
視力を回復させるマッサージ 

 視力矯正には全く縁のなかった

骨格矯正の専門家が、患者さんか

らの「目がよく見えるようになっ

た！」という言葉を受けて書いた

一冊です。視力の良し悪しには

「眼圧」と呼ばれる力が作用しま

すが、著者が顔をより美しく見せ

るために行っていた眼窩を広げる

マッサージが意図せず眼圧を調整することにつな

がっていたといいます。道具を使わず行える眼圧リ

セット術で日頃の眼精疲労を解消しましょう。 

 これからの働き方を考える    

わたしの身体をもっと知る 

 ライフネット生命保険株式

会社元社長の出口治明氏と、

女性学、ジェンダー研究のパ

イオニアである東京大学名誉

教授の上野千鶴子氏の対談

集。働き方や制度などについ

て、現 況 と 問 題 を 明 ら か に

し、これからどう変わってい

けばよいかを考えます。コロナ禍をきっかけに、

これからの日本の社会が目指すべき働き方を一緒

に考えましょう。 

  ｢自身の身体の[取扱説明書]

を自分で持っていてほしい｣と

語る婦人科医が書いた本書。

これまでの診察経験や医学の

見地から、女性の身体に関す

る知識を教えてくれます。 

 人の身体は十人十色。自分

の身体に関わるさまざまな選

択を自分で決められるように、いろんな情報を集

めて、自分だけの身体の取扱説明書を作っていき

ましょう。 

 ｢母親なんだから○○しなきゃ｣

｢家族のことを一番に考えないと｣

という考えで、自分のことが後回

しになっていませんか。 

子どもが自己肯定感を持ち幸せに

育つには、母親である自分自身が

幸せになってこそだと著者は紹介

します。まず自分が幸せになって

もいいのだと許可を出してあげることが必要です。

本書を読んで、自己肯定感を高め、自分を大切にす

る考え方を身につけましょう。 

 「私ってダメな親」は勘違い 

  6月のオススメ新着図書（8冊）                  

「 梅雨晴の 夕茜して すぐ消えし 」 - 高浜虚子 - 

 

医者が教える女体大全 - オトナ女子の不調に効く！
自分のカラダの「取扱説明書」    

 
宋美玄 著  

 

眼圧リセット- 手のひらマッサージ 
  

 清水ろっかん 著 

 

あなたのその会社、その働き方は幸せですか  

  出口治明／上野千鶴子  著   

 

お母さんの自己肯定感を高める本   
  

 松村亜里 著   

共同参画でつくる あたらしい暮らし あなたらしい人生

コムズ・ライブラリー通信 

Ｖol.191 

毎年６月２３日～２９日は「男女共同参画週間」です。今年度の内閣府が掲げる男女共同参画

週間のキャッチフレーズは、15～20歳のユース世代から公募し、「女だから、男だから、では

なく、私だから、の時代へ。」に決定しました。 

コムズ２階図書コーナーには、共同参画にまつわるものをはじめ、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。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！ 

