
読書の秋がやってきました。さまざまなジャンルの本にチャレンジしてみませんか？コムズ

２階・図書コーナーには、絵本や、話題の小説、実用書など、多彩な本を取り揃えています。

ぜひご家族でご活用ください。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！ 

憂鬱な心に未来への希望を 

 メイクアップアーティストと

僧侶という珍しい肩書を持ち、

セクシュアルマイノリティの筆

者。自分に劣等感を感じ、孤独

を味わっていた著者が、どのよ

うなプロセスを得て、周囲にあ

りのままの自分を表現できるよ

うになったのか。仏教の｢すべ

ての人は平等｣という教えを広

めたいと活動する著者の言葉は、生きづらさを感じ

ているすべての人の心を励ましてくれます。 

   身だしなみを整え前向きに 

ダイエットがちょっと苦しいあなたへ 

 東京で人気美容師として活躍

する著者ですが、子どもの頃は

奇声を発してしまうトゥレット

症で、人に見られることが大嫌

いだったそうです。見た目を磨

くことで、自然と自己肯定感を

持つようなった著者の｢見た目

と心はつながっている｣という

言葉は、説得力があります。スキンケアなどの身

だしなみを整える基本を教えてくれるので、性別

に関わらずおすすめです。 

 ダイエットを始めるきっかけに

なった何気ない一言。体重が減っ

た喜び。褒められた嬉しさ。そし

て、だんだんと現れる体や心の不

調…過酷なダイエットで自分を見

失うも、その後自分を取り戻して

いく中で、起きた事・考えた事

が、丁寧に、リアルに描かれています。自分の事を

もっと愛する事ができるように。｢痩せること＝美

しいこと｣という価値観が浸透した世の中で、苦し

む人に寄り添う１冊です。 

 コロナ禍で外出の機会が減るこ

とで、家で食事をする機会が増え

た方も多いのではないでしょう

か。自分の食事だけでなく、家族

の食事を毎日作る方もいらっしゃ

るかと思います。余裕がなくて

も、疲れていても、食事を作“ら

なければならない”あなたへ、こ

の本を贈ります。エッセイや読者

へのメッセ―ジのほか、料理が楽になる実用レシピも

掲載されています。ぜひ参考にしてみては？ 

「ねばならない」にさようなら 

 10月のオススメ新着図書（8冊）              
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「稲の穂の 伏し重なりし 夕日哉 」 -  正岡子規 - 

 

本当はごはんを作るのが好きなのに、       
しんどくなった人たちへ 

 
   コウ ケンテツ 著 

 

  ぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。 
 

 竹井 夢子 著 

 

正々堂々 - 私が好きな私で生きていいんだ 
 

    

 西村 宏堂  著 

 

大人男子の「超」清潔感ハック  

 宮永 えいと  著 
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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 



