
新年度がはじまるこの時期。慌ただしい日々を過ごされている方も多いのではないで

しょうか。そんな時こそ、お家でのんびり本を読み、自分だけの時間を大切にしてみてく

ださい。今年度もコムズではたくさんの講座・イベントの開催を予定しています。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！ 

ちょっと悩んだときに役立つ一冊 

 コロナ禍を機にオンラインでの

やり取りが増えた今、礼儀正しく

スピーディーなメール対応は仕事

を円滑に進めるためにとても重要

です。 

 フレーズは相手や場面ごとに検

索できるため、使うべき最適な表

現が、文例・解説付きで見つかります。ビジネス

メールの書き方・送り方などが基礎から解説されて

いるので、新社会人やメールに苦手意識のある方に

もオススメです。ぜひご活用ください。 

 等身大の姿に親近感 

 予約待ち1000人の人気整体師

の筆者は、深部にあるリンパの滞

りを解放することで全身がうるお

い、身体が持つ本来の回復力を取

り戻せると説明します。不要な老

廃物の回収、細胞に栄養を届け

る、病原菌やウイルスの排除等、

さまざまな働きがあるリンパ。疲れが取れない、

身体がだるい、肩こりがひどい。そんな不調の改

善に、筆者考案のツボ揺らしとストレッチを試し

てみては？ 

リンパ詰まり解消で身体回復 

 お笑いコンビ・オードリーの若林

さんはエッセイストとしても人気で

す。ボクシング観戦もキューバ旅行

も一人。自意識過剰だと分かった上

で、スタバでグランデと言えない。

注射が怖くて泣き叫び、失恋すれば

とことん悲嘆にくれる。小学生の頃から酷い片頭

痛に悩まされている。人と違うことで生じる生き

づらさを、素直にユーモアを交えて語ります。読

むと肩の力が抜けるような１冊です。 

 恋 愛、人 間 関 係、仕 事、子 育

て、自分自身について…ウェブサ

イト上のお悩み相談コーナー｢編集

長がこたえます｣には、特に深夜の

時間帯に多くの相談が寄せられる

そうです。本書はその相談の中か

ら、特に共感を集めた31の悩み相

談が書籍化されたものです。 

 誰かの悩みとそれに対する回答を読んでいるうち

に、気付けば自分の悩みもスッキリするような前向

きになれる1冊です。 

人生の変化を迎える全ての女性へ 

 4月のオススメ新着図書（8冊）                 

共同参画でつくる あたらしい暮らし あなたらしい人生 

コムズ・ライブラリー通信 

Ｖol.201 

「 春宵の 此一刻を 惜むべし  」 - 高浜虚子 - 

   深夜の、かけこみ横丁  
   

 村上 萌 著   

 

不調が消えてやせる  
うるおう体のつくりかた 

 永井 峻 著     

 

そのまま使える！ビジネスメール文例大全 
    

平野 友朗  著 

 

