
ライブラリー通信では、松山市ゆかりの俳人の句をご紹介しています。今月の俳人・今井つる

女は、松山市生まれ、高浜虚子の姪で、愛媛新聞「婦人俳壇」の選者を30年以上続けるなど、愛

媛の婦人俳句の普及と後進の指導に尽力しました。 

松山には、城山をはじめ美しい景色が沢山あります。自由に遠出しにくいこんな時期だからこ

そ、身近にある美しさに目を向け、心にゆとりをもって過ごしていきたいですね。 

こんな時、あなたならどうする？  

 あなたはLGBTQについて知っ

ていますか？セクシュアリティに

関するあれこれについて、様々な

方の体験談が、その人の気持ちに

沿って分かりやすく丁寧に描かれ

ます。 

 ｢結婚や子供のことを言われる

から、帰省が憂鬱｣｢親友にだけカミングアウトした

つもりが、皆に広まっていた｣などなど。具体的な体

験談で、自分事として考えることができます。ぜひ

ご一読ください。 

  孤立しない・させないために  

風変わりな父との思い出 

 ｢ダブルケア｣は誰にでも起こ

りうる身近な問題です。親の介

護と子どもの育児の両方の負担

を｢ダブルで｣担うことを言いま

す。日本社会にすでに多く存在

していたものの、個々人の問題

として認識されてきました。し

かし、これを社会問題として捉

え、ダブルケア家庭の実態を中心に、ケア労働の

リアルを明らかにし、制度や取り組みなど今後の

対策を考えます。    

 著者が子どもの頃、絵本作家

だったお父さんは、毎日家にい

て、一緒に遊んでくれていまし

た。つくし取りにいったり、ゴ

ミでおもちゃをつくったり。著

者とお父さんとの思い出が詰

まった作品です。 

 かわいい絵と、ほのぼのした

エピソードに癒されるのはもちろん、周りに流され

ないお父さんの言葉に、はっとさせられる場面も。

読むと優しい気持ちになる１冊です。 

 こどもの｢なんで？｣に、何

と答えようか迷ったことはあ

りませんか。そんな時、こん

な答え方もあるよと教えてく

れるのが本書。 

 肩の力の抜けた答えに、｢こ

どもの数だけ答えはある｣と気

付かされます。ケロポンズ・

りゅうちぇる・ＭＩＮＭＩの

子育てへのメッセージは、こどもとの向き合い方の

ヒントになるかも。 

こどもの「なんで？」の回答集 

 9月のオススメ新着図書（8冊）                  

「秋晴の城山を見てまづ嬉し 」 -  今井つる女 - 

3・4・5歳のこどもの「なんで？」 
早引き事典Ｌｉｇｈｔ 

 

主婦の友社 編 

 

  ぼくのお父さん  
 

 矢部 太郎 著 

 

マンガでわかるLGBTQ+   
 

                                                         パレットトーク 著 
                           ケイカ        マンガ 

 

 ひとりでやらない 育児・介護のダブルケア 
  

  相馬直子、山下順子 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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※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！ 



