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信州上田学Ａ・講座日程
日程は実施しながら状況を見て見直し進めていきます

回 日付 内容 備考

- 4/29 地域学の学び方 （オンデマンドで視聴できます）

1 5/13 上田のひもとき方と情報源 市民開放講座スタート、オンデマンド配信

2 5/20 ネットで受講者初顔合わせ・各自の計画 ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

3 5/27 ポートフォリオ投稿ミニ実習 オンデマンド講座、向こう１週間で実習

4 6/03 オンラインスクーリング ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

5 6/10 上田探検の進め方＆上田探検１ オンデマンド講座、向こう１週間で実習

6 6/17 オンラインスクーリング ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

7 6/24 地域資料の活用 オンデマンド講座

8 7/01 上田探検の深め方＆上田探検２ オンデマンド講座、向こう１週間で実習

9 7/08 スクーリング（ネットで情報交換・アドバイス） ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

10 7/15 ふり返り＋まとめに向けて オンデマンド講座

11 7/22 スクーリング（ネットで情報交換・アドバイス） ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

12 7/29 全体講評・今後に向けてのアドバイス ビデオ会議Meet利用(希望者参加)

スクーリング 12:50～14:20オンデマンド＋実習オンデマンド講座（座学）区分



前回のふり返り
5/20オンラインスクーリングで初顔合わせ

•支障ない範囲をネット公開

https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0165.html

https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0165.html


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」



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

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）



「信州上田デジタルマップ」を見る

•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/


d-commons.net利用手引き

•新規ユーザー登録から投稿ま
での手順については利用手引
を御参照ください。

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



実習：マイサイトをつくる

•「新規ユーザー登録」
– ユーザーＩＤ

– パスワード

– その他アカウント情報

•マイサイトを見る

•記事を投稿する（１件以上）
– 投稿したいトピックを決める

– 記事を作り投稿する

– そのままで即時公開

•親サイト「信州上田デジタルマップ」
– 公開承認後、公開

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

http://www.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当面のサイト構成

みんなでつくる
下諏訪町デジタルアルバム

コミュニティサイト

サービストップ

d-commons.net

親サイト

https://d-commons.net/
地域デジタルコモンズネット(NPO法人として申請予定)が運営
※当面はカンプロと長野大学前川研究室が共同で運営
参加型アーカイブサービスを提供する大本のサービス

みんなでつくる
西部地域デジタルマップ

みんなでつくる
信州上田デジタルマップ

みんなでつくる
地域デジタルマップ

https://d-commons.net/shimosuwa/
下諏訪町立図書館が運営
下諏訪町参加型アーカイブ

https://d-commons.net/seibu/
西部地域まちづくりの会（上田市）が運営
上田市西部地域の参加型アーカイブ

https://d-commons.net/uedagaku/
長野大学前川研究室が運営
「信州上田学」等の授業運営・学生・市民のｅポート
フォリオ運営を支援する参加型アーカイブ
https://d-commons.net/chiiki/
長野大学前川研究室が運営
その他の参加者を想定した参加型アーカイブ

追加コモンズサイト コモンズサイトの申請に応じて新設・運営する。

d-commons.net

★コミュニティサイト(親サイト)
地域や組織・団体等からの申請によ
り、コミュニティサイトを地域デジ
タルコモンズネット(d-commons.net)
が開設する。

★コミュニティサイトのサービス提
供
サービスの安定した持続的運営、サ
ービスのエンハンス等にかかる費用
は別途定める料金プラン、
もしくは事業予算により年間サービ
ス利用料を運営主体から徴収する。

★新たなサービス開設・運営の方針
デジタルコモンズクラウドサービス
は以下の方針により運営する。
①d-commons.netと同じメディア環境
を他のサービス運営者と協議の上、
移植・提供できるものとする。
②全く異なるメディア環境を地域デ
ジタルコモンズクラウドサービスに
加え、並立運用できるものとする。

https://d-commons.net/
https://d-commons.net/shimosuwa/
https://d-commons.net/seibu/
https://d-commons.net/uedagaku/
https://d-commons.net/chiiki/


みんなでつくる信州上田デジタルマップ
サイト構成

地域デジタルコモンズプロジェクトは、前川研究室・ゼミ
が地域協働で進めていくものである。
当面、「信州上田学」と地域協働型教育と関わる科目・
ゼミを対象に適用実験を行う。
学生・市民のｅポートフォリオ学習（個別サイト）、協働学
習（信州上田学のマップづくり）を支援する。



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。



実習課題：「最初の投稿」投稿

•上田や地元地域のイチオシで伝えたいスポットや気に
なるスポットなどを画像を添えて皆さんに紹介してくだ
さい。6/3意見交換の話題共有に使います。

•カテゴリは「最初の投稿」を選びます。

•投稿期限：6/1(月)まで

•6/3の前に皆さんが投稿した記事を見合いましょう！

•ご自身の探求テーマで投稿してもらってＯＫです。
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