
早いもので今年も残すところあと２か月となり、日が暮れるのも早くなりました。秋の

夜長に、読書を楽しみませんか？コムズ2階・図書コーナーには、絵本や小説はもちろん、

新しい知識が得られる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！ 

スマホが脳にもたらすこととは 

 世界的ベストセラーとなった｢一

流の頭脳｣を執筆した著者が、脳科

学的見地からスマホが脳に与える

恐ろしい影響に警鐘を鳴らすべく

記したのが本書です。 

 スマホに誰が依存しやすく誰が

そうでないのか、また、依存しな

いための方法についても掲載され

ています。科学的見地から恐ろしい現実を警告する

一方、回避の方法も指南した本書をぜひご一読くだ

さい。 

 心が和む青春小説 

人と比べなくていい 

 親の再婚で家族になった弟

が、フ ァ ッ シ ョ ン と し て ブ ラ

ジャーをつけていると知った主

人公。弟の個性を否定しないけ

れど、他人の目は気になる。そ

んな複雑な心情は、多くの人が

理解できるのではないでしょう

か。物語を通じて、｢男の子だから｣｢女の子だか

ら｣という先入観に気づかせてくれます。葛藤や心

のすれ違いも、素直に言葉にして成長していく10

代の姿が瑞々しく描かれています。 

 国際的に活躍する韓国のアイド

ルグループＢＴＳのメンバーが読

んだことで話題になった本書は、

ポエムのような柔らかい言葉で綴

られたエッセイです。 

   母親がいない寂しさや、クリス

マスにプレゼントをもらえない悲

しみ。いろいろな経験を乗り越え

てきたからこそ伝えることが出来る、やさしい言葉

が並びます。しんどさも幸せも人と比べなくてもい

いと、心をそっと励ましてくれる１冊です。 

 現在の新米パパたちは、育児に

対して意欲を持った方が多くいま

す。しか し長 期の 育休 を 取れ な

い・子どものために仕事を早く切

り上げたくてもできないといった

状況や雰囲気が、まだまだ多くあ

ると著者は言います。こうした現

状を変えていくにはどうすればよいのでしょうか… 

子育て世代の日常に潜む問題に気付き、解決してい

くためのヒントが詰まっています。子育て中のパ

パ、これからパパになる方、必読です。 

 家族の幸せを実現するためには… 
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「白露や 茨の針に ひとつづつ 」 - 正岡子規  

 

パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！ 
 

   前田 晃平 著   

 

家にいるのに家に帰りたい    
 

クォン ラビン  著 

 

 スマホ脳  
 

  アンデシュ・ハンセン  著 

 

 ブラザーズブラジャー          
 

 小嶋 勝利  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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 2025年、国民の３割が65歳

以上になるそうです。高齢者世代

がマジョリティになる世の中が

やってきます。全ての人にやって

くる｢老い｣。それを怖れるのでは

なく、よく知って、｢ころばぬ先

の杖（知恵）｣として、不安解消

に役立つことを願って書かれた本です。 

 樋口さん88歳。人生の先人が語る｢老い｣とは。

６つあるどの章からでも読めるので、ますは目次を

みて、興味のある章からどうぞ！ 

 

 知ることで不安解消！ ワンランク上の仕事術 

 コロナ禍で一躍注目をあびた

ウェブ会議ツールＺｏｏｍ。こ

のツールを、より効果的に使う

ための技術を紹介しているのが

本書です。著者自身が実際に失

敗しながら見つけたＺｏｏｍの

仕事術なので、カメラの位置や

姿勢の作り方などの初歩的なこ

とから、｢利き脳｣の探り方と対処法まで、幅広い

内容になっています。もちろん、Ｚｏｏｍを使っ

たワンランク上の仕事を目指すテクニックも満載

です。 

 生まれつきのアザ、病気や事故

による身体の変形、傷あと、脱毛

症など。様々な理由で見た目に目

立つ特徴を持つ人たちの体験談な

どがまとめられています。 

 もし事故であなたの顔に目立つ

アザが出来てしまったら？病気で

髪が向けてしまったら？見た目の

症状がある人にも、症状はないけ

れど外見をすごく気にして生きている人にとって

も、世界が広がるヒントになる１冊です。 

 森の近くに住むオトちゃん

は、音楽が大好きな女の子。あ

る日、ハープの練習をしている

と、森の奥へと続くように咲い

ている花から音が聞こえてきま

した。花をたどってたどり着い

た先にあったのは、扉と窓のあ

る大きな木で…。 

 地下・海・空に続くシリーズの最新刊の舞台は森

の中です。オトちゃんが迷い込んだこの家では、ど

んな生き物たちがどんな暮らしをしているのか、覗

いてみませんか？ 

花から聞こえた音の正体は？ 自分らしさを受け入れて生きるには 

 

 

 老いの福袋  
 

  樋口 恵子 著  
 

 

 

  人は見た目！というけれど  
 

  外川 浩子 著 

 

もりの100かいだてのいえ  
    

    いわい としお  著 

 
プロとして使うＺｏｏｍ  

 
 平田 幸一 著 

11月の新着図書（全21冊） 
図書 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

8161 マチズモを削り取れ 武田 砂鉄 女性学 

8162 戦争は女の顔をしていない〈１〉 スヴェトラーナ・アレクシ

エーヴィチ【原作】/小梅 

けいと【作画】/速水 螺旋

人【監修】  

女性史  

8163 戦争は女の顔をしていない〈２〉 



8164 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！  前田 晃平 教育・子育て 

8165 家にいるのに家に帰りたい 

クォン ラビン【著】/チョ

ン オ【絵】/ 桑 畑  優 香

【訳】 

こころ 

8166 善玉酵素で腸内革命 國澤 純 

からだ・健康  

8167 スマホ脳  
ア ン デ シ ュ・ハ ン セ ン

【著】/久山 葉子【訳】 

8181 ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり セクシュアリティ 

8168 
プロとして使うＺｏｏｍ［決定版］               

- 会社では教えてくれない新時代の仕事術  
平田 幸一 仕事 

8169 老いの福袋  樋口 恵子 

高齢者会・福祉  

8170 ボーヴォワール『老い』  上野千鶴子 

8171 好きのパワーは無限大  ハラミちゃん 

生き方  

8172 人は見た目！と言うけれど  外川 浩子 

8173 ｉｎｖｅｒｔ 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 

エッセイ・文学  8174 鳴かずのカッコウ 手嶋 龍一 

8175 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田 青子 

8176 いいからいいから〈５〉 長谷川 義史 

絵本  

8177 もりの１００かいだてのいえ 岩井 俊雄 

8178 生贄探し - 暴走する脳  
中野 信子/ヤマザキ マ

リ 

その他  
8179 あの夏の正解 早見 和真 

8180 
習慣超大全 - スタンフォード行動デザイン研究所の

自分を変える方法 

フォッグ・ＢＪ【著】/須川 

綾子【訳】 
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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 

毎月色んなジャンルの書籍

が入るよ！お楽しみに♪     

 

 

☆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 11月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 
文化の日 

４ 5 6 7  

8 
休館日  

9 10 11 12 13 14 

15 
休館日  

16 17 18 19 20 21  

22
休館日  

23
勤労感謝

の日 

24 25 26 
図書点検・
整理のため 

27 28 

29
休館日 

30 
 

  
 

     

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。 


