
 
  
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

１ 

中＊調べる学習

相談会 

夢＊おはなし会 

２ ３ ４ 

中＊おはなし会 

５ ６ 

夢＊おはなし会 

７ 

中夢香＊ 

おはなし会 

８ 山の日 

中＊ 

夏のおたのしみ会 

牟＊体験講座 

９ 振替休日 

夢＊おはなし会 

１０ １１ １２ 

中＊調べる学習

相談会 

１３ 

 

１４ 

国牟香＊ 

おはなし会 

１５ 

夢＊おはなし会 

１６ １７ 

中＊おはなし会 

１８ 

中＊おはなし会 

１９ 

中＊おはなし会 

夢＊体験学習 

２０ ２１ 

中国牟＊ 

おはなし会 

２２ 

中＊おはなし会 

牟＊体験学習 

２３ 

夢＊おはなし会 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

中国牟＊ 

おはなし会 

２９ 

中夢 

＊おはなし会 

３０ ３１     

 

※中…中央図書館、国…国分寺図書館、牟…牟礼図書館、夢…夢みらい図書館、香…香川図書館、サ…瓦町サテライト、全館…中国牟夢香サ 
※各館のイベントについての詳細は下部をご確認ください。 

高松市図書館 ～イベント情報～ 

 

 

「珠玉の一杯、うどん」展 

讃岐うどんに始まり、全国各地のご当地うどんやうどんの

種類・アレンジなど色々な楽しみ方を、本を通じて紹介

します 

期間：7 月１日（木）～８月 29 日（日） 

場所：サンクリスタル高松 2 階  

調 べ

 

学 習 応 援

 

講 

＊図書館を使った調べる学習相談会 

日時：８月  １日（日） 
１２日（木） 

各日１０時～１１時半、１時半～３時 
場所：サンクリスタル高松１階 児童コーナー 
内容：図書館を使った調べ方や調べる学習のアドバイスなど 
申込：不要 

＊体験学習「水の古道～高松の水を調べる」 

日時：８月１９日（木）１０時～１２時 
場所：たかまつミライエ 1 階 多目的室 
対象：市内在住の小学４年～中学 3 年 
内容：水道ができる前の高松～現在の水道について 
申込：7 月２１日（水）より電話（833-7727） 

又はカウンターにて（先着１０名） 
 

座 

＊講座「図書館大けんきゅう！」 
  
日時：８月８日（日）午後２時～３時 

 場所：牟礼図書館１階 会議室 
 対象：市内在中の小学生 
 定員：１５人（先着順） 
 申込：8 月１日（日）から電話（845-4113） 
     又はカウンターにて（先着１０組） 

 
＊体験学習「親子であそぼう！ 
～読み聞かせ、わらべ歌、おもちゃ作り～」 
  

日時：８月２２日（日）午前１０時～正午 
 場所：牟礼図書館２階 講座室 
 対象：市内在中の親子 
 申込：8 月１日（日）から電話（845-4113） 
     又はカウンターにて（先着１０組） 

 
 
 

 

 

日時：８月８日（日）１４：００～１４：４５ 
場所：サンクリスタル高松３階  
内容：紙芝居や大型絵本、手遊び 
対象：幼児～小学生 
申込：不要（先着５０名） 
 

夏 の

 

お 楽 し み 会 



 おはなし会 

中央図書館   昭和町一丁目２－２０ サンクリスタル高松１階 おはなしのへや TEL（087）861-4501 

４ 水 10：00～10：30 ゆりかごおはなし会 9 か月～３歳未満児向け 手遊び・わらべうた・読み聞かせなど 

７  土 11：00～11：30 ひよこの学校 幼児～小学校低学年向け 紙芝居・おはなしなど 

７ 土 14：00～14：30 なかよしかみしばい 幼児～小学生向け 紙芝居 

１７ 火 11：00～11：30 えいごのおはなし会 乳幼児～未就学児向け 英語の本の読み聞かせ 

１８ 水 15：30～15：50 にこにこおはなしひろば 幼児～小学校低学年向け 本の読み聞かせ・手遊び・ブックトーク 

１９ 木 10：30～11：00 わらべうたであそぼう 乳幼児向け わらべうた・読み聞かせ 

２１ 土 10：30～11：00 コットンツリーのへや 幼児～小学校低学年向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び 

