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令和３年 

１１月 

『第１６回高松市子ども読書まつり』 

日時＊１１月７日（日）午前１０時～午後４時 

場所＊サンクリスタル高松 

内容＊nakaban さん講演会 ※事前申込要 

   「画家 nakabanはときどき絵本作家？」  

   楽しいワークショップ ※事前申込要    ↑詳しくはこちら↑ 

＜点字にふれてみよう・私だけの絵本をつくろう 

  伝承手作りおもちゃであそぼう・移動図書館者の展示など＞ 

ＤＡＩＳＹ機器操作体験コーナー 

※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（サ除く） 
※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。 

『もっと魅力を伝えたい！ 

みんなのブックカバー展 

～紫雲中学校美術部～』 

 期間＊１１月２０日（土）～１２月２８日（水） 

 場所＊サンクリスタル高松 

 内容＊紫雲中学校の生徒が描く岩波書店のブックカバー

を展示します！なお、実際に貸出可能です！ 

『墨文字年賀状講座」 
日時＊１１月２１日（日）午前１０時～正午 

場所＊サンクリスタル高松 第一集会室 

定員＊１２名 

申込要＊1１月９日（火）午前 9 時 30 分から中央図書館に電話 

（０８７－８６１－４５０１）または直接カウンターにて 

『図書館をつかった調べる学習作品展・読書感想画展』 
期間＊１１月２日（火）～１４日（日） 

場所＊サンクリスタル高松全体 

（調べる学習作品・感想画優秀作品は２階中央カウンター前） 

『あなたは犬派？猫派？』 

 期間＊１１月２日（火）～１２月２８日（水） 

 場所＊サンクリスタル高松 ２階中央カウンター前 

『英語で楽しむ大人のための朗読会』 

  

日時＊１１月２８日（日）午後２時～ 

 場所＊サンクリスタル高松 ３階視聴覚ホール 

 講師＊秋月シンシアさん（元国際交流員） 

    高松市吹奏楽団 

 申込要＊１１月２日（火）午前９時３０分より電話 

（861-4501）またはカウンターにて 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ３ 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 

 ６ 土 11：00～11：20 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 

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

１３ 土 14：00～14：30 おはなしのかけはし 幼児～小学校低学年向け 紙芝居・手遊び・お話など 

１６ 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 

１７ 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 

１８ 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 

２０ 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 

２０ 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 

２７ 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 

      

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 

 ５ 金 10：30～11：00 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 

 ６ 土 14：00～14：30 ウィングおはなし会 幼児～小学生向け 紙芝居・絵本の読み聞かせ・パネルシアター 

 ７ 日 15：00～15：20 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 

 ８ 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 

２１ 日 14：00～14：20 ゆめみおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ 

２２ 土 10：00～10：20 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 

２６ 金 11：00～11：30 ウィングおはなし会 ９か月～未就学児向け 絵本・紙芝居の読み聞かせ・パネルシアター 

      

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 

１３ 土 11：00～11：30 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 

２０ 土 11：00～11：30 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 

２７ 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・パネルシアター 

      

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 

１３ 土 14：00～14：30 キッズ読み聞かせによるおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居 

２０ 土 14：00～14：30 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 

２７ 土 14：00～14：30 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 

１３ 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。 

 

『星空おはなし会～プラネタリウムで読み聞かせ～」 

日時＊１１月２３日（祝・月） 

①午前１０時１５分～午前１０時４５分②午後３時～午後３時３０分 

場所＊たかまつミライエ５階 プラネタリウム 

定員＊各回先着６０名 対象＊３歳以上（未就学児は保護者同伴） 

申込＊当日午前９時１５分と午後２時に 

プラネタリウムホワイエにて整理券配布 

 

「知ってる？国立公園！」パネル展 

期間＊１１月１０日（水） 

～１１月２８日（日） 

場所＊夢みらい図書館 閲覧室 

 

夢みらい  

 


