
図書館を見ると学校がわかる！？ 
どんな本がある？ きみの好きな本があるかな？ 

ホッとできる雰囲気？ もっと勉強したくなる？

学校生活を支援している図書館を見学することで、受験校選択に役立てよう 

＊図書館を回ってスタンプを２個集めると、特製しおりと「小中学生にお薦めの本」の冊子を差し上げます 

ホームページ：http://tokyohslib.ehoh.net/   Twitter：＠tokyohslib 

問 合 せ 先 ：東京都立成瀬高校図書館 丸岡準治 TEL 042-725-1533 

参加対象は小中学生とその保護者、小中学校の教職員、図書館関係者、教育委員会関係者です。 

東京・学校図書館スタンプラリーの開催日時、内容は開催校によって異なります。 

事前の申し込みは不要です。最新情報はホームページをご覧ください。  

【お願い】 駐車できるスペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

上履きをご持参ください。 

主催  東京 学校図書館スタンプラリー実行委員会（都立成瀬高校図書館内） 

後援  日本図書館協会、日本図書館協会学校図書館部会、学校図書館問題研究会、 

東京都立高等学校学校司書会、公益社団法人 読書推進運動協議会、公益財団法人 文字・活字文化推進機構 



 ①都立足立東高等学校 
 亀有駅(JR常磐線・メトロ千代田線)バス10分＋徒歩7分 

本校の図書館の特徴は、生徒と一緒に図書館づくりを行っていることです。図書委員会活動

は、本を読むことが好きな生徒でも苦手な生徒でも取り組めるよう、たくさんのメニューを

用意しています。スタンプラリーの当日は図書委員会活動の様子を展示で紹介します。 

7/22・23 
10:00～15:00 

②都立国分寺高等学校 
 国立駅(JR中央線)バス10分＋徒歩2分／恋ヶ窪駅(西武国分寺線)からバスも有 

図書委員お手製のWelcomeボードが迎えてくれる明るい図書館です。 

当日は「ブンジ図書館クイズ」を用意、クイズを解きながらブンジ図書館の中を探検して下

さい。特別に書庫の中もちょっぴりお見せします。正解者には景品もあり！ 

7/22～24 
10:00～15:00 

③都立狛江高等学校 
 和泉多摩川駅(小田急線)徒歩3分 

多摩川の川沿いにある部活動と学校行事のさかんな学校です。文化祭の写真集など、学校の
活動がわかる展示をしています。広々とした図書館で、図書委員がクイズラリーを用意して
お待ちしています（夏休み中は10時より学校見学を行っています。こちらは学校HPをご覧の
上ご予約下さい）。 

7/22～24 
10:00～15:00 

④都立忍岡高等学校 
浅草橋駅(JR総武線・都営浅草線)徒歩5分／秋葉原駅(JR・メトロ日比谷線)徒歩10分 等 

特色「たいやき図書館」 た…楽しい い…居心地が良い や…役に立つ き…きっと何かが見つかる 
当日は「マンガの描き方」「インターネットの使い方」をマン研部員や図書委員が教えま
す。「図書館クイズ」「ビンゴゲーム」「蔵書点検体験」をして雑誌の付録をもらったり、
様々なジャンルの本を読んでゆったりとした時をお過ごしください。 

7/20・22～25 
10:00～15:00 

⑤都立石神井高等学校 
 武蔵関駅(西武新宿線)徒歩7分 

「スポーツの……」「体育祭がスゴイ！」石神井高校ですが、文系クラブや図書委員会も活
発に活動しています。図書委員会の文化祭参加は恒例で、内容はこのところ「POPグランプ
リ」が定着しています。今年はスタンプラリーの中で「POP作成講座」を行い、さらに質の向
上をめざします。小・中学生のあなたもどうぞご一緒に！  

7/23～25 
10:00～16:00 

⑥都立上水高等学校 
 玉川上水駅(西武拝島(新宿)線・多摩都市モノレール)徒歩10分 

モノレールと西武線の玉川上水駅から歩いて10分の単位制高校です。中庭に面した図書館
は、とても広くて明るいです。期間中は「としょかん分類ビンゴ」や「オリジナルしおり作
り」などのイベントを用意してお待ちしています。23日の13時30分からからは特別イベント
として、中高生向けのブックトークも行われます。学校HPにも案内を掲載します。 

7/22～25 
10:00～15：00 

⑧都立竹早高等学校 
 茗荷谷駅(メトロ丸の内線)徒歩12分／春日駅(都営大江戸線・三田線)徒歩12分 

校舎は後楽園・東京ドーム近くにあります。図書館は明るく、落ち着いた雰囲気です。           
書架をゆっくりと眺めていくと、ベストセラーはもちろん、マニアックな本もちらほら。           
ゆっくりと探検してください。イベントは、「書名当てビンゴ」、「本探しゲーム」を           
予定しています。図書委員と一緒に遊んでいってください。 

