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これからの新しい地域の学び方モデル
地域で、タブレットで

今すぐにでも使える主体的学習支援サービス
クラウドサービスd-commons.netを開発

問いを立て地域を探検 調べ、わかったことをアウトプット ネットで共有・皆と学びあい

？
マイサイト

面白がれる
探求型の学びを
タブレット活用で



地域デジタルコモンズとは？
地元をつなぎ、他地域とつながる共有スペース

知識消費型社会から知識循環型社会へ
知識循環型社会実現を下から後押し

雲上の世界
（クラウドサービス）

リアルな社会
(地域と皆さん)



地域学習の包摂的支援

•地域学習支援の包摂

– デジタルコモンズメディアの開発・提供

– 社会的垣根(学校・コミュニティ・施設等)の横断

– 年代を超えた支援 子どもからお年寄りまで

– 学習モデルの開発(探求的な学び、タブレット活用)

•キュレーション型学習

•ｅポートフォリオ学習＆学びあい

•具体的実践的活動支援

– 学習支援ニーズのある学校、地域等を支援しなが
ら、サービスを機能強化し、汎用的な学習支援モデ
ル、サービスの汎用化を継続的・発展的に進める



分散的で不均一な地域資料の構造特性

•地域資料：多様で不均一なメタデータ構造

•利用者
– 世代間のギャップ

– 知識差の著しいギャップ

– 利用者間のＩＣＴスキル差

– 個別的で小さく異なるアーカイブ特性

所与の条件：地域特性
群小でかつ著しい分散型

分散運用可能なクラウドサービスモデル

構造特性の違いを超克できるサービスモデル



これまでの取り組み実績
地域プラットフォーム構築支援サービス

PopCorn/PushCornによる学習支援 1997～



PushCornによる子どもの学習支援
山形県寒河江市立南部小、天童市立長岡小

寒河江南部小 2005～2018 長岡小 2012～2017
市民参加型ネットmmdb.netを活用
保護者の承諾を得て子どもの様子・学習内容を発信



デジタルコモンズクラウドサービス
PPCorn→d-commons.netへの展開

誰もが多様なデータを自由にオーサリン
グできるメディア環境の実現
・デジタルアーカイブ構築
・eポートフォリオ学習
・コミュニティ活動の支援

PopCorn/PushCornプロジェクト 1997～

d-commons.netプロジェクト 2017～

知識循環型社会へのシフト
・メディア環境の進化に対応
・いっそう求められるフールプルーフ性
・旧データの一括継承



d-commons.netの設計

•簡略なアーカイブシステムは１日で開発できる
（平易なシステムが使いやすく長続きする）

•small start!

•既存ツールの適用：OMEKA適用のつまづき

•デジタルコモンズの要件はその対極にある

– 誰でもすぐに使える

– 興味の引き出し・知識形成を後押しする

– システムリプレースが容易

– 低コストで導入がしやすい



d-commons.netの設計

•現実の学習支援ニーズを踏まえた要件導出

•開発工数・開発コストの抑制

•ユーザニーズに応える柔軟な対応

•技術的進化、社会ニーズ変化に対応する要件

– プログラムは容易に差し替えられるデータの継承を
保証する

クラウドサービスの基本モデル設計



d-commons.netの複合的サイト構成
親サイト+マイサイト(子サイト)

親サイト

マイサイト
(子サイト)



地域学習の知識循環イメージ

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

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


クラウドサービスの基本モデル設計①
群小化に対応した複合スキーマ構造モデル

①通番
②タイトル
③～⑦件名1～5
⑧撮影場所
⑨撮影西暦
⑩撮影年月日
⑪色調
⑫大きさ
⑬説明文
⑭所蔵者
⑮作業日
⑯参考文献
⑰著作権

当初の写真メタデータスキーマ
(Excelでメタデータ作成)

