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朗報１：塩田平(レイライン)が日本遺産に

•レイラインがつなぐ「太陽と
大地の聖地」～龍と生きる
まち 信州上田・塩田平～

– 「生島足島神社か ら、別所
温泉までの軌道は、不思議
なことにレ イラインと一致す
る。」

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/30087.html

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/30087.html


朗報２：市制施行1919年の記録映像

•Cherry Blossom Time

– 1919年市制施行時の祝いの様子が記録されている

– 高松寿夫氏発見 Facebook掲載

https://www.facebook.com/hisao.takamatsu/videos/2942655465813205/

https://www.facebook.com/hisao.takamatsu/videos/2942655465813205/


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 ★オンライン発表会 Meet利用＋YouTubeライブ配信

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



7/29はオンライン発表会

•【日時】7/29(水)12:50～14:20

•【形態】Meet＋YouTubeライブ配信併用

•【発表会概要】

•各自の学習成果を披露する。１人2分

– 方法１：マイサイトを見せながら発表する

– 方法２：プレゼン資料を見せながら発表する

– 方法３：口頭のみでの発表も可

•発表者：発表希望者全員、市民の皆様もぜひ！

•YouTubeで全国にライブ配信

•マスコミ取材あり、市民チャンネルが番組収録

•終了後、受講生へのマスコミ取材あり



今後の進め方

•信州上田学Ａの最終回は7/29発表会

•学生は２年次以降の地域協働型の学びに

•生涯学習や趣味活動へのステップアップ

– マイサイト(ｅポートフォリオ)、信州上田デジタルマッ
プの利用は事後も継続ＯＫ、10年でも20年でも

– 信州上田学Ａ卒業生は、来年度以降も継続受講
可能、受講生と一緒に（信州上田学コミュニティ）

•地域づくり・地域活動へのステップアップ



実習「上田探検１」成果ウォッチ

•いくつかピックアップ

– グリンのサイト あじさい公園の整備計画
•https://d-commons.net/uedagaku/mdrhysk69

– ともかのサイト スイーツめぐり
•http://www.d-commons.net/uedagaku/kappa130527

– 小谷健人のサイト 真田傍陽線廃線跡
•http://d-commons.net/uedagaku/f20048

– TAKUのサイト 地域のバリアフリーチェック
•http://www.d-commons.net/uedagaku/takuya2001

記事はいくつでも投稿しましょう！
極意：量の多さは質を引き上げる効果あり

https://d-commons.net/uedagaku/mdrhysk69
http://www.d-commons.net/uedagaku/kappa130527
http://d-commons.net/uedagaku/f20048
http://www.d-commons.net/uedagaku/takuya2001


信州上田デジタルコモンズ事始め

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



『上田市史(上下巻)』1940
著者：藤澤直枝(1870～1944)

•「与えられた歴史」ではなく「自ら検証し見直す歴史」の参考に！

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2353
http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=9&id=2354

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2353
http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=9&id=2354


『信濃蚕糸業史(全３巻)』1937
大日本蚕糸会信濃支会編

•長野県が蚕糸王国であったことを物語る畢竟の産業史

http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2356

http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2356


地域資料作成に貢献した方々の顕彰
そのお一人 故・滝澤主税さん

•生涯にわたり長野県域の地名の研究・字界地図の作
成を行う

•実用性の高い資料を信州上田学を起点にネット公開



『上田老舗図鑑』滝澤主税編(2004)

• 長野県地誌草案(1877 明治10)

• 上田街諸名家一覧表(1891 明治24)

• 上田市別所 田沢 沓掛 温泉 温泉電車案内
並ニ塩尻 全図(1922 大正11)

• 上田市街宅地軽便地図(1924 大正13)

• 『信州民報』掲載上田の老舗( 1955 昭和30～)

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2351

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2351


『ふるさと上田の地名』滝澤主税著
(1999)
• 町名など地名の謂れ

• 細々としたさまざまな地名

• 上田の地名の生き字引

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2352

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=2352


『上田市誌』(平成版)
限定的、段階的にでも参照可能なように要請！

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/1257.html

ハイパーテキスト
として再編してこ
そ役立つ資料

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/1257.html
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/1257.html


『蚕都上田まちあるき』シリーズ(2008～)

http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=1695

蚕都上田プロジェクトによる「まちあるき」等の映像記録

頭出しリンク作成中！

蚕都上田まちあるき2008
蚕都上田まちあるき2009
①西塩田・別所編
②飯沼・丸子編
③塩尻編
④市街地編

http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=1695


『信州上田シルクロードアーカイブ』

蚕都上田プロジェクトによる講座等の映像記録
①日本シルクロード学びあい講座港都横浜編2011
②日本シルクロード学びあい講座蚕都上田編2011
他

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/


地域資料施設①上田市立図書館

•上田市立図書館

– 上田市立上田図書館

– 上田情報ライブラリー、他

図書館の効用
・複製物の図書ばかりなので探して
も本当に役立つ資料は殆どない
・閉架にこそ貴重な図書(資料)が
ある
・司書（ナレッジナビゲーター）を活
用しよう！