7/29・31 
9:00～15:00 

⑦都立杉並工業高等学校 
 上井草駅(西武新宿線線)徒歩10分／荻窪駅(JR中央線)バス20分 

工業系の専門書からマンガや雑誌まで幅広く取り揃えている図書館です。スタンプラリー期

間中は司書が図書館をご案内。好きな本の紹介POPづくり、好きな本紹介ノートなどで、好き

な本を紹介しあいましょう。また本も自由に読み放題です。  

7/22～24 
10:30～16:00 

⑨私立玉川聖学院中等部・高等部 
 自由が丘駅(東急東横線)徒歩7分 

校舎１階にあるホッとくつろげる楽しい図書館です。図書委員がしおり作りワークショップ
とクイズを準備してお待ちしています。15日午前中だけは小学生のみが参加できるオープン
キャンパス（事前予約制）。図書館でゲームや、授業の成果物を見ることができます。 
＊男子小中学生は参加できません（ただし参加者のご家族であれば一緒にご参加いただけます）。   

7/15・18・19・22～26 
10:00～15:00 

《参加校一覧》 イベントの詳細はスタンプラリーHPと各学校HPをチェックしてね。     Twitter＠tokyohslibでもつぶやいています。 



 ⑩都立練馬高等学校 
 練馬春日町駅(都営大江戸線)徒歩12分 

校舎1階にある図書館です。カウンターまわりはコンビニを目指しています。20日（土）には

施設見学会後に、午前・午後とも、おはなしボランティアの会「たんぽぽ」の村松由美子さ

んに30分程度の、たのしいおはなし会をしてもらいます。お気軽にお越しください。 

7/19 13:00～16:00  
7/20 10:00～16:00 

⑪都立農芸高等学校 
 上井草駅(西武新宿線線)徒歩10分／西荻窪駅(JR中央線)バス10分 

食（料理・お菓子etc.）園芸（野菜や花の栽培etc.）庭づくりなどの専門図書が豊富。その
他色々と工夫をこらした展示もたくさんあり、館内は楽しさいっぱい！ 本好きな人はもち
ろん、そうでもない人もきっと楽しいひと時を過ごせます。希望者は特製「豆本」が無料で
作れます（所要時間20分位）。夏の記念にぜひ！  

7/22～26 
12:00～15:00 

⑫私立八王子学園 八王子中学校・高等学校 
 西八王子駅(JR中央線)徒歩5分 

部活動が盛んで、芸術コースもあるため、芸術やスポーツの資料が多い図書館です。開催中
はいつでも、図書委員による図書館の案内が受けられ、しおりや本紹介のPOPを作成できま
す。本や雑誌を見て、ゆっくり過ごしてください。25日13時/14時～ブックトーク（協力：都
立多摩図書館）、26日13時～POP講習会（講師：三省堂書店・内田剛さん）があります。 

7/25～27 
10:00～15:00 

⑬都立東大和高等学校 
 上北台駅(多摩都市モノレール)徒歩10分／東大和市駅(西武拝島線)バス6分＋徒歩5分  

モノレールの終点、上北台駅から東に歩いて10分ほどの所にあり、元気の良い生徒がいっぱ
いの学校です。すぐお隣には東大和市立中央図書館もあります（23日火曜は休館です）。は
んこや絵を描いて作るオリジナルブックカバー作りや、かぎ針編みのエコたわし作り、バー
コードを使った貸出・返却体験などを予定しています。ぜひ遊びに来てくださいね。  

7/22～24 
10:00～15:00 

⑭都立東大和南高等学校 
 玉川上水駅(西武拝島(新宿)線・多摩都市モノレール)徒歩5分 

東大和南高校は玉川上水の駅から桜並木の回廊を歩いて5分で到着、とても便利です。 
文武両道をめざした校風で、校内はいつも活気にあふれています。図書館は小さな空間です
が、静かさを求める生徒たちには大人気で、思索をしたり読書をしたりして楽しんでいま
す。スタンプラリーでは、そんな日々の図書館の様子を映像中心でご紹介します。 

7/22～24 
10:00～15:00 

⑮私立日出中学校・高等学校 
 目黒駅(JR山手線・東急目黒線・都営三田線・メトロ南北線)徒歩5分 

新しい本がたくさんある図書館です。20日はオープンスクール（事前予約制）。22～24、26

日は、図書委員会で人気の仕事「蔵書点検」の体験ができます。また、25日は三省堂書店の

内田剛さんによるPOP講習会があります。ぜひ、お楽しみください。 

7/20・22～26 
10:00～15:00 

⑰都立稔ヶ丘高等学校 
 下井草駅(西武新宿線)徒歩7分 

広くて明るい図書館に4万冊を超す蔵書があります。その内の2000冊ほどが漫画です。ライト
ノベルもいっぱいあります。これらの本に目を通すだけでも退屈しないはず。もう一つ自慢
できるのが、英語の多読ルームが図書館にあること。普段ここで授業が行われています。7月
25日午後、司書教諭が英語多読の授業を行います。ぜひご参加を！ 

