
～あけましておめでとうございます！今年も図書コーナーをよろしくお願いいたします～ 
 

コムズ２階図書コーナーでは、話題の小説や絵本、実用書などさまざまなジャンルの本を揃えていま

す。生涯学習やお家時間の充実にご活用ください。2月にはコムズフェスティバルを開催予定です。老

若男女が楽しめるイベントが満載です。コムズの最新情報はＨPや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！ 

へとへとの先にあるものとは 

 直木賞を受賞した『戦いすんで日

が暮れて』から52年。今も現役の

作家として活動する筆者がこれま

での人生を振り返り、98年の生涯

で自身の身の回りで起こったエピ

ソードを軽妙洒脱に語ります。山

あり谷ありの人生を過ごしてきた

筆者だからこそ書けるエッセイは、戦時中や昭和の

時代での思い出を生き生きと書いているため、若い

人にもおすすめです。 

コロナと生活保護の今 

店員たちの小さな抵抗の日々 

 ＮＰＯ法人生活支援機構ＡＬＬ

で代表理事を務める筆者は、コロ

ナショックなどで生活困窮者と

なってしまった方達の最後の砦と

して活動しています。特に筆者

は、生活保護制度の申請の援助

や、自身がかつて不動産会社に勤務していた経験

から大阪居住支援ネットワーク協議会を通じて住

宅確保などを積極的に行っています。この本では

そんな生活困窮者の実情と支援をリアルに書いて

います。 

 会社を逃げるように辞めた著者

がアルバイトに選んだのは、「働

いている人が嫌な気持ちになる人

はお客様ではない」等、非常識な

理念を持つ喫茶店でした。マナー

が悪い人には注意する。許せない

行為があれば「もう来ないでくだ

さい」と言う。そんな接客も、お店を大事にして

くれるお客様の「いい空間」を守るため。働くこ

との意味を考えさせられるお仕事エッセイです。 

 40代で結婚、妊娠、出産を経

験した作者。娘むーちゃんの1歳

9カ月から幼稚園入園までの親子

の時間をまとめた１冊です。歩い

たり、しゃべったり、次第にでき

ることが増えていき、忙しい毎日

を過ごす作者ですが、子どもとの

生活を楽しんだり、成長を喜んだりする日々を送っ

ています。そんなお母さんの日常をまとめた本書

は、読み手もほっこりするエッセイマンガとなって

います。 

 あたふた子育てスタート 

 1月のオススメ新着図書（8冊）                 

Ｖol.198 
 

 

おかあさんライフ 
   

たかぎ なおこ 著   

 

「常識のない喫茶店」 

 

 僕のマリ 著     

 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず  
    

佐藤 愛子 著 

大阪に来たらええやん！  

 坂本 慎治 著   

「 膝に来て 模様に満ちて 春着の子 」 - 中村草田男 - 

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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 藤原道長の娘、彰子は僅か12

歳で一条天皇の后となりまし

た。父の出世のための道具とし

て宮中に送り込まれた彰子でし

たが、大人になるにつれ、朝廷

には怨念や、陰謀が多くはびこ

り、自らの父や叔母も深くかか

わっていることに気づきます。

その事実におののきながらも、彰子はその闇をは

ねのけ、朝廷に平穏をもたらす国母になっていき

ます。平安王朝に生きる后の人生をドラマチック

に描いた小説です。 

 朝廷の優しき国母の人生 女性が抱える悩みに寄り添う１冊 

 まだ女性医師が少ない時代に産

婦人科医になった著者。女性特有

の病気を看るだけでなく、仕事や

家庭の事、妊娠や出産への不安、

子育ての葛藤、更年期の苦しみな

ど、さまざまな悩みを抱える女性

達に寄り添い続けてきました。 

 ｢女だから｣と、何度も望む道を阻まれそうにな

りながらも、「前例がないなら開拓していく」と

本書で語るように、前向きな姿勢で活躍を続けて

きた著者の穏やかながらも凛とした言葉に励まさ

れるはずです。 

 ｢ふじさん、ほれぼれする

山だねえ～｣雲の帽子をか

ぶったり、夕日に照らされ

真っ赤になったり。富士さ

んってとっても綺麗！富士登山したくなった、タ

イのお母さん、せとうちたいこさんは、山登りの

ために必要な持ち物の準備に大忙し！その後こだ

いちゃん達と一緒に、富士山に登ります。頂上か

らはなんとめでたいご来光…たいこさんのパワー

で楽しく元気になれる絵本です。 

 空を見上げるとたいていそこに

は、雲があります。雲には多くの

種類がありますが、それぞれの雲

の特徴をご存知ですが？身近なが

らも知らないことが多い雲、雨、

雪、虹、台風、竜巻など空(気象)

の不思議を、写真付きで解説して

いる本書。漢字にはフリガナがついているので、

小学生でも楽しく読むことができます。おもしろ

くてためになる目から鱗の天気の知識と出会える

１冊です 。 

 

これであなたもお天気博士 タイ子さんと富士山に登ろう！ 

 

月と日の后  
 

  沖方 丁 著 

 

  せとうちたいこさん ふじさんのぼりタイ 
 

長野 ヒデ子 著 

 

すごすぎる天気の図鑑  
     

   荒木 健太郎 著 

 

 自分をもっと大切に   
 

堀口 雅子 著 

1月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8202 「テレビは見ない」というけれど 
青弓社編集部【編

著】 
女性学 

8203 おかあさんライフ。 毎日一緒におさんぽ編 たかぎなおこ 教育・子育て 



8204 なんで家族を続けるの？  
内田 也哉子/中野 信子

【著】 
家族・家庭 

8205 スナックキズツキ 益田ミリ こころ 

8206 漢方的おうち健診 櫻井 大典 からだ・健康 

8207 常識のない喫茶店 僕のマリ 仕事 

8208 大阪に来たらええやん！ 坂本 慎治 高齢者会・福祉 

8209 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 高齢者会・福祉 

8210 さよなら、俺たち 清田 隆之 男性関連 

8211 往復書簡限界から始まる 上野 千鶴子/鈴木 涼美 生き方 

8212 自分をもっと大切に 堀口 雅子 生き方 

8213 店長がバカすぎて  早見 和真 エッセイ・文学 

8214 月と日の后 冲方 丁 エッセイ・文学 

8215 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 〈２〉 ブレイディみかこ エッセイ・文学 

8216 タンタンタンゴはパパふたり 

ジャスティン・リチャードソ

ン/ピーター・パーネル【文】

ヘンリー・コール【絵】/尾辻 

かな子/前田 和男【訳】 

絵本 

8217 せとうちたいこさん ふじさんのぼりタイ 長野 ヒデ子 絵本 

8218 １０１人の、泣いて、笑って、たった一言物語。 志賀内 泰弘【監修】 その他 

8219 魔法のクローゼット くぼしま りお その他 

8220 「おひとりさま」のお金の増やし方 瀬戸山 エリカ その他 

8221 すごすぎる天気の図鑑  荒木 健太郎 その他 
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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 

予約が無い本は、お電話

で延長可能です。お気軽

にどうぞ！ 

 

 

☆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 1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 ５ ６  ７  ８ ９  

1０ 
成人の日  

1１ 
休館日 

1２ 13  14 15 16 

17 
休館日  

18 19 
  

20 21 22 23 

24 
休館日 

25 26 27 28 
図書点検・

整理のため 
29 30 

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。 