ナナメの夕暮れ  

 若林 正恭 著   
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 うさぎのパティシエたち

が、世界中のおかしを紹介し

てくれます。 

 とろりとしたクリーム、サ

クッと焼けたクッキー、ふん

わりとしたケーキ。細部まで

絵で再現されて、とても美味しそう。 

 ミルクレープやプリンアラモードが日本で生まれ

たことを知っていましたか？『ずかん』のタイトル

通り、原材料や発祥地、名前の由来等、一つ一つお

かしの説明があり、大人でも楽しめる絵本になって

います。 

 心ときめく美味しそうな図鑑 人気ミステリー作家による時代小説 

  織田信長と毛利・本願寺が死闘

を繰り広げる天正6年、北摂津を

治める荒木村重が突如織田家を離

反します。この一報を聞いた黒田

官兵衛は、播磨平定を行う秀吉か

ら村重の説得を命じられますが、

説得に向かった官兵衛は、幽閉さ

れてしまいます。なぜ、村重は官兵衛を斬らず、幽

閉したのでしょうか。そして、なぜ信長に反旗を翻

したのでしょうか。 

 有岡城攻防戦を村重目線で描き直木賞を受賞した

注目の１作です。 

 家庭や学校生活の中で悩みを抱

える高校生には、教師の配慮が行

き届かない場合が多々あります。

｢居場所カフェ｣とは、学校内の空

き教室、オープンスペース、図書

館などで、ドリンクやお菓子を生

徒に提供しつつ居場所づくりをふ

まえた交流相談・支援を行うものです。他人との交

流が希薄になりつつある今、ぜひこの本を読んで、

人との繋がりの参考にしてみてください。 

 1970年代から現在にいたるま

での少女マンガの女性作家の作品

を集めたアンソロジー。萩尾望

都、一条ゆかりといったレジェン

ドから、人気作『海街diary』の吉

田秋生まで、総勢10名の作品が収

録されています。 

 少女マンガの多様さに改めて気づかされる1冊。

選者である小説家の恩田陸さんの解説も、作品への

新たな視点を与えてくれます。心惹かれる作品から

読んでみてください。 

多彩な少女マンガの楽しみ 高校生への居場所づくり 

 

 

おかしのずかん 
 

  大森 裕子 著 

 
学校に居場所カフェを作ろう！    

 

 

居場所カフェ立ち上げプロジェクト 著    

 

 

現代マンガ選集 少女たちの覚醒  

恩田 陸 編集 

 
 黒牢城 

 
米澤 穂信 著 

4月の新着図書（全20冊） 

図書 

管理 

番号 

書     名 著  者 分  類 

8262 
エトセトラ 〈ＶＯＬ．５〉 特集：私たちは韓国ドラマで強くな

れる 
小山内園子/すんみ 女性学 

8263 親が知らない子どものスマホ 鈴木 朋子 教育・子育て 

8264 盗撮をやめられない男たち 斉藤 章佳 こころ 



8265 深夜の、かけこみ横丁 村上 萌 こころ 

8266 オートミール健康レシピ 
植草真奈美（管理栄養

士）/Ｓｈｉｅ（管理栄養士） 

からだ・健康 

8267  不調が消えてやせる うるおう体のつくりかた 永井 峻 

8268 そのまま使える! ビジネスメール文例大全  平野 友朗【監修】 仕事 

8269 70歳が老化の分かれ道 
戸田 奈津子/村瀬 実恵

子 
高齢社会・福祉 

8270 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどう みやこ 

生き方 

8271 ヒトの壁  養老 孟司 

8272 ナナメの夕暮れ 若林 正恭 自伝・評伝 

8273 神の悪手 芦沢 央 

エッセイ・文学 8274 夜が明ける 西 加奈子 

8275 黒牢城 米澤 穂信 

8276 日本語オノマトペのえほん 髙野 紀子 

絵本  

8277 おかしのずかん  
大森 裕子【作】/福田 淳

子【監修】 

8278 学校に居場所カフェをつくろう！ 
居場所カフェ立ち上げプ

ロジェクト【編著】 

その他 

8279 少女たちの覚醒  恩田 陸【編】 

8280 スープジャーで楽するおべんとう生活  野上優佳子 

8281 解きたくなる数学 
佐藤 雅彦/大島 遼/廣

瀬 隼也【著】 

直木賞受賞作 

本屋大賞ノミネート作 
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コムズ2階 図書コーナー 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 

コムズのイベントも

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） 

図書コーナー 4月カレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 
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●図書の貸出（無料）   

 貸出期間…２週間                 

 貸出冊数…３冊まで 
 

●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。  

 

 

4月より図書の受付が、1階に変わります。事務所・カウンターにお申し出ください。 

●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。 

   

●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。 

 

 貸出しにはカードが必要です。 

 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、1階・事務所  

 受付カウンターにてお申し込みください。 

 

 


