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  新 春 イ べ ン ト 

中央図書館「サンクリみくじ・絵馬をかこう！！」 

日時＊１月４日（火）正午～ 

場所＊１階カウンター前、児童コーナー 

内容＊本みくじ・讃岐弁みくじなどなど 

中央図書館「サンクリスタル高松新春カルタ大会」 

日時＊１月 9 日（日）１４：００～１５：００ 

場所＊３階視聴覚ホール 

対象＊幼児～小学生 

定員＊３０名（先着順） 

夢みらい図書館「ゆめみ新春福袋」 

日時＊１月 5 日（水）1 月８日（土）９：３０～ 

対象＊乳幼児～小学生 

内容＊図書館員が選んだ本が入った福袋を貸出（６５セット） 

夢みらい図書館「ゆめみ新春かるた大会」 

日時＊1 月１０日（月・祝）１４：００～１４：３０ 

対象＊幼児～小学生 定員＊８名程度 

夢みらい図書館「ぬいぐるみおとまり会」 

日時＊１月１０日（月・祝）１５：３０～１６：００ 

対象＊乳幼児～小学生   定員＊１０組 

申込＊12 月 20 日 9：30 から電話又は直接カウンターにて 

※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。 

令和３年度中学生ビブリオバトル 高松の陣 
 
予選 １月２３日（日）１３：００～１４：３０ 

※ 予選は観戦できません。 
本選 １月２３日（日）１５：００～１６：３０ 

＊出場方法 
右の QR コードを読取、出場フォームより申込 

＊本選の観戦方法 
   ①オンライン観戦  
    右の QR コードを読取、観戦フォームより申込 
   ②パブリックビューイング 
    直接サンクリスタル高松 3 階 視聴覚ホールへ 

第３５回 子ども文庫まつり＜すべての子どもに読書の喜びを＞ 
日時＊１月１６日（日）１０：００～１６：００ 
場所＊サンクリスタル高松３階 視聴覚ホール等 

【関連展示】漆原宏写真展「地域に育つくらしの中の図書館」 
 １月５日（水）～１月１６日（日）１階エントランスホール 
                          児童コーナー 

公文書館令和 3年度巡回展「記録の玉手箱 公文書館へようこそ」 

日時＊1 月１２日（水）～１月３０日（日） 

場所＊２階カウンター前 

内容＊ 

高松市公文書館で所蔵している資料の中から「国分寺いん石」「女木島・男

木島」「小学校」に関する文書・写真・広報紙等を紹介します。 



 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 

6 木 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 

８ 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 

１５ 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 

１５ 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 

１８ 火 11：00～11：30 えいごのおはなし会 乳幼児～ 英語の本の読み聞かせ・手遊びなど 

１９ 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 

２０ 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 

２２ 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 

７ 金 11：00～11：20 ゆめみあかちゃんおはなし会 9 ヵ月～３歳児未満向け 絵本の読み聞かせ・わらべうたなど 

９ 日 11：30～11：30 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 

９ 日 15：00～15：30 えいごのおはなし会 乳幼児～未就学児向け 英語の絵本の読み聞かせ 

１０ 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 

１６ 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 

２４ 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 

２８ 金 10：30～11：00 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 

８ 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 

１５ 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 

２２ 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 

８ 土 14：00～14：15 キッズ読み聞かせ隊によるおはなし会 幼児～小学生向け 絵本の読み聞かせ・紙芝居 

１５ 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 

２２ 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 

８ 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 

                                                           

 

 

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 

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。 

 


