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【発表概要】 
全国の学校で GIGA スクールが実施されながら、学校で地域学習を計画しようとすると、地域

を知る情報源がネット上には極めて少ないことが直ちに顕在化する。特に学校区の情報源は殆ど
の地域においても存在しないと言って過言ではない。さらには地域資料があっても、教員の経験
不足等の理由によりその活用が図りにくい課題がある。 

以上の課題を解決するため、これからの学校教育に求められる児童生徒の主体的で探求的な学
びを包摂的に支援できる分散型デジタルコモンズサービス d-commons.net を用いた「d-
commons メソッド」により、校内資料のデジタルアーカイブ構築に取り組んだ。校内資料のデ
ジタル化は「やればできる」ことなのに、学校現場ではその課題の気づきや実践が行えない壁が
ある。その壁を取り除き、DX 時代にふさわしい地域学習の環境づくりが全国の学校で進んでい
くことを期待したい。 

 
 

1. はじめに 
全国の学校で GIGA スクールが実施されな

がら、学校で地域学習を計画しようとすると、
地域を知る情報源がネット上には極めて少な
いことが直ちに顕在化する。特に学校区の情
報源は殆どの地域においても存在しないと言
っても過言ではない。さらには地域資料があ
っても、教員の経験不足等の理由によりその
活用が図りにくい課題がある。 

その一方で、それぞれの学校には郷土資料
などを保管展示する資料館や過去に発行され
た「創立〇〇年史」といった学校や地域の記
録を扱った刊行物等がある。それらが学校教
育で利用される機会は殆どないのが⼤方の状
況である。 

本研究では、GIGA スクールの学習におい
て、特に指導要領の改訂[1]で示された「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善に資する学習環境改善の試みとして地域
学習に活かす校内資料のデジタル化に取り組
んだ。この取り組みにおいては、DX(Digital 

Transformation)時代の学び環境となる「分散
型デジタルコモンズ」のモデルおよびサービ
ス[2]を適用して校内資料のデジタル化、地域
学習の環境づくりを行った。 
 
2. GIGA スクールでの学習支援の課題 

GIGA スクール環境の学校現場への導入は
コロナ禍を背景にほぼ全国一⻫になされたた
め、どの学校現場においても少なからず⼾惑
い、混乱が起きている。新指導要領において
は「主体的で対話的で深い学び」が授業改善
の視点に据えられている。教員にとってそう
した教育実践は経験がない場合がほとんどで
ある。現実的に総合学習を担う教員がその理
念を咀嚼し実践するには相当に⼤きな壁があ
ると言わざるを得ない。 

この課題に対してはその解決策として、私
たちはかねてから次の方法を提案している。 

分散型デジタルコモンズクラウドサービス
を構築しその運用を図ること[3] 

キュレーション型学習を①の環境において
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行うこと[4][5] 

キュレーション型学習とは探求の問いを立
て、それをさまざまな資料を利用し、分析・
考察・例証したことをアウトプット化する学
習方法である。 

以上の方法を開発したサービスにちなみ
「d-commons メソッド」と呼ぶことにする[6]。 

校内資料化のデジタル化については、①と
同じサービスの適用で構築が容易であり、か
つ②の学習にシームレスに連結することがで
きる。 

d-commons メソッドを適用するとそこで直
ちに顕在化した課題は、地元を知る情報源、
特に学校区の限られた地域に関わる情報のほ
とんどがデジタル化されておらず、GIGA ス
クール環境下の教室においてタブレットから
参照すらできないという学習環境の分厚い壁
であった。 
 
3. 校内資料が活用されない課題 

地元を知るデジタル化資料が極度に少ない
い一方で、校内には地域を学ぶ上で欠かせな
い情報資源が眠っている。資料室、刊行物等
である。多くの教員はそうした資料があるこ
とを知らなかったり、知ってはいてもどう利
用できるかがわからない。学校の「創立〇〇
年史」などはその年度、学校や PTA などが力
を入れて編纂したもので、学校史・地域史の
情報の宝庫となっているケースはめずらしく
ない。それらは過去の刊行物であるため、校
⻑室のロッカーや学校図書館の⽚隅に眠った
まま、多くの場合、忘れ去られているのが実
情である。 

この課題にはさらに資料活用を阻む壁があ
る。つまり教員の側に、学校区の地域につい
て何も知らない、関心もない、という「慣習
的・社会的な意識の壁」の存在である。 

資料館の資料や地域の冊子等の資料は、児
童生徒がそれから学ぶ以前に、まず教員が知
らないことを知ることの面白さに気づいても
らうことが何よりも肝要である。「知らない」
ことは実は壁でなく、「知らない」から共に学
びを楽しむことが原動力になる。校内資料こ
そまさに「灯台下暗し」のたとえのごとく、

