
まだまだ寒い時期が続いています。気持よく春を迎えられるよう、心も身体も労わりながら日々を過ご

したいですね。今月も、皆さんの日常をブラッシュアップできるような、さまざまなジャンルの本がコム

ズの本棚に仲間入りしました。暖かい室内で読書を楽しみませんか？コムズの最新情報は、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！ 

人と痛み 

 沖縄出身の筆者は、琉球大学教

育学部で少年少女に対しての人文

学的な研究を行っています。その

過程において、｢痛み｣を抱え生き

ている多くの人と交流してきまし

た。10代で母親になった少女。火

傷で入院したことのある元ホス

ト。彼らや筆者自身も抱えながら生きている痛み。

その痛みの先で見えてきたものとは…。 

 2021年本屋大賞ノンフィクション本大賞を受

賞。テレビ番組でも特集された話題の１冊です。 

女性たちの奮闘が胸を打つ 

当事者はどんな風に体験しているの？ 

 インドで不可触民として差別

の中で過ごすスミス。イタリア

で倒産寸前の毛髪加工会社を任

されることとなったジュリア。

カナダで弁護士として活躍する

も、乳癌によって次々と築き上

げてきたものを後輩に取られるサラ。理不尽な試

練を乗り越えようとする時、交わるはずのなかっ

た3人の人生が、美しい髪を通じて交差します。     

 フランスで120万部突破。32か国で翻訳決定

の世界的注目作です。 

 同じものを買ってきてしまう。人

の顔がわからない。認知症による生

活の困りごとの背景にあると考えら

れる心身障害を当事者の視点から紹

介。認知症のある方が体験する出来

事を、旅のスケッチや、旅行記の形

式でわかりやすく表現しており、疑

似体験するように読み進めることができます。 

 認知症のある人の生活しづらさや心情を理解す

る助けになる、全く新しい認知症の本です。 

 LGBTに向けて書かれた本です

が、｢自分らしく働く｣をめざす全

ての人への就職・転職への指南書

となっています。面接対策などの

実践に役立つ情報や、多分野の先

輩による自分に合った企業と出会

うまでの経験談も豊富です。 

 資生堂やソフトバンクといった有名企業が、どの

ような取組みをしているかも紹介。企業側も必読の

１冊となっています。 

多様化する生き方の現状とは 

 2月のオススメ新着図書（8冊）               

自分らしく働く 

ＬＧＢＴの就活・転職の不安が解消する本                         

星 賢人 著   

 

認知症世界の歩き方  
 

   筧 裕介【著】/認知症未来共創ハブほか【監修】 

 

海をあげる  
    

上間 陽子 著  

三つ編み  

レティシア・コロンバニ 著   

「 温泉をぬるみ 出るに出られぬ 寒さ哉 」 - 夏目漱石 - 

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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 著者ロウリーは11歳の女

