
もうすでに暑い日が続いていますが、夏本番はこれからです。7月の新着図書の中には、今

年の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書も入っています。ぜひご活用ください。 

コムズ2階図書コーナーでは、老若男女問わず楽しんでいただけるようにさまざまなジャン

ルの本を取り揃えています。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！ 

誰もが希望を持てるように 

 トランスジェンダーで、東京

レインボープライド共同代表理

事などを務める著者は、｢世界一

受けたい授業｣をはじめ、これま

で多数のTV番組に出演していま

す。 

 本書の中には、性的マイノリ

ティであることで、望む人生が

生きられない人たちがたくさん登場します。ＬＧＢ

ＴＱの人には会ったことがない、という方こそ、ぜ

ひ一読してみてください。 

  起業の知識をゼロから学ぶ   

気負わず手軽にラクになる 

 起業の本はたくさんありま

すが、本書は実践的に、開業

の手続き、扶養と社会保険の

話や、税金の話、帳簿のつけ

方、確定申告について、詳し

く説明してくれています。 

 好きなことを仕事にできた

らと思っていても、お金の管理を自分でするのは

難しそうだと感じていませんか？会社の設立や経

営をどのように行っていけばいいのか、わかりや

すく教えてくれます。 

 病気じゃないのに、なんだか体

も心も不調…。その原因、｢気｣と

｢血｣が足りていない｢気血両虚｣か

もしれません。 

 疲れていても作れる｢お手軽気

血ごはん｣のアイデアや、病気に

ならない体の作り方など、じわじ

わと元気になり、本来の自分を取

り戻せるヒントが詰まっています。｢気力がな

い、疲れやすい、胃腸が弱いな｣どの症状に悩む

方に参考にしていただきたい、優しい一冊です。 

  ｢女の子はリーダーになれない｣

｢女の子は気を遣いましょう｣｢男

の子は運動しなきゃ｣｢男の子は泣

いてはいけない｣などなど。子ど

もたちを縛る“ことば”がなぜい

けないのか、具体的に解説し、そ

こから自由になるためにはどうし

たらいいのか、カラフルで楽しいイラストとともに

導きます。 

 子どもに向けた絵本ですが、大人もぜひ読むべき

内容の一冊です。 

女の子も男の子も 

ステキな人になるために 

  7月のオススメ新着図書（8冊）                  

「 湖の 今紺青に 炎天下 」 - 高浜虚子 - 

 

女の子だから、男の子だからをなくす本 

ユン・ウンジュ 著   

 

お手軽気血ごはん  

瀬戸佳子 著     

 

元女子高生、パパになる  

  杉山文野   著 

「女性ひとり起業」スタートＢＯＯＫ  

 小谷晴美 著                      
小谷隆幸  /日本マネジメント税理士法人 監修      

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 
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 育児休業について、このような

