
 

 
日時：８月１８日（木） 
《午前の部》午前 10 時～11 時 30 分 
《午後の部》午後 2 時～３時 30 分 
場所：高松市中央図書館 １階児童コーナー 
対象：市内在住の小学生 

 
  
 

SUN MOM TUE WED THU FRI SAT 

 1 

中牟国＊休館 

2 

夢香＊休館 

3 

中＊おはなし会 

 

4 5 

夢＊おはなし会 

6 

中夢香＊おはなし会 

7 
中＊夏のおたのしみ会 

夢＊おはなし会 

 

8 

夢＊おはなし会 

中牟国＊休館 

9 

夢香＊休館 

10 

 

11 
牟＊夏休み調べ学

習応援講座 

 

12 

 

13 

牟香＊おはなし会 

14 

 

15 

夢＊おはなし会 

中牟国＊休館 

16 

中＊おはなし会 

夢香＊休館 

17 

中＊おはなし会 

18 

中＊調べる学習 

相談会 

中＊おはなし会 

19 

 

20 

中牟＊おはなし会 

21 
牟＊親子で遊ぼう！ 

夢＊おはなし会 

22 

中牟国＊休館 

23 

夢香＊休館 

24 

 

25 

 

 

26 

夢＊おはなし会 

27 

中牟＊おはなし会

28 

夢＊おはなし会 

29 

中牟国＊休館 

30 

夢香＊休館 

31 

中牟香国＊休館 

※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。 

平日＊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 

高松市図書館 ～イベント情報～ 

開館時間・休館日 

日時：８月７日（日）午後２時～３時 

場所：サンクリスタル高松 ３階 視聴覚ホール 

内容：大型絵本や紙しばい、手あそびなど 

対象：幼児～小学生 

申込：不要 ※ 先着５０名 

（当日、直接会場へお越しください！） 

 
問い合わせ先 

高松市中央図書館 （087）861-4501 

日時：８月１１日（木・祝）午後２時～３時 
場所：牟礼図書館 １階会議室 
対象：市内在住の小学生 
申込方法：８月２日（火）午前９時３０分から 
     電話（087）845-4113 または牟礼図書館カウンターにて 

直接、お申込ください。 ※ 定員１０名（先着順） 

問い合わせ先 

牟礼図書館（087）845-4113 

図書館の展示コーナー 

期間：８月２日（火）～９月２９日（木） 
場所：サンクリスタル高松 ２階展示コーナー 
３０人のミステリ作家たちの描いた“落描き”が 
中央図書館へ大集結！ ミステリ作家たちが描くものとは… 
ぜひお立ち寄りください！ 【観覧無料】 
「世界のバリアフリー児童図書展」 
期間：８月３日（水）～８月１５日（月） 
場所：夢みらい館 閲覧室及び対面朗読室 

（たかまつミライエ２階） 
障がいのある子どもたちや若者に向けた２６か国、 
２１言語の４０作品を展示紹介します。 

「わたしたちのカメムシずかん」講演会  

日時：８月２２日（月）午後１時３０分～４時 
場所：高松ミライエ１階 多目的室 
絵本「わたしたちのカメムシずかん」の製作スタッフ 大久保
氏、絵を担当した はた こうしろう氏と共に木太北部小学校
の児童カメムシ博士ちゃんと絵本誕生までのエピソードやカ
メムシの魅力など裏話がたっぷりです！ 
ぜひ、お越しください♬ 
 問い合わせ先 

高松こどもの本の会 090-7786-0330 

日時：８月２１日（日）午前 10時～正午 
場所：牟礼図書館 2階講座室 
対象：高松市内在住の親子 10組 
申込方法：８月２日（火）午前９時 30分から 
     電話（087）861-4501または牟礼図書館カウンターにて 
     直接、お申込みください。 



 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 10：30～11：00 ゆりかごおはなし会 ９か月～３歳児向け 手遊び・わらべうた・読み聞かせ 

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 

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 16：00～16：30 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 11：00～11：20 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 

６ 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 

７ 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 

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 

１５ 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 

２１ 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 

２６ 金 11：00～11：30 ウィングのおはなし会 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 

２８ 日 10：30～11：00 さぬき おはなしの会 幼児～小学生向け 語り・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 

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 

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 

１３ 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 

２０ 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 

２７ 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 

６ 土 11：00～11：30 おはなし紡ぎの会のおはなし会 幼児～小学生向け ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ・わらべうた 

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 

 

 

① 参加票のご記入をお願いいたします。 

② 手指の消毒・マスクの着用(３歳以上)にご協力ください。 

③ 人数が多い場合はお断りする場合がございます。 

④ 間隔をあけてお座りください。 

⑤ 体調の優れない方は参加をお控えください。 

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。 

 

県知事選挙期日前投票場のため中止 