２１ 土 14：00～14：30 本さんこんにちは 3 歳児～小学生向け 手遊び・絵本の読み聞かせ 

２２ 日 11：00～11：30 よみきかせたいＪｒおはなし会 幼児～小学校低学年向け 手遊びや絵本・大型紙芝居など 

２８ 土 10：00～10：30 伝々虫のおはなし会 幼児～小学生向け ストーリーテリング・わらべうた・絵本の読み聞かせ 

２９ 日 
11：00～11：30 

13：30～14：00 
高松大学読み聞かせ隊 幼児～小学生 手遊びや絵本・紙芝居など 

      

夢みらい図書館 松島町１丁目１５－１ 夢みらい図書館（たかまつミライエ２階） 対面朗読室 TEL（087）833-7727 

１ 日 10：30～11：00 さぬき おはなし会 幼児～小学生向け 語り・絵本の読み聞かせ 

１ 日 15：00～15：30 えいごのおはなし会 幼児～小学生向け 英語の絵本の読み聞かせ 

６ 金 10：30～10：50 ゆめみ・あかちゃんおはなし会 ９か月～３歳未満児向け 絵本の読み聞かせやわらべうたなど 

７ 土 14：00～14：30 アクセントのおはなし会 幼児～小学生向け 手遊び・絵本の読み聞かせ 

９ 月 10：30～11：00 ゆりかごおはなし会 乳幼児向け わらべうた・絵本の読み聞かせ 

１５ 日 14：00～14：30 ゆめみおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ 

２３ 月 10：00～10：20 伝々虫のおはなし会 乳幼児向け お話・絵本の読み聞かせ・わらべうた 

２９ 日 10：30～11：00 ゆめみおはなし会 幼児～小学生向け わらべうた・絵本の読み聞かせ 

      

牟礼図書館 牟礼町牟礼 130 番地２ 牟礼図書館１階 児童室 TEL（087）845-4113 

１４ 土 10：30～11：00 えほんのとびら＆えいごであそぼう 幼児～小学校低学年向け 紙芝居・絵本の読み聞かせ 

２１ 土 10：30～11：00 おはなしひろば「なかよし」 幼児～小学校低学年向け 絵本・紙芝居の読み聞かせ・エプロンシアターなど 

２８ 土 11：00～11：30 アクセントのおはなし会 幼児～小学校低学年向け 手遊び・絵本の読み聞かせなど 

      

国分寺図書館 国分寺町新居 1298 国分寺図書館研修展示室 TEL（087）874-6309 

１４ 土 14：00～14：15 読み聞かせボランティアによるおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居 

２１ 土 14：00～14：15 おはなしぽけっと 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居 

２８ 土 14：00～14：15 だんだんだんごのおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居 

  

香川図書館 香川町川東上１８６５番地１３ 香川図書館２階おはなしのへや TEL（087）879-8970 

７ 土 11：00～11：30 おはなし紡ぎの会 幼児~小学生向け ストーリーテリング・絵本の読み聞かせなど 

１４ 土 14：00～14：30 おはなしばんび 幼児～小学校低学年向け 絵本・紙芝居の読み聞かせ 

 

各館でわらべうたや絵本・紙芝居の読
み聞かせなどの「おはなし会」を定期的
に開催しています。「おはなしの世界」
でたくさん遊んでみませんか。 

 

平日＊午前９：３０～１９：００ 

土日祝＊  ９：３０～１７：００ 

中・牟・国＊月曜休館  

夢・香＊火曜休館 

中牟国夢香＊月末休館  

※休日の関係で変更になる場合有 

開館時間・休館日 おはなし会に参加される皆様へ   
 
①参加票のご記入をお願いいたします。    
②手指の消毒をしてください。  
③マスク着用にご協力ください。（３才以上） 
④人数が多い場合はお断りする可能性があります。 
⑤となりの人とは離れて座ってください。 
⑥体調の優れない方は参加を控えてください 

 