意見を耳にしませんか？｢育休を

取ると収入が減り生活が立ちいか

ない｣「夫が家庭でやれることは

ほぼない｣｢職場の仕事が回らず迷

惑をかける｣などなど。しかしこ

れらはどれも誤解なのです。本書

を読んで、ぜひ理由を確かめてみ

てください。 

 データに裏打ちされた解説で、育休を希望する個

人や、育休取得を推進する企業を後押しする内容が

詰まった一冊です。 

令和は「男性の家庭活躍」の時代 ストレッチ+筋トレ 

 座る時間が多く、腰に疲れ

がたまりやすい人には太もも

のストレッチ、寝つきが悪い

人には副交感神経を優位にす

るエクササイズなど、その人

の体調や病状に合わせた運動

を知ることができます。 

 また、ストレッチごとの動

画をQRコードから読み取ることもでき、イラス

トだけではわかりにくい細かな体の動かし方もレ

クチャーしてもらえるので、是非活用してみてく

ださい。 

 著者は、大阪北部地震が起

こる前まで｢必要以上のもの

を買わず、ストックも最小限

にしたシンプルな暮らし｣を

実践してきました。 

 しかし震災後、店が閉まり

水などの生活に必要なものの

ほとんどが手に入らなくなっ

たことに愕然としたそうで

す。もしものときの備えの大切さを痛感した著者

が実践している、簡単にできて、おしゃれな防災

アイデアが満載の一冊です。 

 野口宇宙飛行士の帰還と、星出宇

宙飛行士の国際宇宙センター船長就

任は、まだ記憶に新しいところです

が、2021年秋頃、JAXAが宇宙飛

行士を募集する予定であることをご

存じですか？ 

 本書の著者は、2008年の宇宙飛

行士選抜試験の最終候補者です。全力で宇宙飛行士

を目ざす挑戦者たちの間には、熱い友情が生まれて

いました。 

 特に１0代のみなさんには、これから人生を思い

描く際に、良い刺激になるのではないでしょうか。 

全力を尽くして得たもの 防災は暮らしとつながっている 

 

男性の育休  

  小室淑恵／天野妙 著 

 

おしゃれ防災アイデア帖    
 

 Ｍｉｓａ   著 

宇宙飛行士選抜試験  

                         内山崇   著 

 

衰えた体がよみがえる最高最善の運動 

 澤木一貴 著 

 7月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 
書     名 著  者 分  類 

8067 女の子だから、男の子だからをなくす本 
ユン ウンジュ【著】/          

イ ヘジョン【絵】/すんみ【訳】 
教育・子育て 

8068 

アスペルガーと愛  

- ＡＳのパートナーと幸せに生きていくために 

マクシーン・アストン【著】/      

宮尾 益知【監修】/         

テーラー 幸恵【監訳】/滝口 のぞみ/

羽田 紘子/根本 彩紀子【訳】 

こころ 



8069 

丹田発声・呼吸法で医者要らず  

- ５２歳で折返し１２０歳で現役 

小島 弘基【監修】/        

松井 和義【著】/           

Ｓａｔｏｍｉ【協力】 

からだ・健康 

8070 

お手軽気血ごはん 

―１週間で必ず体がラクになる 

瀬戸 佳子 

8071 元女子高生、パパになる 杉山 文野 セクシュアリティ 

8072 これからのテレワーク  片桐 あい 

仕事 

8073 「女性ひとり起業」スタートＢＯＯＫ 

小谷 晴美【著】/                                         

小谷 隆幸 /日本マネジメント

税理士法人【監修】 

8074 明るい覚悟 - こんな時代に  落合 恵子         

高齢者会・福祉 

8075 衰えた体がよみがえる最高最善の運動  澤木 一貴 

8076 男性の育休  小室 淑恵/天野 妙 男性関連 

8077 人生ムダなことはひとつもなかった  橋田 壽賀子 生き方 

8078 定年オヤジ改造計画  垣谷 美雨 

エッセイ・文学  8079 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 

8080 ５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 

8081 あなふさぎのジグモンタ 
とみながまい【作】/        

たかおゆうこ【絵】 
絵本  

8082 カラスのいいぶん  
嶋田 泰子【著】/            

岡本 順【絵】 

8083 世界の児童文学をめぐる旅 池田 正孝 

その他 

8084 おしゃれ防災アイデア帖 Ｍｉｓａ 

8085 黒部源流山小屋暮らし やまと けいこ 

8086 宇宙飛行士選抜試験  内山 崇 

 

課題図書 

課題図書 
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図書＆パソコンコーナー 7月カレンダー 

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 

  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 
休館日  

6 
 

7 8 9 10  11 

12 
休館日 

13 14 15  16 17  18  

19 
休館日 

20 21 22 
海の日 

23 
図書点検・

整理のため  

24 25 

26 
休館日 

27 28 29 30 

 

31 
 

 

●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。     

●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 

 7月１7日（土）１１：００～１１：３０ 

「コムズ おはなし会」を開催します 

詳細はHPや館内チラシをご覧ください！ 


