春の

日がずれるため、124年振りに2月2日が節分です。2021年を良い年にするために豆まきをして

邪気を祓いましょう。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！ 

ありのままの子どもを受け入れる  

 長年子どもの発達障害からくる行

動、言動に悩まされてきた作者が、

大人になった息子と言葉を交わしま

す。すると、手が付けられないくら

い暴れていたことや他人に謝ろうと

しなかったことにも彼なりの考えが

あったことがわかりました。 

 一口に発達障害といっても、学習障害や自閉症な

ど様々です。発達障害を身近に感じている人もそう

でない人も、この本を読んで発達障害に関する知識

を深めてみてください。    

未知のウイルスに立ち向かう  

心の傷を癒し、今を生きる 

 現在蔓延している新型コロナ

ウイルスが、嗅覚障害や味覚障

害を引きおこすことは周知され

ていますが、それはコロナウイ

ルスが鼻風邪の原因でもあるた

めです。風邪をひき、身体の免

疫力が低下すると通常の風邪と

同様に何度も発症する可能性があります。免疫力

をアップさせる野菜スープのレシピを病気に負け

ない体づくりの参考にしてください。 

 子どもにとっては、不安や恐怖

を感じた経験や、他者の言動に心

が傷ついた経験がトラウマになる

ことがあります。筆者はトラウマ

について、体験時に上手く咀嚼し

きれず凍結された記憶、と説明し

ます。悩みの原因は、そんな過去

のトラウマにあるしれません。 

 トラウマによる症状や、トラウマからの回復や

ケアについて書かれており、当事者にも支援者に

もおすすめです。  

 各企業がしっかりと考えを練って

打ち出しているCMですが、時には

“炎上”してしまうことがありま

す。そこには、ジェンダーに関する

問題が潜んでいるかもしれません。 

 著者は「ジェンダーの視点から分

析すると、炎上CMは４つのパター

ンに分類できる」と言います。普段の生活の中でも

無意識に性役割を固定・強化するような言動をとっ

ていないか、見直すきっかけにできる一冊です。 

  

 東京大学人気講義の 

教授による一冊 

   2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.187 

「夕月の おもて過行 しぐれ哉」 - 正岡子規 - 

 

炎上CMでよみとくジェンダー論    
   

瀬地山 角  著   

 

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア 
 

白川 美也子 著     

 

発達障害 僕にはイラつく理由(ワケ）がある！ 
    

かなしろにゃんこ。【著】/前川 あさ美【監修・解説】 
 

 

免疫力を上げる！ハーバード大学式命の野菜スープ  

 髙橋 弘 著   

発行日  
 2021/2 



 優しい色合いで描かれたねずみ

の家族が朝ごはんを食べるまでの

お話です。 

 ねずみたちが暮らす大きな木の

家の様子一つをとっても、ぬいぐ

るみと一緒に寝ているくんちゃん

やベッドから落ちているいっくん

など、14匹の表情が全て異なり

大人も子どもも楽しめます。 

 小学館絵画賞や絵本にっぽん賞にも輝いた名作が

ポケットサイズになりました。ぜひお手に取ってみ

てください。    

 仲のいい大家族のお話 「いつかの私」と同じあなたへ 

 大手下着メーカーとのコラボ

は、自ら企業の門をたたいてチャ

ンスを掴みました。かわいいデザ

インのものや機能性が高いものは

サイズが限られていることにモヤ

モヤを感じ、女性たちの下着に関

する様々な悩みを拾い上げたので

す。 

 バービーさんは芸人として有名ですが、他にも

様々な分野で活躍しているのを知っていました

か？彼女のエッセイは私たちが感じるモヤモヤを

分解し、成仏させてくれます。 

 子どもの頃も、そして大人に

なっても、人生に失敗はつきも

の。恥ずかしかったり悔しかった

りするけれど、失敗は生きる上で

とても大切なことなのです。 

 発明家、芸術家、政治家、実業

家、戦国武将、スポーツ選手など、様々な分野で成

功した人たちも、失敗をしていました。いきものの

失敗や、失敗から生まれたヒット商品の話も！沢山

のポップなイラストとともに、楽しんでみてくださ

い。  

 民藝の精神に基づいて作られ

た暮らしの道具や、各地に伝わ

る郷土玩具を、その背景ととも

に紹介した“民藝と手仕事”の

入門書です。産地を知ることが

できる旅のコラムも掲載。愛媛

の手仕事品や作り手の方も多数

紹介されています。 

 自宅にいる時間が長くなっている今だからこそ、

使っていて気持ちが良いものを選びたい。今改め

て、地元に伝わる民藝や手仕事を知って触れてみま

せんか。  

生活を豊かにするもの選びを  誰にでも、失敗はあるのです 

 

 

14ひきのあさごはん 
 

  いわむら かずお  著 

 
失敗図鑑   

 
いろは出版【編著】/mugny【絵】 

 

暮らしの図鑑 民藝と手仕事   

   暮らしの図鑑編集部【編】 

 
本音の置き場所   

 
バービー  著 

2月の新着図書（全19冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7972 炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山角 女性学 

7973 自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村華子 教育・子育て 



7974 不器用な子どもがしあわせになる育て方 宮口幸治 教育・子育て 

7975 赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア 白川美也子 

こころ 

7976 
発達障害 

僕にはイラつく理由(ワケ）がある！ 

かなしろにゃんこ。【著】/ 

前川あさ美【監修・解説】 

7977 
免疫力を上げる！ 

ハーバード大学式命の野菜スープ 
髙橋弘 

からだ・健康 

7978 魔法のストレッチ 黒田美帆/大村佳子 

7979 テレワークでも成果を上げる仕事術 
安留義孝【著】/（株）リオ【企

画】/小室淑惠【監修】 
仕事 

7980 
老いてますます好奇心！ 

88歳の絵手紙365日 

福馬省三/ 

福田江里子【共著】 

高齢者会・福祉 

7981 
精神科医が教える 

還暦からの上機嫌な人生 
保坂隆 

7982 
老いと学びの極意 

団塊世代の人生ノート 
武田鉄矢 

生き方 

7983 本音の置き場所 バービー 

7984 スター 朝井リョウ エッセイ・文学 

7985 14ひきのあさごはん いわむらかずお 

絵本 

7986 失敗図鑑 
いろは出版【編著】/ 

mugny【絵】 

7987 

おとなの週刊現代〈2020vol.8〉 

妻が死んだ後夫が死んだ後に 

ひとりで生きるための準備 

講談社 

その他 7988 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田樹【編】 

7989 暮らしの図鑑 民藝と手仕事  暮らしの図鑑編集部【編】 

7990 自転しながら公転する 山本文緒 エッセイ・文学 
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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 2月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

1 
休館日  

2 3 4  5 
  

6 
 

7 
 

8 
休館日 

9 10 11 
建国記念

の日  

12  13 14  

15 
休館日  

16 
 

17 18  19 20 21 

22 
休館日  

23 
天皇誕生日 

24 
  

25 26 
図書点検・

整理のため 
27 28 

コムズフェスティバル・コムズ 

deあそぼう開催期間のため 


