
2人の熱き思い 

 天正元年、織田家によって滅ぼされた

越前朝倉氏の一乗谷に生まれた匡介は、

家族を戦乱で失いますが、近江の石垣職

人飛田源斎の養子になり、石垣造り職人

穴太衆の跡取りとなります。匡介は不落

の石垣を組むことで天下泰平の世を目指

しますが、同じく近江の鉄砲職人国友衆の彦九郎は、

一撃で城を落とす鉄砲の全国への普及をもって天下泰

平の世を目指します。手段は違いますが、大いなる目

的を達せんとする2人の熱き思いが大津城で激突する。

果たして、2人の行く末は…。 

 

 

何気ない大切な日々        

あなたに贈る読書体験 

 絵本ではありますが、子どもよ

り子育て中、または子育てが終

わった親御さんが共感できるお話

です。 

 コロコロ変わる子どもの心や行

動、子どもが成長するにつれて変

わる親子関係など、共感できるエピソードがたくさ

ん散りばめられています。その中には「あるあ

る！」と思うものもきっとあるはず。あるあるを楽

しみつつ、思い出を振り返ってみてはいかがでしょ

うか？ 

 4人の直木賞作家が「はじめ

て〇〇したときに読む物語」を

テーマにして書いた小説集。そ

して人気ユニットYOASOBIに

より、これらの小説を原作とし

た楽曲の配信リリースが決定し

ており、こちらも楽しみです。 

 読書好きの方にはもちろん、

文字サイズも大きめで、漢字のルビも多くふられ

ており「はじめての」読書におすすめしたい本で

す。 

 著者の子供時代の家族との経験

から、今度は自分の子どもたちの

ために作った「９９の楽しいこと

リスト」。 

 ひみつ基地ごっこ、家の中でト

レジャーハンティング…等々、特

別なことをしなくても、何気ない

一日が忘れられない思い出になります。「今日は何

をしようかな？」と思ったら開いてみるのはいかが

でしょうか？体験レポ漫画「むぴー家やってみた」

も収録されています。 

読むだけでも◎楽しいことリスト 

 

一日を通して過ごしやすい、清々しい新緑の季節となりました。コムズ２階図書コー

ナーでは、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。お家時間の充

実にお役立てください。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冊まで・２週間、貸出しをしています。 

  5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.202 

「雀らも 海かけて飛べ 吹流し 」 - 石田波郷- 

 

いつか家族でやりたい９９の楽しいことリスト    

 

むぴー  著                     

 

はじめての   
 
 

島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都   著 
 

 

塞王の楯 
    

今村 翔吾  著 

 

あんなに あんなに 

   ヨシタケ シンスケ  著 
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 災害大国日本。しかし、具体

的に何を用意し、災害が起きた

時にどのようなことをすれば良

いのか、いざという時に正しい

動きを迅速にするためには、平

時の備えが欠かせません。本書

は、中高生からアンケートを取

り、その疑問に答える形式で、

とても分かりやすく書かれてい

ます。日頃の備えから、被災時の対応のしかたま

で、今日から使える知識やテクニックが盛りだくさ

んの1冊です。 

防災の疑問を分かりやすく  人気家政婦の最強片付け術 

 あなたは片付けが得意です

か？片付けができない理由を自

分はだらしないからとか、物を

捨てられないからとか思ってい

る人も多いのではないでしょう

か？実際はそうではなく、家の

中に「めんどくさい」を感じさ

せるポイントが多いからだと本

書は指摘しています。 

 その「めんどくさい」を取り除き、散らからな

い部屋にする方法が載っていますので、ぜひご活

用ください。 

 青葉、若葉の好季節、庭木

の剪定を考えている方もおい

ででは？ただ、いつ切ってい

いのか分からない、どのよう

にして切ればいいのか不安と

思っている方へ、おススメの 

1冊です。 

 必要な道具等の樹木の基礎知識、切るためのポ

イント、樹種別の剪定時期や方法がわかりやすく

解説がついています。まず、庭木の剪定を考えて

いる樹を調べてみるのはいかがでしょうか。 

 

 源氏物語を読んだことはあり

ますか？歴史では知っていても

実際に読んだことが無い人も多

いのではないでしょうか。 

 源氏物語の文章量は今の原稿

用 紙 に 換 算 す る と 約 2,400

枚、メインキャラクターだけで

も約50人という超大作です。 

 本書では物語だけではなく、

皇族や貴族の暮らし、文化、信仰についても徹底解

剖しています。恋多き光源氏の人生、権力闘争など

見どころも盛りだくさんです。 

紫式部の不朽の長編小説 コツをつかめば難しくない 

 

図解でわかる  
14歳からの自然災害と防災 

 
  社会応援ネットワーク  著 

 

切る枝・残す枝がわかる！庭木の剪定     

 
  宮内泰之  監修 

 

源氏物語 解剖図鑑 
  

佐藤 晃子 著 

 

 

家じゅうの「めんどくさい」をなくす。 
 

sea  著 

 5月の新着図書（全20冊） 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

8282 フランス革命の女たち  池田 理代子 女性史 

8283 昔話の扉をひらこう 小澤 俊夫 教育・子育て 

8284 いつか家族でやりたい９９の楽しいことリスト むぴー 家族・家庭 



8285 なぜ眞子さまのご結婚はバッシングされたのか  香山 リカ 結婚・離婚 

8286 こころを晴らす５５のヒント 

竹田 伸也/岩宮 恵子/

金子 周平/竹森 元彦/

久持 修/進藤 貴子 
こころ  

8287 仮病の見抜きかた 國松 淳和 

8288 古武術に学ぶ体の使い方。 甲野善紀/林久仁則 からだ・健康 

8289 フィンランド人はなぜ午後４時に仕事が終わるのか  堀内 都喜子 仕事 

8290 タキミカ体操 
瀧島未香 (著), 中沢智

治 (監修) 
高齢者会・福祉 

8291 ワンピースで世界を変える！ ブローレンヂ智世 生き方 

8292 メルケル世界一の宰相 

カ テ ィ・マ ー ト

ン (著), 倉田 幸信  (翻

訳), 森嶋 マリ (翻訳) 

自伝・評伝 

8293 はじめての 
島本 理生/辻村 深月/

宮部 みゆき/森 絵都 

エッセイ・文学  8294 正欲 朝井 リョウ 

8295 塞王の楯 今村 翔吾 

8296 ちょっとだけ 
瀧村 有子  (著), 鈴木 

永子 (イラスト) 

絵本  

8297 あんなに あんなに ヨシタケ シンスケ  

8298 家じゅうの「めんどくさい」をなくす。 ｓｅａ 

その他  

8299 図解でわかる１４歳からの自然災害と防災 

社会応援ネットワーク

【著】/ 諏 訪  清 二【監

修】 

8300 切る枝・残す枝がわかる! 庭木の剪定 宮内 泰之 (監修) 

8301 源氏物語 解剖図鑑 
佐藤 晃子 (著), 伊藤 

ハムスター (イラスト) 

本屋大賞ノミネート作 

直木賞受賞作 



 

☆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） 
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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 

Facebookも                  

見てね♪ 
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図書＆パソコンコーナー 5月カレンダー 

 
  

            

 

●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階に変わりました。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。 