地域学習のこの上ない学習コンテンツとなる。 
 
4. 主体的な学習支援環境のデザイン 
4. 1 校内資料の活用課題 

本研究は、2021 年度、上⽥市からの委託に
よる「信州上⽥学事業」において、上⽥市内
の施設にある史資料を対象にデジタルアーカ
イブ化を試みた取り組みの一部である[7]。⻑
野県上⽥市立塩尻小学校の「郷土資料館」、上
⽥市立神川小学校の「山本鼎先生の部屋」の
所蔵資料をデジタルアーカイブ化の対象とし
た。これらの資料は、展示物を見ただけでは、
児童ばかりでなく、教員や一般の市⺠ですら
理解が難しい対象である。 

これらの２ケースは、校内資料のデジタル
化により、GIGA スクールでの学習支援、主
体的な学習の支援に活かすことをねらいとし
て取り組んだものである。 

4. 2 『塩尻小デジタル資料館』[8]の制作 
塩尻小学校のある塩尻地区は近世から近代

にかけて日本を代表する蚕種製造業地だった
地域である。全国で広く営まれていた養蚕業
ではなく、養蚕の原料となる蚕種（蚕の卵）
を製造し全国に販売し、一時期は欧州にも輸
出するなど我が国の蚕糸業の発展に⼤きく貢
献した。蚕種製造業は近代において隆盛し、
蚕種製造業が終焉した現在もなお塩尻地区に
は数多くの蚕種製造⺠家が数多く存在してい
る。また、蚕種製造や養蚕に使われた道具類
が塩尻小学校郷土資料館に多数保存・展示さ
れている。郷土資料館は 1964 年資料室として
開設後、1997 年新築の資料館に移行した。 

その一方、蚕種業、養蚕業を経験した世代
は少なくなり、解説できる人材も減少した。
展示のみでは知識の授受が行えない。 

以上の課題を踏まえ、郷土資料館のデジタ
ル化では以下の改善を試みた。 

 

①資料館収蔵の文物を一つ一つ撮影しデジタ
ル画像としてデジタルアーカイブサイト『塩
尻小デジタル資料館』に公開した(図１)。 
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図１. 塩尻小デジタル資料館 

 

②蚕種製造・養蚕などをよく知る地元の方々
に口頭で道具の解説をしてもらい（図２）、そ
れを解説動画として掲載した。 

 

 
図２ 地元の方々によるビデオ解説収録 

 

漢字等にはすべてルビをふった。 

現在は 200 点余りの記事を『塩尻小デジタ
ル資料館』に公開している。 

4. 3 『山本鼎の部屋アーカイブ』[9]の制作 
神川小学校がある上⽥市神川地区は、ほぼ

100 年前、児童⾃由画、農⺠美術運動を興し
た画家・山本鼎(やまもとかなえ 1882-1946)

がその活動拠点とした地域である。その他、
同地区は当時の神川村の⻘年だった山越脩蔵、
金井正が主催した上⽥⾃由⼤学(当初は信濃⾃
由⼤学)とゆかりが深い。神川小学校が創立 90

周年を迎えた 1987 年、校内に「山本鼎先生の
部屋」が開設された。同館には山本鼎の作品、
関係資料の他、昭和初期の児童画数百点が保
存されている。 

「山本鼎先生の部屋」は校内の１室を使っ
て開設されてはいるものの、ほぼ開かずの間
と化している。資料・作品はショーケースに
陳列されているのみで、資料を手に取ってみ
ることはできない。総じて経年の変化と共に
旧態化した印象は否めない。寒暖の影響を受
けやすいのも展示室形式の欠点である。夏は
暑く、冬は寒い。じっくりと鑑賞する状況で
はない。児童の学習に使われる機会も限られ
ている。 

現在は 740 点余りの資料・収蔵品を『山本
鼎の部屋アーカイブ』に公開している(図 3)。 

図３ 山本鼎の部屋アーカイブ 
 

5. 校内資料のデジタル化の効果 
以上、塩尻小学校、神川小学校の資料のデ

ジタル化の実践ケースを紹介した。いずれも
「やればできる」というものである。しかし
現実には、学校現場において校内資料をデジ
タル化して公開することにより、児童生徒の
地域学習で参照できる地元の情報源となるこ
とに気づけないのが実情である。デジタル化
は何よりも、一番の学習者である児童生徒に
校内資料を教室からタブレットで手軽に参照
できるようになることが最⼤のメリットであ
る。地元を知らず、地域学習をためらってい
た教員にとっても、デジタルアーカイブサイ
トで校内資料を閲覧できる。 

資料を見て問いを立て、地域学習を探求的
に深めていく学びに校内資料は有用である。
児童生徒が何に関心を持ち、また探求したい
と思うかは、誘導的な問いかけでなく、さま
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ざまな情報源から児童生徒が発見して気づい
ていくことが⼤切である。地域を教えるので
はなく、校内資料を含むさまざまな情報源か
ら対話的に掴み取ることが肝要である。校内
資料から問いを立てる例を図４に示す。 

 

 
図４ 校内資料から探求の問いを立てる 

 

6. おわりに 
本研究で紹介した特定２校のケースは全国

どの学校においても適用が可能である。「どの
学校にでもできる DX 実践」となるよう各学
校において校内資料のデジタル化が取り組ま
れることを期待したい。 

さらには、校内資料を情報源の一つとして
児童生徒の主体的な学習を実現するために
「d-commons メソッド」の適用を提案したい。 
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