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信州上田学とは

詳しくはウェブで

https://www.nagano.ac.jp/education_research/uedagaku/
https://www.nagano.ac.jp/education_research/uedagaku/


classroomにメンバー登録

classroom「2022信州上田学」
クラス コード uiz5jln

https://classroom.google.com/
c/NTAyMzExOTY4ODg0

https://classroom.google.com/c/NTAyMzExOTY4ODg0


成績評価と授業運営

•成績評価

– 各担当教員の評価を合計し成績にする

•授業の運営

– ハイブリッドで運営

•Meet https://meet.google.com/ado-ibmt-fgu

•教室 4-202

– Classroom利用

– 信州上田デジタルマップ/
マイサイトに地域キュレーション成果発表

https://meet.google.com/ado-ibmt-fgu


番外

信州上田学Ａの構成
回 日付 内容 授業形態(予定)

1 10月06日学長あいさつ、信州上田学へのいざない 前川

2 10月13日蚕都を未来に活かす１ 世界を救った蚕種 前川

3 10月20日蚕都を未来に活かす２ 蚕種の現場を訪ねる 前川

4 10月27日蚕都を未来に活かす３ ポスト蚕糸(蚕種)業 前川

5 11月03日福祉の源流を知る１ 民生委員制度と小河滋次郎 宮本、小河滋次郎博士顕彰会

6 11月10日福祉の源流を知る２ 小河滋次郎の生涯 小河滋次郎博士顕彰会

7 11月17日塩田平の魅力発見・活性化１ 塩田平を学ぶ 古田、塩田平ボランティアガイドの会

8 11月24日塩田平の魅力発見・活性化２ 塩田平をめぐる 古田

9 12月01日塩田平の魅力発見・活性化３ 活性化のアイデア 古田、塩田平ボランティアガイドの会

10 12月08日デザインで活かす上田の文化１ 農民美術 石川

11 12月15日デザインで活かす上田の文化２ デザインを考える 石川

12 12月22日デザインで活かす上田の文化３デザインを考える 石川

13 1月12日デザインで活かす上田の文化４デザインを考える 石川

14 1月19日地域キュレーションまとめ（発表会準備） 前川、宮本、古田、石川

15 1月26日地域キュレーション発表会 前川、宮本、古田、石川

2月11日(祝) 信州上田学・学びの発表会 上田市長・市職員参加



「信州上田学」で新しい地域学習を
オンラインで地域の学びを面白く

地域の魅力や課題を自らの視点から探求し、地域の可視化や磨き上げ
(elaboration)につなげる学びをここからスタートします。知識循環型社会(
ソサエティ５.０)における地域の学び。市民と学生がオンラインで学びを
協働します。あなたも地域を新しい視点で探求してみよう！

道具：スマホorパソコン
授業：ネットミーティング
学び方：ｅポートフォリオ学習

手段

メリット

信州上田学ではデジタルコモンズを共有します

新型コロナ対策にネット活用が不可欠

・いつでもどこでも学べます
・ポートフォリオが公開できます
・主体的で対話的に学べます

新型コロナ対策だからなおさら



ねらい１：上田で地域を学ぶ

•学生のほとんどが上田以外の出身、県外多数

•なぜ上田を学ぶのか？

– 第２の地元・上田に親しむ（関係人口）

– 上田をよく知る

– 上田で学んだことを地元の地域づくりに活かす

•上田で何を学ぶのか？

– (上位概念/普遍概念としての)地域を学ぶ

– 地域へのコミットのしかた/地域づくりを学ぶ



ねらい２：上田メソッドをつくる

•メソッド＝方法論

– 地域学習のアプローチと手段

– 地域の課題発見・問題解決

– 情報共有・合意形成の方法

•メソッドの構成要素

– 実践→知見・知識(知識化)→メソッド導出

– モデルづくり→広く社会に応用して貢献→メソッド導出

•信州上田学を導入に４年かけて各自がつくる

– モデル構築（地域学習モデル、地域づくりモデル）

– 地域デジタルコモンズ（デジタル時代のプラットフォーム）

– プロジェクト研究/専門ゼミナールで磨き上げる



地域学なのに地域はあまり教えない
なぜ？ 大切なことは主体的な学びにある

•内発的なインタレストを引き出し、主体的な学びに

キャリア教育ラボ
https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/

従来型の
一斉授業

アクティブ
ラーニング型

https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/


これからの地域学習のすすめ
～地域学習とは思考する脳を育てること～

•学習者の多様な関心事に対応し探求ができる

•地元は一次情報の源(生きた地域社会そのもの)

