
暑さや湿気で体調を崩しやすい季節となりました。今年の夏は、毎日の生活に読書を取り入

れ、静かにくつろぐ時間を大切にしてみませんか？身体に疲れをためない生活を心がけ、長い

夏を乗り切りましょう。コムズはお盆も通常通り開館しています。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！ 

時代の変化に対応する力 

  人の平均寿命は長くなり、社会

の変化のスピードは速くなってい

ます。未来を思い描くのが難しい

と感じていませんか？ 

 本書の著者は、これからの社会

を生きるには、今を軸にしてライ

フスタイルを転換（ピボット）さ

せ続けていくことが大切だと説きます。 

 新しい時代の波に乗る人から読んでいる、話題の

ビジネス書。将来設計のヒントが見つかる一冊で

す。学生さんにもおすすめです。  

今を楽しむおじさんの日常 

生きづらさを感じているあなたへ 

 音楽家として活躍する筆者

は、今年で70歳。本書のタイ

トルを決める際には、編集者か

ら、｢70歳でも、おじいさんで

はなく、おじさんでいい｣と言

われたそうです。 

 奥さんである歌手の松任谷由

実さんとのエピソードも満載

の、クスッと笑えるエッセイ集です。2016年か

らの日記や、対談も収録。おじさんの日常の悲喜

こもごもを正直に語ってくれています。 

 LGBTQ+、ジェンダーギャッ

プ、家族、友達、パートナー、

性被害、いじめ、メンタルヘル

スなど、話題はさまざま。あり

のままの姿で発信することが、

時に誰かの心の拠り所になり得

るかもしれない。そんな思いか

ら、著者は自身の事を発信するとともに、悩みを抱

える人と対話し、寄り添うこと続けてきました。生

きづらさを感じているあなたへ、明日を生きるため

に必要なメッセージが詰まっています。 

 2020年から、小学校でプ

ログラミング教育が必修とな

りました。本書は、多くの教

育現場でも利用されている無

料ダウンロードできる学習

ツールを使って、実践的に学

べる一冊です。 

 ゲームをするようにレッス

ンを積み重ねて、プログラミ

ングの基本を習得。 子どもはもちろん、知識が全

くない大人の入門書にもぴったりです。 

大人も子ども楽しく学べる 

   8月のオススメ新着図書（8冊）                  

「 枝豆や 三寸飛んで 口に入る 」 - 正岡子規 - 

小学校６年生までに必要な 

プログラミング的思考力が１冊でしっかり身につく本 

熊谷 基継 著 

 

 マインドトーク あなたと私の心の話 
   

  みたらし 加奈  著 

 

ライフピボット 
縦横無尽に未来を描く 人生100年時代の転身術 

    

黒田 悠介  著 

 

おじさんはどう生きるか 
 

 松任谷 正隆  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
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 2015年にヒットした｢はた