発行日  
 2021/6 



 アーモンドの形をした脳の中

にある偏桃体と呼ばれる部分が

人より小さいため、感情や恐怖

を感じることができない高校生

が主人公です。家族に起こった

悲劇や、多様な人との出会いを

通じて、周囲に無関心だった少

年が、もっと他者と関わりたい

と願うようになります。 

 韓国で40万部突破、１３カ国で翻訳された話題

の一冊です。２０２０年本屋大賞翻訳小説部門第1

位も受賞しています。 

 人との関わりが人をつくる 旅をひとり占めしたい全ての人へ 

 田舎を離れ東京に暮らす筆者

が、ひとり喫茶店に始まり居酒

屋、宿、登山と徐々にハードル

を上げて挑戦した出来事が記さ

れています。思い立ったらひと

りですぐに行動に移し、なんの

気遣いもなくのんびり、まった

り過ごす。そんな自分の時間を

自由に使う魅力が詰まった本です。『楽しむとき

は誰かと一緒がいい』人を基準に作られている世

界に対し、生きづらさを感じている全ての人にお

勧めの一冊です。 

 ぼくが本を読んでいると、と

つぜん窓を開けてあらわれたネ

コ。まくらにネコパンチをした

り、しっぽを振り回したり、タ

ンバリンを叩いたり、ぼくの部

屋の中で大あばれをはじめま

す。途中から、ぼくもネコと

いっしょにひとあばれ。 

 あばれネコといっしょに身体

を動かせば、大人も子どもも楽しい気分になるは

ず。ひょうきんな絵が楽しいゆかいな絵本です。 

 めんどうなことはしたくな

い、でも美味しいものが食べ

たい……その願望を叶えま

す。大きな写真と簡単なス

テップで、一目見て材料・工

程が丸わかり。「ラクして美

味しく作れる料理だけを集め

た」話題のレシピ本です。料

理をしたことがない男性や、毎日忙しく料理をする

時間が取れない方も、この本を見れば、ちょっと

やってみようかなと思うはず。手抜きごはん生活、

始めてみませんか？ 

 やる気のいらない100レシピ かわいいあばれんぼう登場 

 

  アーモンド  
 

   ソン・ウォンピョン  著 
     矢島 暁子  訳 

 

あばれネコ  
 

 キューライス  著 

 

世界一美味しい手抜きごはん  
    

     はらぺこグリズリー  著 

 

 
 ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山   

 
 月山もも  著 

 6月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8047 デンマークの女性が輝いているわけ 
澤渡 夏代ブラント/        

小島 ブンゴード孝子 
女性学関連 

8048 ＣＨＯＩＣＥ―自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ 教育・子育て 



8049 お母さんの自己肯定感を高める本 松村 亜里 教育・子育て 

8050 空気が読めなくても それでいい。 
細川 貂々/              

水島 広子 
こころ 

8051 アンガーマネジメント  戸田 久実 

8052 

医者が教える女体大全  

- オトナ女子の不調に効く！自分のカラダの「取扱説明書」 

宋 美玄 

からだ・健康 

8053 

眼圧リセット-  

手のひらマッサージで目の不調がスッキリ整う 

清水 ろっかん 

8054 あなたの会社、その働き方は幸せですか？ 出口 治明/上野 千鶴子 仕事 

8055 還暦からの底力 出口 治明 高齢者会・福祉 

8056 １００年の旅 

ハイケ・フォーラ【文】/      

ヴァレリオ・ヴィダリ【イラスト】/   

前田 まゆみ【訳】 生き方 

   

8057 ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山 月山 もも 

8058 ニッケル・ボーイズ 
コルソン・ホワイトヘッド【著】/

藤井 光【訳】 

エッセイ・文学 8059 猫を棄てる―父親について語るとき 
村上 春樹【著】/           

高 妍【絵】 

8060 アーモンド 
ソン ウォンピョン【著】/     

矢島 暁子【訳】 

8061 よるくまシュッカ―ぐっすりねむれるあいのことば 

エミリー・メルゴー・ヤコブセン

【絵・文】/               

なかむら ふゆみ【訳】 絵本 

8062 あばれネコ キューライス 

8063 日常は５ミリずつの成長でできている 一田 憲子 

その他  

8064 ヒロシのソロキャンプ ヒロシ 

8065 世界一美味しい手抜きごはん  はらぺこグリズリー 

8066 
一回やれば、一生散らからない                  

「３日片づけ」プログラム これが最後の片づけ！ 
石阪 京子 



愛
媛
新
聞
社 

市
役
所 

三番町通 

銀行 

県 庁 

コムズ 

市 駅 

ＧＳ→ 

南堀端 
Ｊ
Ｒ
松
山
駅 

Ｒ１９６ 

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。 

パソコンコーナー 
   

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 

 
7月にコムズ おはなし会を

開催予定！ 

おたのしみに！             

  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） 

月 火 水 木 金 土 日 

 
 

１ ２ ３ ４  ５  ６  

７ 
休館日 

８ ９ 11 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 
 

30   
  

●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。     

図書＆パソコンコーナー 6月カレンダー 

●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 