 ｢いま、きみがうごきまわ

れるのはすごくせまいはん

いかもしれない。でも、も

うすこししたら、きみはど

こにだっていけるんだ。｣ 

 自分を守るために、逃げ

ていい。一方、自分のため

に、守ってくれる人や好き

なものを探すことも大事。子どもだけでなく、大人

の心にも響く言葉が詰まっています。生きづらい世

の中の全ての人へ、著者が伝えたいメッセージが込

められた１冊です。 

 動くことで世界が広がる 多様な意見との向き合い方 

  日本語で｢共感｣と訳される

ことの多い｢エンパシー｣とい

う言葉をキーワードに、これ

までと、これからの社会を読

み解いていく話題の1冊で

す。 

 内容は多岐にわたり、知的

な刺激に溢れています。決し

て読み易い本ではありませんが、様々な情報が飛

び交う今だからこそ、メディアから距離を置き、

時間をかけてじっくり本を読むことで、様々な意

見と向き合うヒントを見つけてみてください。 

 『ポーの一族』など、少女漫

画の世界で永らく作品を発表し

てきた萩尾望都。これまでのこ

とを一度きりの話として語る本

書には、漫画への愛情、人間関

係の葛藤と苦しみ、本書を書く

に至った経緯などが描かれてい

ます。 

  因みに｢大泉｣は上京して最初に住んだ所。漫画

家との交流や作品名もたくさん出てきて、懐かし

さと｢え～そうだったの！｣という驚きが味わえる

１冊です。 

 ADHD（注意欠陥・多動性障

害）の著者は、仕事がまるでで

きず、サラリーマン生活が辛く

てしょうがなかったそうです。 

 ADHDの特徴である集中力を

活かし葉っぱ切り絵に挑戦。作

品をＳＮＳに投稿しはじめる

と、一年で本書を出版するほど話題になりました。

細かな造形はもちろん、葉っぱの形を活かす豊かな

アイディアにも驚かされます。切り絵が出来るまで

の手順も解説。ワクワク感いっぱいの葉っぱ切り絵

の世界をお楽しみください。 

物語のあるアート作品 漫画家の封印してきた過去 

 

  にげてさがして 
 

ヨシタケシンスケ 著 
 

 

   一度きりの大泉の話 
 

 萩尾 望都  著 

 
 

  いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界   

- 葉っぱ切り絵コレクション 
                                                                         

リト＠葉っぱ切り絵 著 

他者の靴を履く -                 

アナーキック・エンパシーのすすめ 

ブレイディ みかこ  著 

10月の新着図書（全21冊） 
図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8127 
本当はごはんを作るのが好きなのに、                      

しんどくなった人たちへ 
コウケンテツ 

家族・家庭  

8128 志麻さん式 定番家族ごはん タサン 志麻 

8129 ぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。 竹井 夢子 こころ 

 



8130 にげてさがして ヨシタケ シンスケ こころ 

8131 １人前食堂のからだリセットごはん  Ｍａｉ からだ・健康 

8132 正々堂々 - 私が好きな私で生きていいんだ 西村 宏堂 セクシュアリティ 

8133 少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてについて 
佐々木 くみ/エマニュエ

ル・アルノー 
セクハラ・暴力 

8134 老いる意味  森村 誠一 高齢者会・福祉 

8135 大人男子の「超」清潔感ハック 宮永 えいと 男性関連 

8136 他者の靴を履く  ブレイディ  みかこ 生き方 

8137 私たちの真実 - アメリカン・ジャーニー 

ハ リ ス，カ マ ラ・Ｄ．

【著】/藤田 美菜子/安

藤 貴子【訳】 

自伝・評伝 

8138 いのちの停車場 南 杏子 

エッセイ・文学  

8139 リボルバー 原田 マハ 

8140 彼岸花が咲く島 李 琴峰 

8147 テスカトリポカ 佐藤 究 

8141 オレ、おおきくなるのいや 
デヴ・ペティ/マイク・ボ

ルト 

絵本  

8142 １０かいだてのまほうつかいのおしろ  のはな はるか【作・絵】 

8143 一度きりの大泉の話 萩尾 望都 

その他  

8144 
おうちでできるヘアカット                       

 - キッズ・大人・シニア家族全員ホームヘアカット 
ＧＡＲＤＥＮ【監修】 

8145 
いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界        

 - 葉っぱ切り絵コレクション 
リト＠葉っぱ切り絵 

8146 日本製 三浦春馬 

芥川賞受賞作 

直木賞受賞作



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 

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 

コムズの本を活用して、 

教養を深める秋にしよう！ 

 

 

☆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 10月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

  
  

1  2 3 

4 
休館日 

5 6 7  8  9 10  

11 
休館日  

12 13 14  15 16 
 

17 

18 
休館日  

19 20 
  

21 22 
図書点検・

整理のため 
23 24 

25 
休館日 

26 27 28 29 30 31 

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    

  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 

●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。     

●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。 


