
実践講座２
地域資料のデジタルアーカイブ化講座

ー学校図書館「学習センター」の視点からー

受講生 西浦 富美子

③

みんなでつくる
地域学習デジタルアーカイブ



本日の流れ

１．研究の背景と課題

２．先行研究・先行事例

３．方法



１. 研究の背景と課題

・学校図書館の困りごと

・地域副読本の変遷と課題



◼ 「地域学習コーナー」の充実が困難

▷ 資料の種類・量 … 小中学生対象の資料が少ない

▷ 資料の保存 …   パンフレットなどの散逸

▷ 資料の活用 …   成果物のファイル

閲覧しづらい

◼ 「地域副読本」頼みから、デジタルアーカイブ作成・活用へ

1-0 学校図書館の困りごと

4



◆ 「社会科副読本」とも呼ばれる

◆ 市区町村の教育委員会や社会科教育研究会によって

編集・発行されるもの

◆ 小学校中学年の社会科で身近な地域を学習するときの

主たる教材

◆ 学校教育法第34 条④

「教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切な

ものは、これを使用することができる。」

1-1 地域副読本について*1
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1953
• 『わたくしたちの港区』*2

1960～
80

•郷土学習から地域学習への転換

1999～
•教科書準拠型、授業過程再現方式

2011～
•暮らし、環境・災害に関する記述、ESD

1-2 地域副読本の変遷

6★ 「地域の歴史」が削減される傾向



◼ 「地域」の広域化*1

平成の大合併、学校の統廃合（特に過疎地）→ 直接体験の減少・喪失

1-3 地域副読本の課題

◼ 「内容知」の可視化・構造化・デジタル化*3*4

→「読んで理解させる副読本」 「豊富な写真資料等を見せて間接体験で済ませる副読本」

◼ 「編著者」と外部連携？ *5

編著者は、教員社会科研究部会・社会科副読本編纂委員会・教育委員会

→ 副読本のデジタル化において、産学連携や業者委託はどの範囲か？

7



２. 先行研究・先行事例

・地域を調べる方法とツール



◆ 久世均、齋藤陽子（2014） *6

「デジタル副読本を活用した児童一人ひとりの特性に応じた
授業実践 : 自治体と連携した地域素材を活用した学習材
の開発」

2-1 「飛騨一之宮ものがたり」（高山市）
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岐阜女子大学
「飛騨一之宮ものがたり」
デジタルアーカイブ

印刷メディア学習材
「飛騨一之宮
ものがたり」

デジタルメディア学習材
「飛騨一之宮
ものがたり」

図１ 「飛騨一之宮ものがたり」の構造（参照）

冊子体
学習・研修旅行に持参

QRコード

オフラインでも
静止画・動画再生
確認テスト等
作成・加工・追加



◆ 久世均、齋藤陽子（2018） *6

図６ WEB版「飛騨一之宮ものがたり」

デジタルアーカイブ/トップページ

〈https://miyamachikyo.jp/monogatari/index.html〉

2-1 「飛騨一之宮ものがたり」（高山市）
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「はじめに」より引用

飛騨一之宮は、この地域に
名高い位山の麓に広がり、

水・木・道・祈りなどをくらしの
より所としながら、

豊かに里の歴史を積み重ね
てきました。

論文より引用

飛騨一之宮の情報は主に地域の方たちに
おけるデジタルアーカイブ事業で収集した。

デジタルの特性を生かすということや，社会
全体で子どもの教育にたずさわるという考え
からも，既に公開されている情報の収集に
も地域と協働してデジタルアーカイブすること
が重要であると考えている。

https://miyamachikyo.jp/monogatari/index.html〉


出典： https://miyamachikyo.jp/monogatari/index.html

https://miyamachikyo.jp/monogatari/index.html


◆『私たちの中標津』（2014発行、2018改訂）

https://www.nakashibetsu.jp/db_fukudoku/

◆ 『のびゆく恵庭』（2020発行、14訂版）

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kyouikuiinkaikyouikubu/kyoikusomuka/ga
kko_kyoiku/2_1/9805.html

◆ 『わたしたちの南アルプス市』（2021年版）
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/2251.html

※巻末などに紹介されている地域資料に注目する→各地域の編著者の参考になる

※編著者、産学連携の公開を望む→編著や連携のスキルなどが教員間で継承されるように

2-2 デジタル地域副読本
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https://www.nakashibetsu.jp/db_fukudoku/
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kyouikuiinkaikyouikubu/kyoikusomuka/gakko_kyoiku/2_1/9805.html
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kyouikuiinkaikyouikubu/kyoikusomuka/gakko_kyoiku/2_1/9805.html
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/2251.html


