
情報通信文化論２０２２・第７回

藤本蚕業歴史館ネット見学

2022年11月16日

休憩
12:00～13:00



藤本蚕業歴史館で学ぶＤＡ養成リスキル/リカレント講座

実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座
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本日(午後)の講座
藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの活用

10:00 講座のねらいと概要／地域アーカイブの課題

10:20 受講者の自己紹介

10:30 藤本蚕業歴史館・概要

10:45 藤本蚕業・上塩尻ミニ見学

11:15 藤本蚕業歴史館・館内ミニ見学

11:40 近現代へのいざない：蚕種製造業と藤本蚕業
（12:00 休憩）

13:00 藤本蚕業歴史館史料目録と史料データ

13:30 デジタルコモンズサービスd-commons.netによるアーカイブ/学習支援

14:00 キュレーション型学習の進め方
（14:20 休憩）

14:30 受講者の皆さんが探求したいテーマ、Ｑ＆Ａ

15:30 次回に向けて：アドバイスや補足事項

16:00 終了



『藤本蚕業歴史館史料目録』史料



『藤本蚕業歴史館史料目録』文献



統合目録データ(テキストコード化)

『藤本蚕業アーカイブ』
に一括登録



史料を選んで調べてみる
何がわかるか、疑問は？



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)



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。



文書はデジタル化してから読もう！

一次資料(公文書) 閲覧＝撮影 データ持ち帰り

PCで整理
画像修正
リサイズ

PDF変換等

読むのは
ここから

公開も
しよう



キュレーションフロー１

ステップ１
動機テーマから
資料を調べる

道路・鉄道敷設と
その当時の社会は？

「北塩尻駅」などで検索
「北塩尻駅」で検索

「鉄道敷設」で検索

調べたい資料を探す

調べたい資料があればご連絡ください
スタッフが代行して調べデジタル化します（３点限定）

信越本線…

デジタル化し内部共有(この時点では公開しない)

各資料を詳しく調査する

資料１ 資料２ 資料３
資料を踏まえ
探求テーマ設定

ステップ２

藤本蚕業歴史館
史料目録



キュレーションフロー２
各資料を詳しく調査する

キュレートできる
テーマを再設定

資料１ 資料１と
キュレーション記事

他の資料 他の資料と
キュレーション記事

探求テーマを明らかにする

・獲得資料、他の資料も調べて
記事にする。

・探求の成果を記事にし、
マイサイトに公開展示する。

探求を深め、知見・結論を導出

？ ねらい、まとめの
キュレーション記事

疑問、考察

キュレーション成果
(資料と探求成果公開)

イ
ン
タ
｜
ネ
ッ
ト
公
開

ステップ３

14



キュレーション成果のネット公開
アウトカムはネットに公開し役立てられます。

あなたのマイサイト

キュレーションテーマ１
「北塩尻駅と信越本線」

キュレーションテーマ２

eduスクウェア

あなたのキュレーション Ｂさんのキュレーシ
ョン

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

https://d-commons.net/edu/あなたのID

分類、メタデータを付加して
近い将来パブリッシュする

親サイトにも再掲して公開

講座受講後も継続してキュレーショ
ン成果を追加し後世にまで残すこと
ができます。

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


近い将来：知識循環を隅々に

ポータル系サービス

あなたのマイサイト

キュレーションテーマ１
「北塩尻駅と信越本線」

キュレーションテーマ２

https://d-commons.net/edu/あなたのID

ジャパンサーチ

分類、メタデータを付加して
近い将来パブリッシュする

わが国の分野横断型
統合ポータルサイト

Twitter

Instagram

Facebook

SNS系サービス

信州サーチ

長野県の検索サービス

近い将来、自動パブリッシュ さらに投稿

Wikipedia 任意のサービスや
サイトなど

オープンデータと
して再利用・転載

あなたの成果を
利用したい人が
さらに活用します

講座受講後も継続してキュレー
ション成果を追加し後世にまで
残すことができます。

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


探求テーマと一次資料の選定

近現代(明治以後)の文書は極
めて判読しにくいことも覚悟の
上、ご利用ください。

藤本蚕業歴史館収蔵史料

まず何よりもあなたの地域を探求しましょう！

上田や蚕種などに
関して

他の地域の方は

地域の一次資料

デジタルアー
カイブサイト
＊

地元○○
公文書館等
収蔵資料

地元〇〇の
その他資料
・地域所蔵
・個人所蔵

探求テーマや方向性と一次資料とのマッチングを！

？

地元 上田市
地元市町村
〇〇県△△市

本当に調べたい資料をお選びください！

＊ジャパンサーチ
国立国会図書館デジタルコレクション
国立公文書館デジタルアーカイブ
信州デジタルコモンズ など

上田の場合でも



「みんなでつくる信州上田デジタルマップ」

•トップページ

– 記事閲覧

– 情報をさがす（検索＋全件表示）

– おすすめ記事

– 新着記事

– キーワード（ハッシュタグ）

– 地図で見る(GoogleMap)