上田図書館

上田情報ライブラリー
（上田駅前パレオビル４階）



地域資料施設②上田市立博物館

•博物館のエッセンスは展示でなく「所蔵史料」にある

•図録は地域資料としての利用価値が高い

•収蔵庫にある資料は請求すると閲覧できる

•複製資料の公開等も申請により可能なものがある

https://museum.umic.jp/hakubutsukan/

所蔵史料 図録

https://museum.umic.jp/hakubutsukan/


地域資料施設③上田市公文書館

•上田市の公文書を保管・閲覧可

•目録検索システムはネットから利用できる

•丸子郷土博物館に併設

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kobunshokan/1111.html

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kobunshokan/1111.html


長野大学附属図書館①地域資料室

•地域資料室 長野県内の地域資料が充実

•『塩田時報』『別所時報』『泉田時報』『川辺時報』『広報
まるこ』（復刻版）など取り揃えてある

•思う存分、地域資料に親しもう！



長野大学附属図書館②国会図書館端末

•国立国会図書館のデジタルアーカイブ「デジタル
コレクション」（一般公開されていない図書）にア
クセスできる



国立国会図書館デジタルコレクション
長野大学からも閲覧できるサービス

長野大学は図書館送信参加館であるので、
デジタル化された蔵書の閲覧が学内から可能



図書館間での相互貸借のシステム

•連携協定を結んでいる公共図書館間、長野大
学附属図書館との間での相互貸借も可能

https://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/library/datebase/
長野大学附属図書館 データベースを活用しよう！

例えば左のような図書

県立長野図書館から図書を
取り寄せ長野大学で借り受
けることができる

https://www.nagano.ac.jp/outline/facilities/library/datebase/


地域にある数々の資料は手付かずのまま
地域資料は活用されるのを待っている！

飯沼区古文書保管庫
（上田市生田）
飯沼郷倉にあった史料を保管

藤本蚕業歴史館
（上田市上塩尻）
藤本蚕業の史料を保管

上塩尻文庫蔵
（上田市上塩尻）
上塩尻村～自治会の史料を保管

その他にも…

斎藤ホテル土蔵 秋和文庫蔵

過去の地域資料が数
多く残っているのが
上田の特色



地域資料をどう活用するか

•常道 読んで知る・学ぶ→マイサイトに活かす

•これからのスーパー常道

– デジタルである特性を活かす

– オープンデータは再利用（転載も加工も）できる

Web（ハイパーテキスト）空
間は情報・知識の網目

・シェアする

・リンクする

・切り取って載せ替える



オープンデータのライセンスチェック

•ライセンス＝CCライセンス

•パブリックドメイン（著作権なし）は制限なく活用
できる

•CC-BYでもクレジット明記で再利用できる



参照しておきたいページを転載

•『上田市史』から参照しておきたいページを画
像で切り出し、記事として投稿する
（備忘録になり、他の人にも役立つ記事になる）

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2302

該当ページの位
置を記しておく

パブリックドメイ
ンの方がよい

http://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2302


ＣＣライセンス一覧

https://creativecommons.jp/licenses/
詳しくはコチラを参照してください。

https://creativecommons.jp/licenses/


課題：資料の活かし方など

＞学生受講生に

•地域資料の活かし方など今回の学習で気づい
たこと・考えたこと、欲しい資料が何かなど、一
番書きたいことを投稿してください

•期限：6/26(金)まで

＞市民受講生の皆様に

•探求テーマを意識しつつマイサイトへの記事投
稿をおすすめください

•早めに着手するのをおすすめ


	スライド番号 1
	朗報１：塩田平(レイライン)が日本遺産に
	朗報２：市制施行1919年の記録映像
	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
	7/29はオンライン発表会
	今後の進め方
	実習「上田探検１」成果ウォッチ
	信州上田デジタルコモンズ事始め
	『上田市史(上下巻)』1940�著者：藤澤直枝(1870～1944)
	『信濃蚕糸業史(全３巻)』1937�大日本蚕糸会信濃支会編
	地域資料作成に貢献した方々の顕彰�そのお一人　故・滝澤主税さん
	『上田老舗図鑑』滝澤主税編(2004)
	『ふるさと上田の地名』滝澤主税著(1999)
	『上田市誌』(平成版)�限定的、段階的にでも参照可能なように要請！
	『蚕都上田まちあるき』シリーズ(2008～)
	『信州上田シルクロードアーカイブ』
	地域資料施設①上田市立図書館
	地域資料施設②上田市立博物館
	地域資料施設③上田市公文書館
	長野大学附属図書館①地域資料室
	長野大学附属図書館②国会図書館端末
	国立国会図書館デジタルコレクション�長野大学からも閲覧できるサービス
	図書館間での相互貸借のシステム
	地域にある数々の資料は手付かずのまま�地域資料は活用されるのを待っている！
	地域資料をどう活用するか
	オープンデータのライセンスチェック
	参照しておきたいページを転載
	ＣＣライセンス一覧
	課題：資料の活かし方など