らく細胞」のアニメの絵がふん

だんに使用された、フルカラー

の図鑑です。細胞、菌について

の詳細な説明が子どもにもわか

りやすく掲載されています。 

 インフルエンザ、スギ花粉な

ど人体を脅かす細菌やウイルス

は数多ありますが、それぞれ対応する細胞は異な

ります。新型コロナウイルスが暴威を振るう現

在、人体の仕組みを手軽に学べると話題沸騰中の

絵本です。 

病気と戦う体の仕組み 苦境に諦めない勇気をもらえる 

  有名な科学者といえば?と

聞かれて、思い浮かぶのは誰

でしょうか。エジソン、アイ

ンシュタイン、ダヴィンチ、

ニュートン…男性の名前を思

いつくことが多いのではない

でしょうか。 

 科学・技術・工学・数学の分野ですばらしい業

績を残しながらも、これまで歴史の陰に隠されが

ちだった女性科学者50人にスポットを当て、研

究成果やバイタリティあふれる人生の一部を紹介

します。 

 夏井いつき先生の、四季折々

の俳句とエッセイを堪能できる

1冊。俳句一首につき写真と

エッセイが１つずつ添えられて

います。 

 詠まれた背景を垣間見ること

で、俳句がより味わい深く堪能

できます。娘や孫、俳句仲間、俳句ライブのお客

さん、父の友人…夏井さんが関わった方々とのエ

ピソードも綴られ、俳句は、日々の何気ない１コ

マから生まれているのだと感じます。 

 筆者は、自分の日常を動画

で紹介する人気の｢暮らし系

ユーチューバー｣。毎日の家

事を、とことん楽しみ、自分

のことを｢暮らしオタク｣と表

現します。 

 心地よい暮らしづくりの参

考になるのはもちろん、自分

らしく暮らすことが仕事になる、そんな現在の生き

方にたどり着くまでの筆者の紆余曲折も興味深い１

冊。これからのヒントがきっと見つかるはず。 

新時代のしなやかな生き方 俳句で見つける日々の喜び 

 

 

はたらく細胞人体のふしぎ図鑑  
 

 

  講談社/シリウス編集部  著 

 

夏井いつきの日々是「肯」日  
  

 夏井 いつき  著 
    

 

ＯＫＵＤＡＩＲＡ ＢＡＳＥ  

自分を楽しむ衣食住  
 

奥平 眞司 著   

 
   世界を変えた50人の女性科学者たち  

 
レイチェル・イグノトフスキー  著 

 8月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8087 「男女格差後進国」の衝撃  治部 れんげ 女性学関連 

8088 

小学校６年生までに必要な 

プログラミング的思考力が１冊でしっかり身につく本 

熊谷 基継 教育・子育て 



8089 ベニシアと正、人生の秋に  
梶山 正、ベニシア・スタン

リー・スミス 
結婚・離婚 

8090 マインドトーク - あなたと私の心の話 みたらし加奈 

こころ  

8106 メンタル強め美女白川さん  獅子 

8091 おくすり朝ごはん  小林 智子 

からだ・健康  

8092 藤井恵の免疫力を高めるかんたんごはん 藤井 恵 

8093 

ライフピボット  

- 縦横無尽に未来を描く人生１００年時代の転身術  

黒田 悠介 仕事 

8094 在宅ひとり死のススメ  上野 千鶴子 高齢者会・福祉 

8095 おじさんはどう生きるか 松任谷 正隆 男性関連 

8096 みんなに好かれなくていい  和田 秀樹 

生き方 

8097 世界を変えた５０人の女性科学者たち 
レイチェル・イグノトフスキー

【著】野中 モモ【訳】 

8098 魂手形 宮部 みゆき 

エッセイ・文学  8099 元彼の遺言状 新川 帆立 

8100 ＴＨＥやんごとなき雑談 中村 倫也 

8101 ふぁむばむ ディーン・フジオカ/ヒカリン 

絵本  

8102 はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社/シリウス編集部 

8103 生まれてこないほうが良かったのか? ―生命の哲学へ! 森岡 正博 

その他  8104 夏井いつきの日々是「肯」日 夏井 いつき 

8105 ＯＫＵＤＡＩＲＡ ＢＡＳＥ 自分を楽しむ衣食住  奥平 眞司 
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図書コーナー    

 
  

            

＊ 貸出にはカードが必要です。 

 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 

人気の小説、絵本、実用書も！ 

ぜひ一度お立ち寄りください 

 

  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 

 

 

☆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  
休館日 

3 4 5 6 7  8 
山の日 

9 
振替休日 

10 
休館日 

11 12  13 14  15  

16 
休館日 

17 18 19 20 
  

21 22 

23 
休館日 

24 25 26 27 
図書点検・

整理のため 

28 29 

30 
休館日 

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。     

図書パソコンコーナー 8月カレンダー 

●書籍の予約 

 お探しの本が貸出中の場合、予約することができます。 

 準備ができましたらご連絡しますので、7開館日以内にご来館し、 

 貸出手続きを行ってください。 

※予約の連絡をしてから8開館日以上取りに来られない場合、取置き期限 

   超過のため、予約キャンセルとなりますので、ご注意ください。  

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。 