– カテゴリ選択

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

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


なぜキュレーション型学習なのか(1)

一方通行で知識共有が困難→専門家が必要
アクセス困難→文化的伝承を阻害

ビフォー 知識消費型社
（マスコミュニケーション型社会）

座学形式の講義 知識は書籍にカプセル化

ポスター形式の展示 プレゼン形式の発表

何を学ぶかの意識は弱い
受身的、一方的に聴かされる
学んだことは咀嚼しにくい
若い層には適さない

物理的に所蔵スペースを圧迫
重くかさばり読むのは苦痛
検索・参照が極めてしにくい
アクセスせず知識は埋もれる

その都度場当たり的に作成
作成に手間がかかり過ぎる
保存できず後に残らない
記憶できず知識も残せない

パワポでプレゼンが常習化
デジタルなのに共有しない
発表が目的化しやすい
資料も発表も後に残らない



なぜキュレーション型学習なのか(2)

アフター 知識循環(双方向/自律分散)型社会

地域で主体的学習 いつどこでも任意に

ポートフォリオ学習ネットでもリアルでも共有

各自（市民）が主体的に、かつ面白がって
キュレーションし発信・共有する学びが基幹



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



下諏訪町立図書館による地域アーカイブ

『みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム』

下諏訪町立図書館が３年かけ
地域写真を調査しメタデータ作成

デジタルアーカイブ運営を
地域文化活動に育てたい

長野大学で開催した
デジタルアーキビスト養成講座町民参加型のデジタル

アーカイブサイトを開設



数回打合せしてサイト構築



みんなが面白がれる地域アーカイブを開発

受託研究としてサポート

誰もが使える
サービス

地域の写真をネットに公開したい

100年後に
残す

県内、全国
各地に広げる

下諏訪町立図書館

長野大学

全国に広められるモデルに
それを下諏訪から



『下諏訪町デジタルアルバム』とは

•地域の記憶・記録をデータ
にして残す書庫

•皆でつくる地元のアーカイブ
– 顔が見える関係でできる

– データを永続的に保管

– 生涯学習や地域の文化活動に！

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

地元の情報を１００年後に残す

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


下諏訪町地域アーカイブ
『みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム』

•地元の古い写真1500
点が起点

•職員がメタデータ作成

•「歴史文化」などのカテ
ゴリを設定

•町民参加で投稿がで
きる

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



公共施設 地域図書館の新たな役割

•さほどに進まないＭＡＬＵＩ連携

•補助金頼みの文化施策

•専門業者に委託する常套の選択

ミニマムな予算で実施できる文化活動モデル

市民参加型地域デジタルアーカイブ



地域デジタルコモンズクラウドサービス

「みんなでつくる信州上田デジタルマップ」

•2020年4月開設「信州上田学」学習プラットフォーム

•以来、信州上田学、その他ゼミ科目でも利用

•学生も市民もともに学びあう開かれた「上田学」を実践

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

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


「みんなでつくる信州上田デジタルマップ」
学習成果や資料をみんなで持ち寄り

Aさんの
マイサイト

Bさんの
マイサイト

Cさんの
マイサイト

Dさんの
マイサイト

学生

教員

市民

みんなのマイサイト

子ども

親サイト



信州上田デジタルコモンズ

地域の学びは開かれたメディア環境で
教科書ではなく地域から直に学ぶ＋学びあい交流

子どもから 高齢者まで 一次資料

世代を超えた学びあい 資料アーカイブ

クラウドサービス

みんなでつくる
信州上田デジタルマップ

年齢や地域の壁を超えてみんなで学びあい



地域資料デジタルアーカイブ試作版
地域学習は情報源の共有で変わる

塩尻小
郷土資料館

神川小
山本鼎の部屋

長野大学
附属図書館

全く使われない資料館/資料 GIGAスクールに対応し
ネットで学習に積極活用



信州上田学地域資料デジタルアーカイブ①

『塩尻小デジタル資料館』

★塩尻小デジタル資料館
事業主体 長野大学地域づくり総合センター
企画・プロジェクト統括
前川道博教授（長野大学企業情報学部）

サイト・データ制作 中村完二郎（KAN-PRO）
データ制作 長野大学前川ゼミ
制作協力 塩尻小学校

塩尻小学校郷土資料館の展
示資料をデジタル化し、地
元の方々の解説動画を添え
て公開



校内資料の状況
上田市塩尻小/郷土資料館のケース

次第に「開かずの間」に
1963年に設置
社会状況が激変→DX化に進展
わかる世代が減少
バックヤード化（見学後退）



校内資料の情報授受
収蔵品目録を引き継ぎ：現物との照合はなし



収蔵品の一つ一つ
誰もがほぼすべてがわからない



デジタル化のポイント①
文物を一つ一つ撮影し可視化



デジタル化のポイント②
