
今年度、コムズが掲げるスローガンは「共同参画でつくる あたらしい暮らし あなた

らしい人生」に決定しました。今年度もコムズではたくさんの講座・イベントの開催を予

定しています。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！ 

当事者となってわかったこととは 

 認知症の専門医として長年にわた

り多くの患者を診てきた著者が、自

らが認知症になって思い、考えたこ

とを記します。認知症とは何か。社

会・医療は何ができるのか。 

 そして、「ボクにはまだやりたい

ことがある。」と「いまの夢」を記

した箇所もあります。認知症となっても、やりたい

ことを見つけ前向きに生きる著者の姿勢は、読む人

を励まし、前向きな気持ちにさせてくれます。  

ＳＮＳで話題のレシピ＆エッセイ   

 五臓は私たちの一番近いところに

ありますが、目に見えないため調子

が悪くなったときのサインを見過ご

しがちです。五臓に栄養がいきわた

り、健全でめぐりがよいことは病気

を防ぐことや外見の若々しさを保つ

ことにもつながります。この本では臓器ごとに陥

りやすい不調、それを改善する食材やツボを紹介

しています。 

 体調を崩しやすい季節の変わり目におすすめの

一冊です。 

五臓のサインにいかに気付くか 

 真夜中にふと目が覚めて、不安で

眠れなくなったことはありません

か？生活のサイクルが狂いやすいと

いう著者は、度々深夜に目を覚まし

ます。誰もが寝静まっている中、時

間を無駄にしている罪悪感に駆り立

てられるように著者はケーキを作ります。ストレ

スをぶつけるように混ぜ、フルーツをたっぷり入

れて…。どんなに大変なことばかりでもこれだけ

お菓子が作れるなら大丈夫だと自分を奮い立たせ

る著者の日常を描いたコミックエッセイです。  

 私たちの身体は、年齢を重ねる

につれてどこか体の不調を訴えた

り、食 べ て い な い に も か か わ ら

ず、体重が増えやすくなったりし

ます。そしてその原因が分からな

い人々が様々なダイエット法を実

行し、リバウンドしてしまうこと

はよくあります。この本では、食事法に着目し、そ

れを改善することで、健康的にダイエットする方法

を解説しています。単に痩せるだけでなく、食べな

がら健康を手に入れましょう。   

 美しく健康に生きる 
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 コムズ図書コーナーでも人気

のシリーズ、「ノラネコぐんだ

ん」。最新刊が入庫しました。 

 今回は、ワンワンちゃんの

ケーキ屋さんでのお話です。ず

らりと並ぶ美味しそうなケー

キ。ノラネコたちの視線はケーキにくぎつけです。 

 そして、ケーキが食べたいマーミーちゃんには、何

やら訳がありそうです…不思議な体験をしたり、マー

ミーちゃんが活躍したりと、楽しめる１冊になってい

ます。  

 今回のオチは一味違う⁉ 第164回芥川賞受賞作 

 推しが炎上した。子役出身のア

イドル・上野真幸を推している高

校生・あかり。しかしある日、真

幸が起こした不祥事から、あかり

の生活も変わり始めます。伝わら

ない苦しさ、学校生活もバイトも

ままならない彼女にとって、真幸

を“解釈”することが、彼女の生

きがいであり支えでした。21歳の現役大学生によ

る、現代の“推し”文化と生きづらさを描いた話

題作です。  

 東日本大震災による東北地方の被

害。音楽家としてできることがした

いと、世界的な音楽家の坂本龍一さ

んが立ち上げた「東北ユースオーケ

ストラ」。岩手県・宮城県・福島県

の子どもたちで結成されたオーケス

トラです。 

 熊本地震で被災した熊本のオーストラとの共演

も。時に迷い悩みながらも、未来に希望をもって歩

んできた道のりを綴るノンフィクション。  

 どんな小さな部分でも全体に相似

している図形のことをフラクタルと

いいます。数学や自然科学に興味が

ある人はもちろん、美術が好きな方

も、この不思議な規則に魅了される

のではないでしょうか。数式での解

説をとばして読んでも、図が視覚的

に理解を助けてくれます。 

 学生さんにも手に取っていただきたい、知的好奇

心を刺激するフラクタル幾何学の入門書です。  

ふしぎな図形の世界を知る 音楽で、心の復興を 
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管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8010 学校でできる！性の問題行動へのケア 
宮口幸治【編著】/國分聡子/ 

伊庭千惠/川上ちひろ【著】 
教育・子育て 

8011 ムカついても、やっぱり夫婦で生きていく 一田憲子 結婚・離婚 

8012 セルフケアの道具箱 
伊藤絵美【著】/ 

細川貂々【イラスト】 
こころ 



8013 食べても太らず、免疫力がつく食事法 石黒成治 

からだ・健康 

8014 五臓をのぞき、活かす肝/心/脾/肺/腎 みんなの臓活 尹生花 

8015 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 八木仁平 仕事 

8016 脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵絢子 

高齢者会・福祉 

8017 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫/猪熊律子 

8018 妻に言えない夫の本音 
朝日新聞「父親のモヤモ

ヤ」取材班 
男性関連 

8019 眠れぬ夜はケーキを焼いて 午後 

エッセイ・文学 8020 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人 

8021 推し、燃ゆ 宇佐美りん 

8022 きりかぶのきりじいいちゃんときりばあちゃん なかやみわ 

絵本 

8023 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤ノリコ 

8024 響け、希望の音 田中宏和 

その他 8025 野の古典 安田登 

8026 フラクタル 
ケネス・ファルコナー

【著】/服部久美子【訳】 

8027 心淋し川 西條奈加 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 4月カレンダー 
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