
3月21日の春分に向けて気温も少しずつ暖かくなり、さまざまな花の蕾が膨らむ季節となりま

した。気持ちよく新年度のスタートを切るために、日々の暮らしをブラッシュアップしてくれる

ような本を探してみませんか？ コムズ２階・図書コーナーには、絵本、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。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！ 

人体の神秘を知る 

 医学を学ぶことは、途方もなく

楽しい。医学生の頃から味わって

きた興奮を、誰かと共有したい。

そんな思いから本書を執筆したと

いう外科医の筆者。人体構造がい

かによくできているのか、人はな

ぜ病気になるのかなど、さまざま

な角度から、人体と医学を語りつくします。日常

の中で当たり前のように感じている人体の機能の

精巧さに気付くことができる1冊。思わず感嘆する

知識が満載です。 

自分や周囲の人に幸せをもたらす秘訣 

 この本では、これまで4000人

以上の経営者や起業家、広報担当

者に伝授してきた、誰でもできる

PRのノウハウのエッセンスを学ぶ

ことができます。 

 PRに必要な100のカテゴリは全

て見開き1ページでまとめられ、

最後には意識しなければならないポイントも載っ

ているため、空いた時間に読んでも分かりやすい

内容です。事業の効果的なPRについて悩んでい

る方、必読の一冊です。 

時代に合ったPR技術とは？ 

 本書の著者である団姫さんは、

男社会といわれる仏教や落語の世

界で生き生きと活躍されていま

す。しかし、過去には生きづらさ

に直面した経験がありました。 

 仕事や夫婦関係、親子関係に至

るまで、従来の｢あたりまえ｣にとらわれず、自分

や家族が幸せになる方法を探して実践する団姫さ

ん。性別にとらわれない自分らしい生き方につい

て考えるきっかけになる本です。 

 2020年、新聞や雑誌、各ＳＮＳ

で大きな反響を得て人気を博した東

京の国際歴史民俗博物館での企画展

が、書籍になりました！ 

 日本で男女の区別がどのように生

まれ、人々はどう生きていたのか？

古代社会での女性リーダーの姿や、

女院や女房のはたらき、江戸の女職人や、中世から

近世にかけての遊女たちの変化など…。興味深い史

実を分かりやすくまとめてあります。ぜひご一読く

ださい。 

 話題の企画展を書籍で堪能 

 3月のオススメ新着図書（8冊）              

「 薄赤き 顔並びけり 桃の酒 」 - 正岡子規 - 

 

性差の日本史         
 

国立歴史民俗博物館【監修】/ 
「性差の日本史」展示プロジェクト【編】 

 

お金をかけずに誰でもできる！ 

SNS×メディアPR100の法則 
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 シルバーヘアとメガネがト

レードマークのbonponさんご

夫婦。インスタグラムに夫婦の

リンクコーデを投稿すると、お

しゃれな夫婦としてフォロワー

が急増しました。ベーシックな

アイテムですが、色や組み合わ

せで毎日の服選びを楽しんでいます。 

 お洋服の紹介がメインですが、定年後のセカンド

ライフについて、暮らしの中で愛用するものについ

てなど、お二人の暮らしからおしゃれを楽しむヒン

トをもらえます。 

 お気に入りの一着を見つけよう 直木賞・本屋大賞ノミネート！ 

 デビュー作ながら高い評価を

受けている本書。各書店の売り

上げランキングでも上位に入る

人気です。舞台はモスクワ近郊

の農村。独ソ戦が激化する中、

主人公の少女はドイツ軍に母親

や村人たちを殺されます。母親

の遺体を焼いた女性兵士から、

死ぬか、射撃兵となるか、と問われた少女は、復

讐のために戦うことを決意するのでした。戦争の

悲惨さを少女兵士たちの姿を通して描く話題の小

説です。ぜひお読み逃しなく！ 

 就職、転勤、入学など…新

生活に向けて動き始める時期

ですね。ワクワクの一方で、

生活に変化が生じることに不

安な気持ちになる方もいらっ

し ゃる ので はな いでし ょ う

か。 

 本書は、部屋の決め方から日々の家事のコツや

お金、病気や災害といったもしもの時の備えま

で、ひとり暮らしに必要なイロハがすべて詰め込

まれています。本書を読みながら、新生活へ向け

て準備を始めましょう！ 

 ｢幸せを感じる愛されごは

ん｣をテーマに、身近な食材を

使ったレシピを発信している

りなてぃの節約レシピ集で

す。初日に一週間分の食材を

購入することで浪費を防ぐこ

と が で き ま す。男 子 が 喜 ぶ

ガッツリ飯を中心に、野菜もたくさん摂れるレシピ

がひと月分載っているため、真似するだけですぐに

節約できます。日々忙しい中お料理をされる方やお

料理初心者の方におススメです！ 

簡単おしゃれな愛情ごはん  これ1冊ですべて解決！ 

 

bonponさんの 

何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服 
 

  bonpon  著 

 

ひとり暮らしで知りたいことが 
全部のっている本 

 

主婦の友社【編】  

 

りなてぃの一週間3500円献立  

    ＲＩＮＡＴＹ  著 
  

 
 同志少女よ、敵を撃て  

 
逢坂 冬馬  著 

3月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8242 フェミニスト・ファイト・クラブ  ジェシカ・ベネット 女性学 

8243 性差の日本史  
国立歴史民俗博物館【監修】/「性

差の日本史」展示プロジェクト【編】 
女性史 

8244  男性育休の教科書 日経xwoman 教育・子育て 



8245 天才はみんな「鈍感」さん  ライフハックアニメーション こころ 

8246 すばらしい人体  山本 健人 

からだ・健康  

8247 “がんばり筋”をほぐせばおなかも脚も細くなる！ ｍｉｅｙ 

8248 ＳＮＳ×メディアＰＲ１００の法則 笹木 郁乃 仕事 

8249 枯れてこそ美しく 
戸田 奈津子        

村瀬 実恵子 

高齢者会・福祉  

8250 親をボケさせないために、今できる方法 藤田 紘一郎 

8251 孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦 瑠麗 

生き方  

8252 女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる 露の 団姫 

8253 おとぎカンパニー 田丸 雅智 

エッセイ・文学  8254 李王家の縁談 林真理子 

8255 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 

8256 パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ  

絵本  

8257 まよなかのトイレ  まるやま あやこ 

8258 訴歌 阿部 正子 

その他  

8259 
ｂｏｎｐｏｎさんの                            

何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服 
ｂｏｎｐｏｎ 

8260 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社【編】 

8261 りなてぃの一週間３５００円献立 ＲＩＮＡＴＹ 
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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 

3/19(土)のおはなし会は

3/1(火）申込受付開始！ 

 

 

☆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 3月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

 
  

1 2 3  4 
  

5 
 

6 
 

7 
休館日 

8 9 10 
  

11  12 13  

14 
休館日  

15 
 

16 17  18 19 
 

20 

21 
春分の日  

22 
休館日 

23 
  

24 25 
図書点検・

整理のため 
26 27 

28 
休館日 

29 30 31  
  

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。 


