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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 

WED 

日時：令和５年２月１９日（日）午前１０時～１１時 
場所：高松市中央図書館 
定員：先着２０名 
申込：令和５年２月１日（水）から 

中央図書館カウンター又は電話（861-4501）にて 
内容：OPACの使い方講座・利用者が普段立ち入ることのできない 

閉架書庫の見学及び貸出 

期間：開催中～２月２６日（日） 
場所：サンクリスタル高松 

２階 展示コーナー 
汚損破損 や 水濡れ等、被害のひどい 
図書館資料を展示し、それらの修理方法を 
紹介しています。 
（（ 職員の心の声もポップに書かれているかも！？）） 

この機会に、図書館の利用方法を 
見つめ直してみませんか？ 

高松市図書館の情報をいち早く確認できます★ 

また、図書館イベントの様子も写真等でお届けしております！！ 

ぜひ、高松市図書館 SNS へ遊びにきてください♪ 

節分の日には「鬼は外 福は内」といって豆まきをします。 

これは、季節の変わり目に家の中や周りにいるかもしれない鬼を

追い払い、すがすがしい気持ちで春を迎えるためにしています。 

豆まきによく使われる【大豆】には、たくさんの栄養が含まれているよ！！ 

年の数だけ食べてみよう！！ 

1. 鯵
あじ

   2. 鰯
いわし

   3. 鮪
まぐろ

   4. 鯖
さば

 

【答え】 鰯（いわし） 

 

この日には、鬼がやってくるのをふせぐため、柊の枝に 

鰯の頭をさしたものを門口におき、日暮れに豆まきをするという 

習慣があったことが由来しています。 

 

※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 

※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。 

節分 【2023 年の恵方は・・・】 

期間：令和５年２月１日（水）～２月５日（日） 
場所：サンクリスタル高松（高松市中央図書館/菊池寛記念館/高松市歴史資料館） 

内容：各館を回り、お面のパーツを集めよう！ 
   パーツ全部を合わせると、どんなカオになるかな？★ 

 

MON SUN 

請求番号が “38○○” で 

始まる本に日本の昔話や由来が 

載ってるよ！探してみてね★ 

南南東 です！ 

願い事をしながら、恵方巻をゆっくり食べよう♪ 

（参考文献）道具からみるむかしのくらし年中行事  

編者：須藤 功/発行所：農山漁村文化協会/2017 年発行  

（参考文献）総合百科事典 ポプラディア すせそ 

発行者：千葉 均/発行所：ポプラ社/2021 年発行  



 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 

１ 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・絵本の読み聞かせ 

４ 土 11：00～11：30 ひよこの学校 幼児～小学生向け 紙芝居・おはなし 

１１ 土 14：00～14：30 おはなしのかけはし 幼児～小学生低学年向け 紙芝居・手遊び 

１５ 水 15：00～15：30 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 

１６ 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 

１８ 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 

１８ 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 

２１ 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 

２５ 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 

３ 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 

４ 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・パネルシアター 

５ 日 10：30～11：00 さぬき おはなし会 幼児～小学生向け 「さぬき語りの会」による語り・絵本の読み聞かせ 

５ 日 11：10～11：50 大人のおはなし会 小学３年生～大人向け 本の読み聞かせ 

５ 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 

１２ 日 11：00～11：30 ウィングのおはなし会 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 

１３ 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 

１９ 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 

２０ 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 

２４ 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 

      

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 

１１ 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 

１８ 土 11：00～11：30 おはなしひろば 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 

２５ 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 

１１ 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 

１８ 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 

２５ 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 

４ 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 

１１ 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 
楽しい「おはなし会」を定期的に開催しています。 
一緒に“おはなしの世界”でたくさん遊んでみませんか？ 

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。 