•自ら探求し理解を深める主体的な姿勢を育む

•地域＝最も身近な学習環境、社会への適応能力が高まる

外的環境と刺激
（地域社会）

思考する脳を育てる
（学習者＝児童生徒）

学習成果地域を探求



地域キュレーションとは？

キュレーション型学習

問いを立て 知識に高めて

？

一次資料は発見の宝庫
行動して現地から探る

新しい発見
探求成果をネット公開

皆と分かち合う

多くの人が役立てる
末長く後世に残せる

情報源が一次情報だから「オリジナルな研究」に！

自ら考え、調べ、知識化したことを
公開展示(アウトプット)する学び

本当に面白がれる学びで
「地域学」にチャレンジしよう！

？
地域の歴史や特性
あなたが問いを立て探求

地域資料や活動を通して探り、
探求成果をネット展示します。



地域キュレーションの進め方

上田探求/探検１

上田探求/探検２

探求の方向を意識し、地域を見聞し地域
の様子を知る

見えてきたこと、気づいたこと

とことん見探求を進める

自分の視点で捉え、
自分の言葉で伝える 何が見えてきたか、

さらに何をしたいか

地域資料

地域資料

記事

記事

記事

どうアプローチするか？

記事はどんどん投稿しよう！



キュレーションを深める

•探求は始めたばかり。本当に面白くなるのはこ
れから

•信州上田学でできることは「ほんのちょっと」

•「ちょっと」を課題発見、面白さ発見につなげよ
う

一歩踏み出す！

話を
聴く

市民
の方と

思いき
り探訪

資料で
調べる



地域キュレーションの進め方

第１回
私のインタレスト

第２－４回
蚕都を未来に活かす

第５－６回
民生委員制度と小河滋次郎

第７－９回
塩田平の魅力と活性化

第10－13回
デザイン・農民美術

地域キュレーション
まとめと発表

自分の関心から発する
各回の接点からテーマを考える
それ以外のテーマでもよい

前川

宮本

古田

石川

各自マイサイトに
アウトプット化

信州上田デジタルマップ



地域キュレーション
主体的な地域学習の実践

•各回の内容から自分が最も探求したいテーマ
を選び、自分の探求テーマを立てて地域のキュ
レーションを実践する

– 蚕都、小河滋次郎、塩田平、農民美術

– それ以外のテーマでもよい

– キュレーション：探求テーマを立て、探求した成果を
アウトプット化する



地域学の学び方

•地域学とは

– 地域をよく知り、地域づくりに活かす（知る）

– 対外的に地域の特色をアピールできる（理解する）

– 地域の可能性・資源を再編しエネルギーに（価値づけ）

地域を
よく知る

発信・活用を
楽しむ

ジブンゴトで始めよう！
プラスのスパイラル（らせん型上昇）



上田のひもとき方
上田にコミットする

•上田にコミットする（関わりを持つ）

– 興味ある視点・接点から入っていく（interest）

– ぶらぶら歩いて見聞する（chance operation）

– あなたの地域と比べて違いを見る（相関、比較）

– 時間軸で捉える（歴史軸にマッピングする）

– 空間軸で捉える（地理的にマッピングする）

– 課題を捉える

•さらなる上田へのコミット（ジブンゴトにする）

– ジブンゴトで捉える、本当に面白がれるものを引き出す

– 課題→課題解決、魅力→発信



上田市の変遷

出典：「上田市歴史文化基本計画 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/2751.html

https://www.city.ueda.nagano.jp/shogaku/documents/rekibun.pdf
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/2751.html


学び方Tips:
情報源の活用／古い地図で今を見る

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0139.html

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0139.html


学び方Tips:
情報源の活用／年表も役立つ

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/docs/santo_2dnenpyo.pdf

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/docs/santo_2dnenpyo.pdf


上田市の変遷２

出典：「上田市歴史文化基本計画 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/2751.html

https://www.city.ueda.nagano.jp/shogaku/documents/rekibun.pdf
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/2751.html


GoogleMap，GoogleEarthで探索しよう！

ここまで
肉薄できる！



地理院地図は地味だが面白い

地理院地図Vector

古い航空写真や標高データなどを任意に表示できる

地理院地図（電子国土Web）
https://maps.gsi.go.jp/

1970年代の航空写真
アリオ、サントミューゼは
この辺り

https://maps.gsi.go.jp/


新しい地域学へのいざない

学問分野の
学際的再編

世代間での
知識文化伝承

地域を担う
次世代の育成

２１世紀：知識循環型社会（ソサエティ5.0）
の時代における知の再編

地域デジタルコモンズ新しい地域の学び



デジタルコモンズ（デジタルな共有地）
みんなで共有できるネット上の本棚

地域「学」の学(知識)と学び(学習プロセスと成果)
を載せ合える「ネット上の本棚」



信州上田デジタルコモンズ

地域の知・データ

地域の研究グループＡ

地域の研究グループＢ

地域資料アーカイブ

「上田市史」等基礎文献

地域資料所蔵団体Ａ

先人のポートフォリオ

イさんサイト

ロさんサイト

みんなでつくる信州上田デジタルマップ
https://d-commons.net/uedagaku/

信州上田学2020

Ａさんサイト

Ｂさんサイト

地域学習講座Ａ

１さんサイト

２さんサイト

デジタルアーカイブ(資料)
(蓄積資料群とコミュニティ)

