
春の訪れを感じる３月、卒業のシーズンです。出会いと別れの季節、自分自身を振り返

り新たな一歩のきっかけとなるような本をコムズで探してみませんか？ 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！ 

お母さんだって自分らしく働きたい！ 

 可愛いわが子の成長に喜びを感

じつつ、夫と二人三脚でドタバタ

頑張る主人公。大変なことは覚悟

して臨んだ職場復帰でしたが、現

実に待ち受けていたのはそれ以上

でした。小さい子どもを持つ親が

働く環境は、まだまだ整っていな

いようです。 

 育児も仕事も、今の自分をつくる大切なもの。奮

闘の中で自分の納得いく働き方を見つけていくコ

ミックエッセイです。  

今日がダメでも明日がある  

２０１８年、当時の財務事務次官が

テレビ朝日の女性記者に「胸触って

いい？」と発言したセクシュアルハ

ラスメント事件をきっかけに、メ

ディアで働く女性たちがＷｉＭＮと

いうネットワークを結成しました。  

 「被害者が黙らされてきた社会を作ってきたの

も、それを変えるのもメディアの責任である」と

し、さらなる被害者も加害者も出さないため、男

性社会の中で泣き寝入りし、黙って耐えてきた経

験を自ら語り、耳を傾けています。 

伝えることで社会を変えていく  

 昨年97歳で亡くなられた漫才師

の内海桂子さん。貧しい生い立ち

にはじまり、いじめで自殺を考え

た日々、シングルマザーとしての

苦労を抱えるなど、波瀾万丈の人

生を送ってこられました。 

「何度失敗してもくじけずに、立ち上げればい

い。私はことあるごとに自分でねじを巻き、転ん

でも起き上がってきました。」内海桂子さんの厳

しくも温かいエールがたくさん詰まった一冊で

す。 

 堀江家のひいじいは、100歳を

超えた今でも毎日4000歩歩き、

月に6～7日はスーツを着て外出

し、2時間にわたる講演をしても

疲れない元気なおじいちゃんで

す。この本では、そんなひいじい

が日々食べている食事や、栄養士

でもある娘と孫が考えたレシピを紹介しています。 

 栄養士ならではの視点から食生活のタイプを分類

しているので、栄養の偏りを気にしている方は是非

参考にしてみてください。 

 ひいじいの秘伝の60レシピ 
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 飼い主のいない時間、猫は

どのように過ごしているので

しょうか。おとなしくお留守

番？いえいえ、ひげのむくま

ま、気の向くまま、色々な体

験をし、楽しんでいました。

私たちの知らない、猫の時間

を描きます。 

 ふてぶてしい面構え…と思いきや、コロッと変わ

る表情にも注目です。思わずくすっと笑ってしまう

可愛さに癒されること間違いなし！     

 飼い主が出かけたら… 「普通」を疑い、楽になる 

 著者は、知的障がいをもつ人の

さまざまな表現活動に力を注いで

いる「しょうぶ学園」の施設長で

す。入所者の豊かな感受性や素直

さに触れるうちに、社会復帰のた

めの訓練を支援することで、その

人に向いてないことを強いている

のではと葛藤を抱くようになりました。 

 著者の気づきを通じて、もっと自分にも他人に

も寛容でいいのだと、気持ちが楽になる一冊で

す。 

 人生100年時代が到来し、老

後に必要な貯蓄額は2000万円

程度であるとも言われています

が、自分が将来年金をいくらも

らえるのか把握していますか？

この本では年金だけに頼らずに

老後の資金を自分で作る方法を

紹介しています。iDeCoやつみ

たてNISAといった投信積み立ては、超低金利時代

である今、預貯金に代わって新たに貯蓄を増やす手

段として注目されています。将来の豊かな人生のた

めに、お金の問題点について考えてみましょう。 

 ちょっとした受け答えの言葉選び

によって、ひとに好印象を抱かせる

人と不機嫌にさせてしまう人がいま

す。相手を思ったアドバイスも、言

い方を間違えると相手を傷つけかね

ません。この本では長年対人関係の

講演や研修を行っている著者に寄せ

られた事例が紹介されています。 

 日々口にする何気ない一言について考え、ポジ

ティブなコミュニケーションのコツを身につけま

しょう。  

言い方が人間関係を変える 老後のお金について答えます  

 

 

ねこはるすばん 
 

  町田 尚子  著 

 
一般論はもういいので、私の老後のお金 

「答え」をください！   
 

井戸 美枝  著   

 

よけいなひと言を好かれる 

セリフに変える言いかえ図鑑   

   大野 萌子  著 

 
ありのままがあるところ  

 
福森 伸  著 

3月の新着図書（全19冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

7991 こどものメンタルは4タイプ 飯山晄朗 

教育・子育て 

7992 息子のトリセツ 黒川伊保子 

7993 夫婦の愛が一生冷めない5つのレッスン 佐藤英郎 結婚・離婚 



7994 ほっといて欲しいけど、ひとりはいや。  
ダンシングスネイル【著】/

生田美保【訳】 

こころ 

7995 精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢紫苑 

7996 おうちでお灸 佐藤宏子 

からだ・健康 

7997 100歳まで元気でボケない食事術 堀江ひろ子/ほりえさわこ 

7998 マスコミ・セクハラ白書 WiMN【編著】 セクハラ・暴力 

7999 いけいけどんどん！ワーママ奮闘記 あい 仕事 

8000 人生は七転び八起き 内海桂子 

高齢者会・福祉 

8001 歩き続ける力 三浦雄一郎 

8002 ありのままがあるところ 福森伸 生き方 

8003 野良犬の値段 百田尚樹 

エッセイ・文学 

8004 家族じまい 桜木柴乃 

8005 えんとつ町のプペル にしのあきひろ 

絵本 

8006 ねこはるすばん 町田尚子 

8007 
一般論はもういいので、私の老後のお金 

「答え」をください！ 
井戸美枝 

その他 8008 伝説の家政婦 沸騰ワード10レシピ タサン志麻 

8009 
よけいなひと言を好かれるセリフに変える 

言いかえ図鑑 
大野萌子 
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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     

 

●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 3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 
  

12  13 14  

15 
休館日  

16 
 

17 18  19 20 
春分の日 

21 

22 
休館日  

23 
 

24 
  

25 26 
図書点検・

整理のため 
27 28 

29 
休館日 

30 31   
  