7/23～25 
10:00～15:00 

⑯都立広尾高等学校 
 恵比寿駅(JR山手線・メトロ日比谷線)徒歩10分orバス3分 

小規模ながら、使いやすくあたたかい雰囲気の「ほっとする図書館」です。 

22日(月)13:30～英語多読の講演会、24日は図書館調べものクイズを行います。 

オリジナルブックカバーやしおりを作って、お土産にしてくださいね。 

7/22～24 
10:00～15:00 

イベントの詳細はスタンプラリーHPと各学校HPをチェックしてね。     Twitter＠tokyohslibでもつぶやいています。 

 いくつかの学校でつく
るPOP(ポップ）とは、本を
紹介するカードのこと。 
 その本のお薦めポイント
を紹介文やイラストなどで
表現するんだ。 
 写真はほんの一例だよ。 



月 火 水 木 金 土 日 

15（海の日） 

⑨玉川聖学院
＊ 

 (午前は小学生のみ)
 

16 
 

休 

17 
 

休 

18 
⑨玉川聖学院 

19 
⑨玉川聖学院 
⑩練馬高校 

20 
④忍岡高校 
⑩練馬高校

＊
 

⑮日出中・高
＊
 

21 
 
休 

22 
①足立東高校 
②国分寺高校 
③狛江高校 
④忍岡高校 
⑥上水高校 
⑦杉並工業高校 
⑨玉川聖学院 
⑪農芸高校 
⑬東大和高校 
⑭東大和南高校 
⑮日出中・高 
⑯広尾高校 

23 
①足立東高校 
②国分寺高校 
③狛江高校 
④忍岡高校 
⑤石神井高校 
⑥上水高校 
⑦杉並工業高校 
⑨玉川聖学院 
⑪農芸高校

＊
 

⑬東大和高校 
⑭東大和南高校 
⑮日出中・高 

⑯広尾高校
＊ 

⑰稔ヶ丘高校
＊ 

24 
②国分寺高校 
③狛江高校 
④忍岡高校 
⑤石神井高校

＊
 

⑥上水高校 
⑦杉並工業高校 
⑨玉川聖学院 
⑪農芸高校 
⑬東大和高校 
⑭東大和南高校 
⑮日出中・高 
⑯広尾高校 
⑰稔ヶ丘高校 

25 
④忍岡高校 
⑤石神井高校 
⑥上水高校 
⑨玉川聖学院 
⑪農芸高校 
⑫八王子学園 
⑮日出中・高 
⑰稔ヶ丘高校 

26 
⑨玉川聖学院 
⑪農芸高校 
⑫八王子学園 
⑮日出中・高 

27 
⑫八王子学園 

28 
 
 
 
 
 
休 

29 
⑧竹早高校 

30 
休 

 

31 
⑧竹早高校 

    

《開催スケジュール一覧》＊学校説明会なども同時開催しています。詳細はHPをご覧ください 

《大きなイベント一覧》＊ここに掲載されていない小さなイベントも各学校で随時行われています。 

《参加校の位置関係》 

15日(月) ⑨玉川聖学院 10:00～15:00 図書館宝探しゲーム（午前は小学生のみの予約制） 
20日(土) ⑩練馬高校 施設見学会後（午前・午後） たのしいおはなし会（たんぽぽ 村松由美子さん） 
22日(月) ⑯広尾高校 13:30～14:30 英語多読講演会（講師：NPO多言語多読 酒井邦秀さん） 
22日(月)～26日(金) ⑪農芸高校 豆本作り（随時。所要時間20分程度） 
23日(火) ⑥上水高校 13:30～14:30 ブックトーク（協力：都立多摩図書館） 
23日(火) ⑤石神井高校 14:00～16:00 本紹介POP作成講習会（講師：梅原潤一さん） 
24日(水) ⑯広尾高校 11:00～12:00 13:00～14:00 図書館調べものクイズ 
25日(木) ⑮日出中・高 11:00～12:00 本紹介POP作成講習会（講師：三省堂書店 内田剛さん） 
25日(木) ⑰稔ヶ丘高校 13:30～（予定） 英語多読の講習会 
25日(木) ⑫八王子学園 13:00～13:30 14:00～14:30 ブックトーク（協力：都立多摩図書館） 
26日(金) ⑫八王子学園 13:00～14:00 本紹介POP作成講習会（講師：三省堂書店 内田剛さん） 

＊スタンプラリー・ツアー：都立高校の司書さんと一緒に参加校をまわってみませんか？ 
               日時とツアー内容はHPとTwitterでお知らせしていきます。 

大まかな地図です。詳細な
地図や路線の検索は、スタ
ンプラリーHPでできます。 