の子です。眼鏡をかけてい

るロウリーは、眼鏡のプリ

ンセスの映画を作ってくだ

さいとディズニーに手紙を

出しました。この話はネッ

トで拡散され、眼鏡のプリ

ンセスがいないなら、一緒に作ってしまおう！と

いうことで、イラストレーターのナタリーがロウ

リーに声をかけ、この絵本が完成しました。 

 あなたはありのままで素敵なんだよと伝えてく

れる作品です。 

 本当の美しさを見つける冒険へ！ お金の使い方から見える人生 

 幼い頃に祖母から貰った三千円

のお年玉。美帆は本とお菓子を買

いに行きましたが、姉は可愛い

バックを買っていました。昔か

ら、お金の使い方にそれぞれの価

値観が表れていたなと、美帆は考

えるのでした。 

 突然の入院、離婚、介護費用。心配事は数あれ

ど、前を向いて生きていたい。御厨家の三代にわ

たる女性たちのお金にまつわる物語です。巻末で

解説も担当する小説家の垣谷美雨さん絶賛の本

書。垣谷さんのファンの方にもおすすめです。 

 2021年料理レシピ本大賞を受

賞した本作の特徴の一つは、材料

の分量が一切書いていないこと。

独特な言語感覚と明るいキャラク

ターで人気の筆者が、料理をしな

がらおしゃべりするようにレシピ

を説明してくれます。読んでいる

と、思わずぷっと吹き出してしまう、そんな料理

本です。手間がかかるイメージのラザニアやク

リームコロッケも、この本を読むとチャレンジし

てみたくなるかも⁉そんなふしぎな魅力にあふれ

た１冊です。 

 愛媛県東予地方出身の著者は、

東京で働いていたある日、母から

の連絡で実家の田んぼが太陽光パ

ネルになる事を知ります。｢久美子

に言うたら面倒なことになる｣と

黙っていた父親を、農地を守りた

いと説得する著者。しかし、その

先にも、農業の難しさだけでなく、現代日本の農家

特有の問題、そして大きな落とし穴が待っていまし

た。一筋縄ではいかない問題に立ち向かう37歳の女

性の奮闘記です。 

現代の農業問題に孤軍奮闘  気軽に料理を楽しもう！ 

ローズ姫と黄金のめがね 

  ロウリー・ムーア/文 

ナタリー・オーウェン/絵 
      中井 はるの/訳 

 
 カレンの台所  

 
滝沢 カレン 著 

その農地、私が買います  
高橋さん家の次女の乱  

 高橋 久美子 著   

 
 三千円の使いかた  

 
原田 ひ香  著 

2月の新着図書（全20冊）    

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8223 子育てで一番大切なこと - 愛着形成と発達障害  杉山 登志郎 教育・子育て 

8224 ムスコ物語 ヤマザキ マリ 家族・家庭 



8225 
超かんたん自分でできる人生の流れを変える       

ちょっと不思議なサイコセラピー  
東 豊 こころ 

8226 あなたの体は9割が細菌 
ア ラ ン ナ・コ リ ン【著】    

矢野 真千子【訳】 

からだ・健康  

8227 鎌田式 健康手抜きごはん 鎌田 實 

8228 
自分らしく働く                             

LGBTの就活・転職の不安が解消する本 
星 賢人  セクシュアリティ 

8229 シニア六法 住田 裕子【監修・著】  法律関係 

8230 仕事と人生  西川 善文 仕事 

8231 認知症世界の歩き方  
筧 裕介【著】/認知症未来共

創ハブほか【監修】 

高齢者会・福祉  

8232 寂聴 九十七歳の遺言  瀬戸内寂聴  

8222 
遅咲きも晩婚もＨａｐｐｙに変えて                  

- 北欧マインドの暮らし 
ＬｉＬｉＣｏ 生き方 

8233 海をあげる 上間 陽子 自伝・評伝 

8234 三千円の使いかた 原田 ひ香  

エッセイ・文学 8235 三つ編み 
レティシア・コロンバニ【著】

齋藤 可津子【訳】 

8236 山女日記 湊 かなえ 

8237 ローズ姫と黄金のめがね  

ロ ウ リ ー・ム ー ア【文】    

ナ タ リ ー・オ ー ウ ェ ン【絵】 

中井 はるの【訳】 
絵本 

8238 ノラネコぐんだんラーメンやさん  工藤 ノリコ 

8239 
その農地、私が買います                     

－高橋さん家の次女の乱 
高橋 久美子 

その他 8240 本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長 

8241 カレンの台所 滝沢 カレン 



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 

【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 

読書は心の栄養補給！ 

コムズの本を活用してね！ 

                

 

 

☆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 2月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

 
  

1 2 3  4 
  

5 
 

6 
 

7  8 9 10 
  

11
建国記念

の日  

12 13  

14 
休館日  

15 
 

16 17  18 19 20 

21 
休館日  

22 
 

23 
天皇誕生日 

  

24 25 
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

  

  
  

コムズフェスティバル 

開催期間のため 

コムズ2階 情報ひろば 利用案内 

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。 


