
今年も残すところあとわずかとなりました。今月は、人気のクリスマス絵本を入庫していま

す。大人も楽しめる作品ですので、たくさんの方に手に取っていただければと思います。 

コムズ２階・図書コーナーには、小説、実用書などさまざまなジャンルの本を揃えています。

また、おはなし会などのイベント情報は、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！ 

予防のためのスープ集 

 がん治療のスペシャリストが考案

した手軽に野菜を摂取できるレシピ

集の第3弾です。スープの作り方

や、栄養素の説明だけでなく、保存

方法やアレンジメニューも掲載され

ています。高血圧・糖尿病・コレス

テロール値の増加など生活習慣病はもちろん、抗が

ん剤治療により食事制限がかかっている人でも安心

して食べられるスープが満載です。 

 体調を気遣う食事をしたい方、免疫力をつけたい

方にお勧めです。 

   何がアウトかわからない 

ありがとう、やさしいおじさん 

 近年、急速に問題視されるよう

になってきたハラスメント問題。

パワハラや、セクハラだけでな

く、ケアハラや、レイハラなど多

くのものが実は存在します。そん

な、これらの新たな多くの「〇〇

ハラ」についていけず、困惑して

いる。そんな方に読んでいただきたい１冊となっ

ています。これを読んで、あなたのハラスメント

に対する意識や、知識をアップデートしてみませ

んか。 

 ２０１９年１２月アフガニス

タンで中村哲医師が、凶弾に倒

れ ま し た。こ の 時、日 本 で も

ニュース速報が流れ、覚えてい

る方も少なくないのではないの

でしょうか。中村医師は、アフ

ガニスタンで病気や水不足に苦しむ地域で活動

し、多くのアフガニスタンの人々に感謝され、現

地では親しみを込めて「カカ・ムラド」とよばれ

ています。そんな「カカ・ムラド」の功績や優し

さにあなたもふれてみませんか。  

 主人公ふさ子は、共働きで家事

と育児両方をこなす典型的なお母

さんだった。しかし、夫トシハル

と話し合い、育児と家事のメイン

をかわってもらう。7年ぶりに仕

事に没頭できる日々に満足してい

るとき、ふと気づく。「あれ、今

の私って昭和の親父じゃない？」と。そして、かつ

ての夫に対するイライラが、自分に牙をむく。令和

を生きる共働き夫婦の日常を読みやすいマンガで描

いた１冊です。 

 共働き夫婦の最適解 
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「 仏壇の 菓子うつくしき 冬至かな 」 -  正岡子規 - 

 

大黒柱妻の日常  
 

 

田房 永子  著 

 

カカ・ムラド －ナカムラのおじさん 
 

 

ガワフラ 著 

 

最強の野菜スープ 
    

前田 浩 著 

 

ハラスメントの境界線 

  白河 桃子 著 
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 名だたる企業のCMを手がける

コピーライターの著者。息子の目

が見えないことが発覚したことを

きっかけに、仕事観が大きく変わ

りました。多くの当事者に会った

のち、ブラインドサッカーの広告

を皮切りに、福祉の世界でマイノ

リティ(少数者)に光を当てる仕事をしていきまし

た。著者は、テレビ番組で有名芸能人たちもプレー

した「ゆるスポーツ」の発案者でもあります。本書

を読むと、誰かが抱える弱みが、社会をより良くす

る手掛かりになると気付くことが出来ます。 

 全ての「弱さ」は社会の「伸びしろ」 日常に役立つ「心」の雑学 

 バイアスとは、歪みや偏りを

指す言葉で、よく耳にする「バ

イアスが掛かっている」という

言い方は「偏った見方をしてい

る」ときに使います。 

 この本を読むと、人の言動が

いかに根拠のあやふやな非論理

的な思い込みに基づいているかに気付かされま

す。 

 自分の思考に疑いを持つことを習慣にするため

にも、まずこの本を読んで、自分を騙す心のクセ

を知っておきましょう。 

  主人公が、家を買いたいとい

う知人から見せられた家の間取り

図は、一見すると何の変哲もない

立派な家でした。しかし、何かが

おかしい。そう思った主人公は、

建築関係の会社に勤める友人に部

屋の間取り図を見せて意見を聞き

ます。すると、思いもよらない事

実が明らかとなります。読めば読むほど話に引き込

まれ、次のページをめくらずにはいられない、ミス

テリー小説です。 

 世界には多くの言葉があり、ゆ

えに多くのことわざがあります。

著者が膨大な数の世界各地にある

ことわざの中から、古さやレア度

に着目し、厳選されたものが書か

れています。 

 また、世界各地の文化に寄り

添った言い回しであるため、日本

と世界との違いを実感できたり、現地の特有の世界

に思いを馳せたりすることが出来る１冊となってい

ます。 

おもしろ言葉遊び この家、何かおかしい 

 

 

マイノリティデザイン    

 
   澤田 智洋 著 

 

 変な家  
 

雨穴 著 
   

 

たぶん一生使わない？異国のことわざ１１１ 
      

時田 瑞  著 

 

 情報を正しく選択するための 

認知バイアス事典 

 

 情報文化研究所【著】/高橋 昌一郎【監修】 

12月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

8182 女たちのポリティクス ブレイディ みかこ 女性学 

8183 哲学の女王たち  

バクストン，レベッカ/ホワイ

ティング，リサ【編】/向井 和美

【訳】 

女性史 



8184 乳幼児期の性教育ハンドブック 

浅井 春夫/安達 倭雅子/艮 

香織/北山 ひと美【編著】/“人

間と性”教育研究協議会乳幼

児の性と性教育サークル 

教育・子育て 

8185 家族の味 平野 レミ【著】/和田 誠【絵】 家族・家庭 

8186 大黒柱妻の日常  田房永子 結婚・離婚 

8187 「繊細さん」の幸せリスト  武田 友紀 こころ 

8188 最強の野菜スープ４０人の証言  前田 浩 からだ・健康 

8189 ハラスメントの境界線 白河 桃子 セクハラ・暴力 

8190 マイノリティデザイン  澤田 智洋 

高齢者会・福祉  

8191 １日１分「首わしづかみ」で脳脊髄液を流しなさい 宮城 旺照 

8192 情報を正しく選択するための認知バイアス事典 
情報文化研究所【著】/高橋 

昌一郎【監修】 
生き方 

8193 カカ・ムラド―ナカムラのおじさん 
ガフワラ【原作】/さだ まさし他

【訳・文】 
自伝・評伝 

8194 ライオンのおやつ 小川 糸 

エッセイ・文学  8195 変な家 雨穴 

8196 透明な螺旋 東野圭吾 

8197 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子/山脇百合子 

 絵本 

8198 さむがりやのサンタ 
レイモンド・ブリッグズ【著】/す

がはらひろくに【訳】 

8199 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ 農林水産省【取材協力】 

その他  8200 たぶん一生使わない？異国のことわざ１１１ 時田 昌瑞 

8201 自分に心地よい小さな暮らしごと  瀧本 真奈美 
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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 

冬は暖かいお家の中

で本を読もう！              

 

 

☆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 12月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
  

 １ ２  ３  ４ ５ 

６ 
休館日 

７ ８ ９  10  11 12  

13 
休館日  

14 15 16  17 18 19 

20 
休館日  

21 22 
  

23 24 
図書点検・

整理のため 
25 26 

27 
休館日 

28 
 

29 
休館日 

30 
休館日 

31
休館日 

  

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。 


