
こどもの初めての料理本に 

 フランス料理、イタリア料理、

日本料理、中華料理の４人のシェ

フが調理の工程を詳しく紹介して

おり、初めての料理の手助けに

なってくれます。 

 冒頭では野菜のむき方や食材の

様々な切り方を分かりやすく載せ

ており、合間にある食材の豆知識も面白いです。 

 自分や家族が食べたいものを作って楽しめそう

な、こどもの初めての料理本にピッタリな１冊で

す。 

 

 

家族と話そう！ 

弱った親と自分を守る方法 

 家族だとつい甘えが出てきてし

まい、普段の会話をサボってしま

う人もいるのではないでしょう

か。 

 しかし、それでは家族からの

SOSのサインを見逃してしまうこ

とにも繋がりかねません。 

 本書では筆者の経験に基づきながら、どう話せば

上手く伝わり分かり合えるか、また、健康やお金な

どのシリアスな話をする時のポイントについても解

説しています。 

 介護のお金とサービスに関する

超入門書。最近、親が弱ってきて

心配だけど、何から始めればいい

のか分からないという方におスス

メしたい1冊です。 

 まず「誰に相談するか？」とい

うところから、「親の介護」の不

安を解消するために知っておきたいこと（特にお

金や便利なサービスのこと）を会話形式にして、

イラストや図解も多く使用し、分かりやすく説明

されています。 

 1000円で何かをするとした

ら、予算が少ないような気がして

しまいませんか？ 

 しかし、1000円でやれること

はたくさんあります。少し高い

コーヒーや、駄菓子屋さんでお菓

子をたくさん買うこともできま

す。筆者は、自分へのごほうびの予算を 1か月

1000円と決め、その範囲でできる楽しい使い道を

紹介しています。少しの工夫で生活が豊かになるか

もしれません。 

1000円で何ができる？ 

 

毎年６月２３日～２９日は「男女共同参画週間」です。今年度の内閣府が掲げる男女

共同参画週間のキャッチフレーズは、「『あなたらしい』を築く、『あたらしい』社

会へ 」に決定しました。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！ 

  ６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.203 

「蛍飛ぶ 中を夜船の ともし哉 」 - 正岡子規- 

 

わたしの1ヶ月1000円ごほうび     

 

おづ まりこ  著                     

 

お金とおトクなサービス超入門   
 
 

安藤 なつ・太田 差惠子   著 
 

 

料理はすごい！ 
    

柴田書店  編集 
 

 

家族と話し合いをしてますか？  

   斉田 英子  著 
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 「１００人いれば１００通りの

生理があり１００通りのストー

リーがある。」 

 深夜に放送されて反響を呼んだ

テレビ番組をベースに、著名な 

タレントやアスリートなどの声も

掲載された生理について知る本。 

 日本では話題にしにくいテーマでしたが、昔に比

べて今はどうなのか、他の国ではどうなのか、トラ

ンスジェンダーやアスリート、様々な視点から生理

について考えることができます。  

      

もっとふつうに話そう！ 著作権とSNSの簡単入門書 

 ネットワーク社会の恩恵を受け

ながら生きる現代人は、ネットに

潜む落とし穴に注意しながら、よ

い関係を築いていく必要がありま

す。そんな落とし穴の1つに、著

作権があります。「悪意はなかっ

たが、ついうっかり。」というこ

とを、きっとあなたも聞いたことがあるのではな

いでしょうか。 

 そんな、著作権に関する疑問をまとめた本書

で、著作権に対して学びなおしてみませんか。 

   

 正しい敬語は社会人の基本で

すが、その敬語を上手に崩すこ

とで、相手との距離を縮めるこ

とができると提案された１冊。 

 実践しやすいように、相手に

失礼にならず自分もストレスを

感じない崩し方のコツや、相手

の タ イ プ 別 の 攻 略 法、シ チ ュ

エーション別の実例も満載です。 

 人との距離を縮めることが苦手な方へ。悩みが

少し解消されるかもしれませんよ？ 

 

 ｎｏｔｅで話題連載中の「"書

く"が好きになる文章マガジン」を

書籍化！ 

 全くの未経験からライターに

なった著者が親しみやすい文で教

える、「努力・才能・技術」より

大切な“たのしく書く”ための 

コツ。「誰でも、なんでも、書い

ていい。」何か新しいことを始めたいあなた、今の

自分にモヤモヤしているあなた、本書を読んで書く

習慣を身につけてみませんか。 

文才はいらない 敬語を程よく崩すと… 

 

生理ＣＡＭＰ みんなで聞く・知る・語る! 
 

  工藤 里紗【監修】/上田 惣子【漫画】 
 

 

いい人間関係は「敬語のくずし方」で決まる 

 
  藤田 尚弓  著 

 

書く習慣   

いしかわ ゆき  著 

 

 

ちょさく犬が答える！ＳＮＳ時代の著作権 
 

野田 佳邦  著 

 ６月の新着図書（全20冊） 

管理 

番号 
書     名 著  者 分  類 

8302 子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原 美以   

教育・子育て 

8303 
料理はすごい!シェフが先生!小学生から使える、子ども

のための、はじめての料理本  
柴田書店  (編集) 

8304 家族と話し合いをしてますか? 斉田 英子 家族・家庭 



8305 夫婦別姓 ―家族と多様性の各国事情  

栗田 路子/冨久岡 ナ

ヲ/プラド 夏樹/田口 

理穂/片瀬 ケイ/斎藤 

淳子/伊東 順子 

結婚・離婚 

8306 「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 咲 セリ/咲生 和臣 こころ 

8307 生理CAMP みんなで聞く・知る・語る! 
工藤 里紗【監修】/上

田 惣子【漫画】 
からだ・健康 

8308 いい人間関係は「敬語のくずし方」で決まる  藤田 尚弓 仕事 

8309 

知っトク介護  

弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 

安藤 なつ/太田 差惠

子 
高齢者会・福祉 

8310 「非モテ」からはじめる男性学  西井 開  男性関連 

8311 ないものねだるな 阿川 佐和子 

生き方  

8312 みんなの「わがまま」入門 富永京子   

8313 私のいない部屋 

レベッカ ソルニッ

ト (著), 東辻 賢治

郎 (翻訳) 

自伝・評伝 

8314 闇祓 辻村 深月 

エッセイ・文学   8315 燕は戻ってこない 桐野 夏生 

8316 夏至のウルフ  柏木 伸介 

8317 にくにくしろくま 柴田 ケイコ【作・絵】 

絵本 

8318 きょうりゅうのずかん 

五十嵐 美和

子  (著), 富田 京一 (監

修) 

8319 書く習慣  いしかわゆき 

その他 8320 わたしの１ヶ月１０００円ごほうび おづまりこ 

8321 ちょさく犬が答える！ＳＮＳ時代の著作権 野田 佳邦  



 

☆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 ６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。 