地元の方々の解説を動画で伝える

https://youtu.be/5ea7aUsd81I

https://youtu.be/5ea7aUsd81I
https://youtu.be/5ea7aUsd81I


デジタル化のポイント③
漢字等へのルビふり



校内資料から問いを立てる

•学習者(児童生徒)が何に関心を持ち探求する
か＝情報源との出会いから発見して気づくこと

▼校内資料から問いを立てる例



信州上田学地域資料デジタルアーカイブ②

『山本鼎の部屋アーカイブ』

★山本鼎の部屋アーカイブ
事業主体 長野大学地域づくり総合センター
企画・プロジェクト統括
前川道博教授（長野大学企業情報学部）

サイト・データ制作 中村完二郎（KAN-PRO）
データ制作 長野大学前川ゼミ
制作協力 神川小学校、神川・山本鼎の会

神川小学校「山本鼎先生の部
屋」展示資料、児童自由画をデ
ジタル化し、関係者インタビュ
ーを添えて公開



山本鼎先生の部屋
上田市立神川小学校

•1987年に開設

•貴重な資料があるも、ほぼ「開かずの間」



山本鼎と児童自由画教育

•山本鼎(やまもとかなえ 1882-1946)

•児童自由画教育 山本鼎が神川小を中心に実践

自画像 「山本鼎の部屋アーカイブ」から転載
https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8048

山本鼎顕彰碑 「山本鼎の部屋アーカイブ」から転載
https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8023

https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8048
https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8023


物理的展示の限界
ショーケース展示＝閲覧不可

•単に陳列されているだけの状態



書庫に眠っていた学校・地域の冊子等

•神川小学校創立９０周年記念誌(1988年)

•部屋創設の経緯、「山本鼎特集」記事など

山本鼎特集(『学道九十年』)1988年
「山本鼎の部屋アーカイブ」から転載
https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8043

https://d-commons.net/ykanae?c=&p=8023


大正・昭和初期の児童自由画

•神川小から発見された作品集(約740点)

•上田市マルチメディア情報センターにも収蔵されたデ
ジタル化データを再掲



メッセージ、インタビューを収録

https://youtu.be/ZwWXYDY2YRo

神川小のみなさんへ やまもとかなえ(山本鼎)せんせいのへや

https://youtu.be/ZwWXYDY2YRo
https://youtu.be/ZwWXYDY2YRo


信州上田学地域資料デジタルアーカイブ③

『上田自由大学デジタル資料館』

★上田自由大学デジタル資料館
事業主体 長野大学地域づくり総合センター
企画・プロジェクト統括
前川道博教授（長野大学企業情報学部）

サイト・データ制作 中村完二郎（KAN-PRO）
データ制作 長野大学前川ゼミ
制作協力 長野大学附属図書館

長野大学附属図書館所蔵の山
越修蔵氏所蔵資料(遺族から
の寄贈資料)をデジタル化し
公開



信州上田学地域資料デジタルアーカイブ④

『藤本蚕業デジタル資料館』

★藤本蚕業デジタル資料館
事業主体 長野大学地域づくり総合センター
企画・プロジェクト統括
前川道博教授（長野大学企業情報学部）

サイト・データ制作 中村完二郎（KAN-PRO）
データ制作 長野大学前川ゼミ
制作協力 藤本工業株式会社
映像提供 蚕都上田プロジェクト

藤本蚕業歴史館の設立経
緯・藤本に関わる資料・情
報源のごく一部を試行的に
公開。佐藤一助氏、佐藤勇
二氏らの映像記録を収録。



アーカイブ記事を投稿してみよう！
『eduスクウェア』利用

http://www.d-commons.net/edu/

ゲストユーザーとして利用する場合、
新規ユーザー登録は不要です。
ログインID guest
パスワード guest12

継続的に利用する場合は新規ユーザー登録

http://www.d-commons.net/edu/


『eduスクウェア』
新規ユーザー登録/マイサイト開設

【１】「eduスクウェア」に新規ユーザー登録する

https://d-commons.net/edu/
氏名、連絡先等正しく記入してください

住所は学校名を記入

【２】ログイン後「お試し」投稿する

①「新規投稿」を選ぶ

②画像を選ぶ（差し支えないもの）

③タイトル、説明文を書く

④カテゴリ「最初の投稿」を選ぶ

⑤位置情報を設定（位置がわかる場合）

⑥ハッシュタグを設定（いくつでも）

⑦「投稿」を実行

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


アーカイブ記事を投稿してみる
「最初の投稿」記事をお試し投稿

•ログイン後記事を投稿する
– トピックを決める

– 「新規追加」を選ぶ

– カテゴリは「最初の投稿」を選ぶ

– 記事を作り投稿する

– サイト管理者が事前チェック

•親サイト「eduスクウェア」

http://www.d-commons.net/edu/
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d-commons.net利用手引き
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