◆edit Tango（2018～）

https://edit-tango.webnode.jp/

・高等学校学校司書がウィキペデイアタウンの活動を

通じて、ウィキペデイアンや地域の人々と連携し、「地

域の価値ある歴史や文化や人々の営みを伝え残す」

「地域情報を現代に生きる私たちの営みに活かす」こと

を目的に活動するボランティアグループ

・「調査・執筆ガイド」 ▷文献調査／Wikipedia編集

2-3 「たんご百科事典」（京丹後市）
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学び方の支援がある

https://edit-tango.webnode.jp/


出典： https://edit-tango.webnode.jp/

https://edit-tango.webnode.jp/


出典： https://edit-tango.webnode.jp/ 地図を調べる

https://edit-tango.webnode.jp/


出典： https://edit-tango.webnode.jp/ 地図を使う

https://edit-tango.webnode.jp/


◆ 東京書籍の学習支援アプリ

https://www.machiaruki.jp/

*7 マチアルキはAR（拡張現実）を使って情報発信が

できる新しいツールです。場所（施設や史跡）や画

像（プリントや看板）など，現実に存在しているも

のに直接情報を加えて発信することができます。

つくる → 登録する → 発信する

2-4 「マチアルキ」
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簡易
見通しがつく

https://www.machiaruki.jp/


３. 方法

・デジタルアーカイブ全体の概略

・地域副読本「アーカイブ資料集」作成案



◆ 『みんなでつくる地域学習アーカイブ』

・基本：将来的に学校図書館運営の地域学習サイト

・対象：地域学習に取り組む児童生徒、職員

・目的：主体的・対話的で持続的な地域学習

・構成：資料・学び方・活動

・分類：土地と気候・水・木・道・祈り・くらし

・メタデータ：教育委員会コードを利用 https://edu-data.jp/eb

3-1 デジタルアーカイブ全体の概略
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https://edu-data.jp/eb


学び方

ガイド

学習

コミュニティ

デジタル
資料

◆ 『みんなでつくる○○地域学習アーカイブ』

3-2 デジタルアーカイブ全体の略図
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デジタル
アーカイブ

地域の知・データ
地域資料アーカイブ

地域副読本
「アーカイブ資料集」

パスファインダー
資料リスト
思考ツール
学習アプリ

児童・生徒の成果物
著作権の許諾
2～5年で更新

ここから
着手



◆ 地域副読本に掲載されているアーカイブ資料の収集

◆ 目的：各地域の歴史的資料の活かし方を知る

◆ 方法：人海戦術調査（学校司書・学生・生徒など）

◆ 例：『わたしたちの京都』下

「きょうどをひらく１ 用水のけんせつ」

琵琶湖疎水工事の絵などのアーカイブ資料から

用水建設の背景や技術に対する理解が深まる

・田村宗立 『琵琶湖疏水工事図巻』

・河井小龍 『琵琶湖疎水図誌』

3-3 地域副読本「アーカイブ資料集」作成案
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ID 分類 番号 副読本名 資料名 備考 西暦 所蔵 URL

262100 水 1
わたしたち
の京都
（下）

〔都が東京にうつるときの様子〕 〔東京奠都〕 〔1869〕
品川区立品川
歴史館

262100 水 2
わたしたち
の京都
（下）

パンフレット「琵琶湖疎水」
～描かれた疎水工事

疎水工事絵画
田村宗立

1885－1887
京都市

上下水道局

https://www.city.kyoto.lg.j
p/digitalbook/book_cmsfile
s/1021/book.html

262100 水 3
わたしたち
の京都
（下）

パンフレット「琵琶湖疎水」
～描かれた疎水工事

疎水工事絵画
田村宗立

1885－1887
京都市

上下水道局
削除〔2018年8月参照〕

262100 水 4
わたしたち
の京都
（下）

琵琶湖疎水圖誌
３巻

疎水工事絵画
河井小龍

〔1890〕
京都府立京都
学・歴彩館

http://www.archives.kyoto.jp
/websearchpe/detail?cls=15
2_old_books_catalog&pkey=
0000000098