 映画の大ヒットが記憶に新

しい超人気漫画｢鬼滅の刃｣の

中の名言を集めた本書。｢自分

を信じる｣、｢仲間｣、などの

テーマごとに取り上げられた

セリフが、場面の説明と共に

紹介されています。ファンに

とっては、作品の良さを再認

識でき、そうでない方にとっ

ては、心に響く言葉の数々と出会えます。｢鬼滅の

刃｣がなぜ現代人の心をとらえるのか、作品の魅力

を垣間見ることのできる１冊です。 

  漫画から学ぶ心を整えるコツ 父から伝えるレシピと愛情 

 誹謗中傷に悩む若き日の筆

者を救ったのは、すべてを忘

れて集中できる料理でした。

そ の 後、筆 者 に と っ て 料 理

は、両親の離婚で心を閉ざし

た息子に対する、大切な愛情

表現となります。料理教室と

いうタイトル通り、どのレシ

ピにも息子に語りかけるような文章が添えられて

います。語られる内容は、おいしく作るコツや、

料理の雑学、人生訓など、さまざま。レシピから

も、文章からも、親の愛が伝わってきます。 

 ぴょんと立った髪の毛が

かわいい男の子が主人公。

男の子が｢くやしい｣とつぶ

やくわけは、チョコの袋が

開けられないから。でも、

そんな息子から｢あけて｣と

頼まれるのがうれしいお父

さん。何でも開けられるようになりたい子どもの

姿にも、子に色んなことを教えてあげたい父親の

姿にもほっこりする作品です。パカッ、ガパー、

など楽しいオノマトペがたくさん出てくるので、

読み聞かせにもおすすめ。 

 料理家として沢山のレシピ本

を書いてきた著者が、今までと

は視点を変えて母親として家族

に作ってきた料理を紹介しま

す。また、簡単に作れて日持ち

もする和田家の自家製調味料の

作り方も掲載されています。 

 珍しい食材を使う華やかな料

理こそ少ないですが、大人にとっても子どもにとっ

ても間違いない味付けの、飽きのこないおかずの

数々をぜひ参考にしてみてください。 

10年でたどり着いた我が家の味 みんなが笑顔になる絵本 

 

 

  「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉 
 

藤寺 郁光  著 

 

 

  あきらがあけてあげるから  
 

  ヨシタケ シンスケ 著 

 
      

   10年かかって地味ごはん。  
 

和田 明日香  著 

 
父ちゃんの料理教室  

 
 辻 仁成  著 

 9月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8107 エトセトラ 〈ＶＯＬ．４（ＦＡＬＬ／ＷＩＮＴ〉  
石川 優実【責任編

集】 

女性学  

8124 ディズニーと動物 清水 知子 



8108 １日１５分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる 齋藤孝 

教育・子育て  

8109 ３・４・５歳のこどもの「なんで？」早引き事典Ｌｉｇｈｔ 主婦の友社【編】 

8110 ぼくのお父さん 矢部太郎 家族・家庭 

8111 ヒトの発達の謎を解く  明和 政子 こころ 

8112 がんが消えていく生き方  船戸崇史 からだ・健康 

8113 奇跡の頭ほぐし  村木 宏衣 からだ・健康 

8114 マンガでわかるＬＧＢＴＱ＋ 
パレットーク【著】/     

ケイカ【マンガ】 
セクシュアリティ 

8115 ひとりでやらない育児・介護のダブルケア  相馬 直子/山下 順子 高齢者会・福祉 

8116 父ちゃんの料理教室 辻 仁成 男性関連 

8117 ひっそり暮らし なち 生き方 

8118 「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉 藤寺 郁光 生き方 

8119 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ エッセイ・文学 

8120 小説８０５０ 林真理子 エッセイ・文学 

8121 献灯使 多和田 葉子 エッセイ・文学 

8122 あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ 絵本 

8123 おしりたんてい おしりたんていのこい！？  トロル 絵本 

8125 １０年かかって地味ごはん。  和田明日香 その他 

8126 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野 智一 その他 
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【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 

日々の息抜きに！ 

生涯学習に！コムズ２階図書

コーナーをご活用ください。            

 

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。 

 

☆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 9月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

 １ 
休館日 

２ 
休館日  

３ 
休館日  

４ 
休館日 

５ 
休館日 

６ 
休館日 

７ 
休館日 

８ 
休館日 

９  
休館日  

10 
休館日  

11 
休館日 

12 
休館日 

13 
休館日  

14 
休館日 

15 
休館日 

16 
 休館日 

17 
休館日 

18 
休館日 

19 
休館日 

20 
休館日  

21 

休館日 

22 
休館日 
  

23
休館日 

24 
図書点検・

整理のため 
25 
休館日 

26 
休館日 

27 
休館日 

28 
休館日 

29 
休館日 

30 
休館日 

   