学習コミュニティ（活動）
(カレント＆エントリー)

地域活動あ

あ活動サイト

い活動サイト

持続的に活動し地域の知を創造、次世代育成

知識・文化の伝承＝興味・視点を喚起
地域の知識と文化 地域学習&ポートフォリオ

1年生
市民

2年生
～

市民



学び方Tips:
情報源の活用／地域資料アーカイブ

http://www.d-commons.net/uedagaku/archive1

http://www.d-commons.net/uedagaku/archive1


先人たちの「信州上田学」

•https://d-commons.net/uedagaku/

•信州上田学2020, 2021のアウトカム公開

•地域資料公開

https://d-commons.net/uedagaku/


地域デジタルコモンズ実装サービス
d-commons.netサイト構成

d-commons.net

コミュニティサイト１

コミュニティサイト
ユーザー：〇〇コミュニティ

カテゴリ１ カテゴリ２

情報をさがす

新着記事

キーワード

地図で見る

Aさんのサイト

ユーザー：Aさん

カテゴリ１ カテゴリ２

情報をさがす

新着記事

キーワード

地図で見る

旅れぽ

継承

上田まち
あるき

東北の旅
2019

北陸の旅
2020記事公開公開承認

カテゴリ

カテゴリ

テーマ
子
サ
イ
ト
も
含
む 当

該
サ
イ
ト
の
み
対
象

継承
テーマ

サービストップ

d-commons.net

リンク リンク

親サイト

個別(子)サイト

https://d-commons.net/

マイサイト

★コミュニティサイト(親サイト)
地域や組織・団体等がコミュニティサ
イトの運営主体となり、自身のコミュ
ニティサイト（親サイト）を開設する。

★マイサイト 個別サイト(子サイト)
任意の個人はいずれかのコモンズサイ
トに新規ユーザー登録することにより、
そのコミュニティサイトの個別ユーザ
ー（個別サイト＝子サイト）としてア
カウント登録できる。

★親サイトと子サイトの関係
・子サイトは親サイトのカテゴリを継
承する。子サイトは独自のカテゴリを
追加できるが、そのカテゴリは親サイ
トには反映しない。
・個人ユーザーは自分のサイトに記事
を自由に投稿し公開できる。個人ユー
ザーが投稿した記事は、カテゴリが親
サイトのカテゴリの場合には親サイト
に記事公開する。ただし親サイト側で
「公開承認」を行った後、親サイトに
追加される。
・情報検索、新着記事、キーワード(ハ
ッシュタグ)、地図は親サイトの場合は
子サイト記事も対象とする。子サイト
においては子サイト内の記事のみを対
象とする。



d-commons.net
マイサイト（ｅポートフォリオ）

▼マイサイトトップページ
https://d-commons.net/親サイトID/ユーザID ▼マイサイト管理画面（データ更新用）

▼マイサイト公開記事

マイサイトはいずれかのコミュニティサイトを親サイトとし、マイサイトはその子サイトとなる。
親サイトのカテゴリに合わせて記事を投稿すると、親サイトにも再掲される。
マイサイトには末長く自身のデータや記事を蓄積し続けることができる。
マイサイトはｅポートフォリオの特性を併せ持つ。



これからの３回#2・3・4の予告

•次回#2は「蚕都を未来に活かす」

•#３・４の選択

•【選択１】蚕都を未来に活かす(続き)

•【選択２】上田探検隊（自由時間を使う）

•【選択３】その他：自由テーマ

•いずれも探求したことをアウトプットする

詳しくは次回に解説



【選択１】蚕都を未来に活かす



【選択２】上田探検隊
（自由時間を使う）



【選択３】その他：自由テーマ



課題「私のインタレスト」の投稿

•各自、「私のインタレスト」（以下の項目）について投稿
してください。

– ①出身地（〇〇県〇〇市レベル）

– ②「信州上田学Ａ」を受講した理由

– ③地域/上田に対して関心があること

– ④あなたが一番探求したいテーマ(とりあえずで可)
⑤#3#4で選びたいのはどれ？

【選択１】 【選択２】 【選択３】

– Classroom「2022信州上田学Ａ」の質問トピックに投稿して
ください。

– 字数は自由です。関心事、動機などがよくわかるように記し
てください。
【期限】10/11(火)
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