262100 水 5
わたしたち
の京都
（下）

〔疏水の完成を祝う〕 祇園祭の鉾 〔1869〕
京都府立京都
学・歴彩館

◆『わたしたちの京都』下

「きょうどをひらく １用水のけんせつ」関連資料

メタデータ付与例

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098


ID 分類 番号
副読本

名
資料名 備考 西暦 所蔵 URL

262100 水 2
わたした
ちの京都
（下）

パンフレット「琵琶湖疎水」
～描かれた疎水工事

疎水工事絵画
田村宗立

1885－
1887

京都市
上下水道局

https://www.city.kyoto.lg.jp/d
igitalbook/book_cmsfiles/1021
/book.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/book_cmsfiles/1021/book.html


ID 分類 番号
副読本

名
資料名 備考 西暦 所蔵 URL

262100 水 3
わたした
ちの京都
（下）

パンフレット「琵琶湖疎水」
～描かれた疎水工事

疎水工事絵画
田村宗立

1885－
1887

京都市
上下水道局

削除〔2018年8月参照〕



ID 分類 番号
副読本

名
資料名 備考 西暦 所蔵 URL

262100 水 4
わたした
ちの京都
（下）

琵琶湖疎水圖誌
３巻

疎水工事絵
画河井小龍

〔1890〕
京都府立京
都学・歴彩
館

http://www.archives.kyoto.jp/we
bsearchpe/detail?cls=152_old_bo
oks_catalog&pkey=0000000098

http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098
http://www.archives.kyoto.jp/websearchpe/detail?cls=152_old_books_catalog&pkey=0000000098


➊書誌情報の不足している資料について調査する

・資料名不明（例）

3-4 地域副読本 「アーカイブ資料」調査
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ID 分類 番号 副読本名 資料名 備考 西暦 所蔵 URL

262100 水 1
わたしたち
の京都
（下）

〔都が東京にうつるときの様子〕 東京奠都 〔1869〕
品川区立品
川歴史館

262100 水 5
わたしたち
の京都
（下）

〔疏水の完成を祝う〕 祇園祭の鉾 〔1869〕
京都府立京
都学・歴彩館



➋すでにデジタルアーカイブ化されているものはURLを明記

（副読本に出典明示されていないが）

➌国立国会図書館デジタルコレクションで提供されているか

3-4 地域副読本 「アーカイブ資料」調査
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ID 分類 番号 副読本名 資料名 備考 西暦 所蔵 URL

12231 くらし 1
のびゆく
恵庭

イザリブト番屋の図 松浦武四郎著
『再航蝦夷日誌』

〔1846〕

恵庭市教育委員会／
カリンバ遺跡と恵庭市
史料 DIGITAL 
ARCHIVE

https://adeac.jp/eniwa-city-
lib/text-list/d100020/ht000110

12231 くらし 2
のびゆく
恵庭

カマカより二嶽眺望の図 松浦武四郎著
『再航蝦夷日誌』

〔1846〕

恵庭市教育委員会／
カリンバ遺跡と恵庭市
史料 DIGITAL 
ARCHIVE

https://adeac.jp/eniwa-city-
lib/text-list/d100020/ht000110

ID 分類 番号 副読本名 資料名 備考 西暦 所蔵 URL

291000 木 1
奈良県の

くらし
指導書

吉野林業全書:挿画
（杉檜苗）

森庄一郎著
森庄一郎〔ほか〕

1898
国立国会図
書館

〔デジタルコレクション・個人向け送信サ
－ビスで閲覧可能〕

291000 木 2
奈良県の

くらし
指導書

評伝土倉庄三郎
（桑苗十万本/p36）

土倉祥子著 1966
国立国会図
書館

〔デジタルコレクション・個人向け送信サ
－ビスで閲覧可能〕

291000 木 3
奈良県の

くらし
指導書

吉野林業全書:完全復刻原文・
原画対照現代語訳付

森庄一郎著
〔原著〕

1983
国立国会図
書館

〔デジタルコレクション・国立国会図書
館内限定〕

https://adeac.jp/eniwa-city-lib/text-list/d100020/ht000110
https://adeac.jp/eniwa-city-lib/text-list/d100020/ht000110
https://adeac.jp/eniwa-city-lib/text-list/d100020/ht000110
https://adeac.jp/eniwa-city-lib/text-list/d100020/ht000110


◆古い資料が、地域の課題を反映しているのではないか？

→調査すること自体が課題解決のヒントにつながる

◆地域副読本に掲載された資料の原本を確認できる

◆ジャパンサーチや国立国会図書館デジタルコレクションの

活用に向けたワンステップになる

資料がオープンデータでない場合がある

資料活用に当たって、児童には支援が必要

3-5 期待される効果と 課題
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