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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



スクーリングのふり返り
5/20, 6/03事後公開

•支障ない範囲をネット公開

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

近日公開！

https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0167.html

https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0165.html
https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0167.html


上田探検
そもそも地域探検とは？

地域（上田など）へ赴いてそこを調べ、
何かを探し出したり明らかにする
データを持ち帰ることが大切な手段

写真で記録

スマホで 持
ち
帰
る

調べる
伝える



実習「上田探検１」のねらい

•ねらい

– 自分の目線で上田（対象地域）を見聞し、そこがど
のような地域なのかを捉える

– 探求テーマを意識しながら、テーマと関わるものがま
ちなかにどのように存在したり、対象化できるかを
捉える

– 面白いと思ったものなど、探求テーマには関わりなく
捉え、地域をあるがままに包摂する視点で理解を深
める

– 地域探検を通して地域の捉え方を掴む

– 探検したものをどう対象化し伝えるかを学ぶ



実習ですること

地域を探検 マップに載せる

上田ってどんなまち？
上田の姿を捉え皆で見合う

自分の視点で伝える



探検隊・スマホは二刀流ツール

写真で記録 ビデオで記録

様子を記録 お話を記録

デジカメで ビデオカメラで



探検隊で心がけること

•大学生として良識ある行動を心がける

•肖像権（人の顔）・撮影禁止事項に留意する

•多めに記録する（３０点以上）

•見栄えする撮り方を心がける（インスタばえ）

•メモも忘れずに！



実習：上田探検１

•記事を投稿する（５件以上）
– 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/


実習「上田探検１」の進め方

探求テーマ
事前準備

探検して
記録する

マイサイトに
記事投稿

あらかじめ
調べておく

ほどほどに６分目
調べ過ぎない

ざっくりルー
トなど計画

道くさ食い
のすすめ

地域理解はchance
operationから
発見こそharvest

ねらい(視
点)をつける

あれ何だろ
う？→撮る

何より楽しむこと
撮って興味を引き出す
説明文なども撮っておく

興味対象を
ピックアップ

トピック(興味
対象)を記事に

記事は短く、記事
を積み重ねる

ねらい→まとめをし
てみよう！

画像30～40枚以上 記事5以上（10欲しい)



中心市街地(地図中央)

上田商工会議所
まちキャン(丸陽)

中央二丁目
交差点



学び方Tips：ぶらぶら歩く

雷門ホール？

あれ何だろう？
とながめてみよう！

そう思ったら
撮る！



学び方Tips：ぶらぶら歩く

レトロな建物

あれ何だろう？
そう思ったら

撮る！

レトロな橋

川もある！

下りられる

川の左側はない！



学び方Tips:古い地図で今を見る

昔ここには
何があったのか



「ストーリー」って何？

•自分の（班の）「まちあるき」を時間軸に並べる

•「物語」とは？（Wikipediaから）

•話し語ること

•さまざまの事柄について話すこと

•特定の事柄の一部始終を語ること

•物語の効用

•誰もが共感できる

•複雑なこともすっと理解できる
•そうだよね、いいよね

•地域の課題や魅力を発見し、地域にコミットする入口



「上田探検」の画像をチェック！

撮った画像は宝の山（収穫物）

投稿しなかった画像も
含めてチェックしよう

セレクトし、綴って物語ってみる



DST（デジタルストーリーテリング）
画像をして地域や体験を物語らせよう

何してる？ どこ？ 何？ どんな意味？

トピック トピック トピック



トピック(画像)を並べて発見を綴るのは
わかりやすい構成！



地域探検事例１
上田まちあるき2013(by前川)

•ヒトノユメを見に会場の旧常田館製糸場へ

•ついでに毘沙門堂と真田氏ゆかりの寺

https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/cat/ueda2013.html

https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/cat/ueda2013.html


地域探検事例２
真田の郷めぐり2014(by前川)

•真田氏歴史館企画展「大坂冬の陣」のついでに

•真田氏ゆかりの未踏の地を訪ねて回る

https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/cat/sanada2014.html

https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/cat/sanada2014.html


地域探検事例２（補足）
真田の郷めぐりで参照したマップがメチャ面白い！

•ウォーキングマップ：真田

– 真田三代 本城・長谷寺・山家神社コース

– 真田三代 御屋敷コース、他

マニアック！
こういう地域探訪
マップを待望して
いました！

時代考証家の
目のつけどころは違う！
山田順子さん編さん

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kenko/4150.html
上田市ウォーキングマップ

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kenko/4150.html


地域探検事例３
真田昌幸の生きた道

•学生Ｆ君のこだわり「上田城下は真田昌幸がつくった」

https://www.mmdb.net/silknet/shinshu-watch/kioku/cat/masamichi.html

https://www.mmdb.net/silknet/shinshu-watch/kioku/cat/masamichi.html


地域探検事例４
上田カフェめぐり

• 地域情報サイト「スキマ信州」とコラボ

• 【長野大学コラボ企画】
女子大生がおすすめする「癒しカフェ」3選

• 女子目線で上田のカフェの
魅力を伝える

https://skima-shinshu.com/cafe/

https://skima-shinshu.com/cafe/


地域探求の参考サイト

https://www.kasumigaura.net/mapping/

https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/

https://mmdb.net/uetan/uetan.html

https://skima-shinshu.com/

https://www.kasumigaura.net/mapping/
https://www.mmdb.net/usr/mae/hobo/
https://skima-shinshu.com/


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



次回6/17は皆の「上田探検」披露会

•自分の「上田探検１」記事を披露します

•受講生でお互いに見合い意見交換します



課題１：「上田探検１」計画

•学生はclassroomに、市民の方はMLに「上田
探検１」計画を投稿してください

– 探検１のタイトル

– ねらい・関心事

– 主な探検ルート

– マイサイトのURL

•期限：6/12(金)まで



課題２：実習「上田探検１」記事投稿

•マイサイトに「上田探検１」の探検記録を記事投
稿する（５記事以上、10は欲しい）

•投稿記事はネット等で調べたものでもよい

•その他「上田探検１」のねらいなどを解説する
記事を１つ投稿する

•期限：6/16(火)まで

•次回6/17(水)はスクーリング
皆で報告しあい意見交換
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