要求仕様、資料特性ごと
にスキーマは異なる
不定形文書への対応

異なるスキーマを同一サイ
トで併用可能な
複合スキーマ構造モデル写真に特化し

汎用性がない



クラウドサービスの基本モデル設計②
可搬的データとデータエクスチェンジ

•データファースト（自律分散連携）の基本

– データ構造はアーカイブ要件で異なる

– データを死滅させず未来永劫に受け渡す

•データエクスチェンジ（今のデータ居場所は仮の住居）

– 異なる構造のデータを項目変換表で移行する

– オープンデータの利活用はデータエクスチェンジが前提

– ＳＮＳ等外部サイトから／へデータを移行する

サイトＡ
（データ実体＋メタデータ）

サイトＢ
（データ実体＋メタデータ）

サイトＡ’
（Ｃ変換後）

ＡｔｏＣ
エクスチェンジ

サイトＢ’
（Ｃ変換後）

ＢｔｏＣ
エクスチェンジ

ポータルサイト
CｔｏＰ
統合＆

エクスチェンジ

事後の課題



地域をキュレーションする学び

キュレーション型学習

問いを立て 探求して

？

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

アウトプットする

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する学び

学芸員（キュレーター）の仕事はキュレーションと呼びます。

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

地域や情報源から探り、探求
成果をネット展示します。



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

「地域〇〇史」等基礎文献

地域資料所蔵団体Ａ

みんなでつくる地域〇〇デジタルマップ
https://d-commons.net/XXXXXX/

地域〇〇学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

学生
市民

2年生
～

市民

地域学習環境「信州上田デジタルコモンズ」
（ネットを介した信州上田の学と学びの共有空間）

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

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


明治維新以来
の大変革かも？

尻込みや杞憂を払拭！

これから始める面白い地域学習

GIGAスクール

使わない/使えない
１人１台のタブレット 従来からの学校教育

デジタルに尻込み
どうするかわからない

知りたい/学びたい
デジタル世代

使えるのを待っている

今こそ学びを面白くするチャンス！
どの学校でもできます！

地域〇〇探検隊
チェンジ

先生児童生徒



実習「地域〇〇探検隊」

•研修される長野県内の先生方がそれぞれ地元の情報
をデジタルマップに投稿し合い、お互いの地域の違い
や味方の違いなどを学び合います。

投稿

伝えたいものを
セレクトし投稿

タイトルや説明を添え、それが
どんなものか、伝えたいと
思った理由なども伝えよう。

先生どうしで伝えあうことは
授業で児童生徒との学びあ
いの事前体験になります。

お互いに地域を
学びあう

eduスクウェア

投稿記事は支障ない限りネット公開します。



d-commons.netによる支援ケース(1)
地域資料デジタルアーカイブ化

①みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム 2020/03

②みんなでつくる西部地域デジタルマップ 2019/05

③上田自由大学デジタル資料館 2022/02

④藤本蚕業デジタル資料館 2022/02

⑤西川町資料館 2022/03

⑥被災者支援情報アーカイブ（山形県）[非公開]
2022/03



d-commons.netによる支援ケース(2)
学校の地域学習支援

⑦みんなでつくる蓼科学アーカイブ 2020/05

⑧みんなでつくる信州上田デジタルマップ 2020/05

⑨eduスクウェア 2021/11

⑩塩尻小デジタル資料館 2022/02

⑪山本鼎の部屋アーカイブ 2022/02

⑫塩尻小まなびサイト(非公開) 2021/12

⑬松本!不思議発見!清水中生の探求記録サイト(非公開)2022/06



蓼科高校／蓼科学アーカイブ

•地域科目「蓼科学」（２年生受講）

•長野大学との高大連携講座として実施

•アクティブラーニング、ＩＣＴ活用（デジタルコモンズ型学習）

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

https://d-commons.net/tategaku/detail.php?id=353

詳しくはウェブで

https://d-commons.net/tategaku/
http://www.d-commons.net/tategaku/detail.php?id=353
https://d-commons.net/tategaku/detail.php?id=353
https://www.nagano.ac.jp/education_research/uedagaku/


小学校3年生の主体的学習支援
塩尻小３年「わたしたちの学校じまん」



中学生の総合学習支援
松本清水中「松本！不思議発見」

•１年生(111名)の探求型の地域学習

•生徒各自がマイサイトに投稿(ポートフォリオ学習)



塩尻小デジタル資料館



山本鼎の部屋アーカイブ



上田自由大学デジタル資料館



藤本蚕業デジタル資料館



既存サイトからのデータエクスチェンジ
西川町資料館（論理的構造変換）

d-commons.net
データベース

▼PushCornサイト（複数サイト） PopCorn仕様のデータ構造

データエクスチェンジ
PopCorn→d-com▼d-commons.net「西川町資料館」(複数サイト併設)



解決すべきいくつかの課題
デジタルコモンズ支援で直面した課題

•地域社会への浸透を阻む壁の克服

– デジタル化が地域社会では殆ど理解されない

•世代間デジタル対応ギャップの克服

– 若年層と中高年層のメディアリテラシー

•地域資料のデジタル化促進

– 地域資料の殆どはデジタル化されていない



今後に向けて

•デジタルコモンズ推進

– 「学び方モデル」の手引き化

•サービス開発

– オープンソース化

– 可搬的データとデータエクスチェンジの実装

•Japan Search等との相互連結

– サービスのパッケージ化提供



発表資料・関連サイトの公開情報

•「デジタルコモンズクラウドサービスd-commons.netに
よる地域学習の包摂的支援」(2022/06/28)

– 以下から公開しています。J-Stageにも公開します。
https://d-commons.net/uedagaku/maekawa2?c=&p=9406

デジタルアーカイブ学会第 2 回 DA フォーラム
→ http://digitalarchivejapan.org/daforum/2nd/2nd_program/

予稿→ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/6/s2/6_s66/_article/-char/ja
【お問合せ】前川道博（長野大学）

maekawa◆nagano.ac.jp (◆は@に置き換えてください) TEL:090-2270-5074

https://d-commons.net/uedagaku/maekawa2?c=&p=9406
http://digitalarchivejapan.org/daforum/2nd/2nd_program/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/6/s2/6_s66/_article/-char/ja
mailto:maekawa@nagano.ac.jp
https://d-commons.net/uedagaku/maekawa2?c=&p=9406
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