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　平成22年度から24年度の3か年，高山市より委託を受け「若者による一之宮地域
文化の再発見事業」を実施してきた。その中で地域の文化を再発見するために高山市
一之宮地域の様々な文化をデジタルアーカブしてきた。さらにそのデジタルアーカイ
ブした素材を活かし，一之宮に住む子ども達が地域のよさを改めて気づくことができ
るデジタル副読本を開発し，開発したデジタル副読本を活用した授業実践も行った。
これらの一連の活動は地域と共に行ってきた。地域と共に地域文化を継承するための
一方法を開発・実践をしたので報告する。

1．はじめに

　本学では文部科学省の現代GPの選定を受
け，平成16年度から3年計画で，デジタル
アーキビストの養成のためのカリキュラムの
開発，及びそれを基にした教育実践を行っ
た。ここでは，今後多くの分野で必要となる
文化資料の情報化とその流通のデジタル化技
術と併せ，文化活動の基礎としての著作権・
プライバシー，文化芸術等の文化情報の内容

に関する基礎を理解し，デジタルアーカイブ
化ができる人材の養成を展開している。この
デジタルアーキビストの養成には，実践力が
重視される。特に，資料の収集・記録・管理・
活用には各メディアの収集・記録の方法とし
て，著作権処理，文化財・文化活動が正しく
後世に撮影・デジタル記録として残す技術，
情報管理の方法として何をどのように記録す
るのか，情報カテゴリー，シソーラス等のメ
タデータなどの計画ができる実践能力が要求
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される。
　このことは，デジタルアーキビスト養成に
おける多視点映像撮影技術等の実践的な研究
の基礎資料となるとともに，現職教員におけ
る教材開発を通じたデジタルアーキビスト能
力の育成も可能となる。
　そこで，本研究ではデジタルアーキビスト
能力養成と教員養成とを兼ね備えた実践を展
開した。特に今回は自治体と連携した中での
実践的養成を行った。この実践を通して，地
域文化のデジタルアーカイブ化，その素材を
教育用に活用したデジタル副読本の開発と授
業実践を行ったので報告する。

2．自治体と連携した地域素材を活用し
た学習材の開発

　本学では平成22年度から24年度の3か年，
岐阜県高山市より委託を受け「若者による一
之宮地域文化の再発見事業」を実施してきた。
本事業の目的は「一之宮地域の歴史・文化・
産業等を大学生の視点でみつめてもらうこと
により，一之宮地域の魅力の再発見と地域資
源の発掘を行い，地域として継承していくべ
き文化や地域資源を地域として再評価しても
らうとともに，受け継ぐべき文化や地域資源
の発展的継承方法や活用方法を検討し，地域
の活性化につなげる。」というものである。
この目的にもとづき，3か年において次のよ
うに活動を行った。
（1）平成22年度事業実績
①地域文化のデジタルアーカイブ化
②地域文化に関する住民の意識調査
③地域文化交流会の開催（平成22年12月

19日）
　22年度は特に地域文化のデジタルアーカ
イブに力を入れた。ここで学生に対して実践
的にデジタルアーキビスト能力の育成を行っ
た。

（2）平成23年度事業実績
　前年度事業により取りまとめた地域の文化
や資源について，大学生と地域住民とによる
報告会を開催する中で，地域が主体となって
再評価してもらい，地域として継承していく
べき文化や地域資源の発展的継承方法を検
討，ワークグループを構成し，共同の報告書
としてまとめる。
①地域デジタルアーカイブ資料の印刷（200

部）
②地域・大学協働による地域文化・資源の
再評価，継承・活用方法のワーキンググ
ループ
・地域資料デジタルアーカイブ資料の配
布
・地域住民とのワーキンググループの開
催（位山古道，食，昔話，デジタル教
材）
・地域文化・資源の再評価
・地域文化・資源の継承・活用方法の検
討，試案作成

　23年度も引き続き学生と共に実践し，デ
ジタルアーキビスト能力，特に活用に関する
力の育成を行った。その際には教育への活用
を主に考え，教員に必要な教材開発能力の育
成も行った。
（3）平成24年度事業実績
　前年度の事業で発足した地域住民とのワー
キンググループでの活動の実施と，4ワーキ
ンググループ合同での事業の開催。
①ワーキンググループ合同「位山道秋祭り」
の開催
②デジタル教材ワーキンググループによる
高山市立宮小学校での「デジタル副読本」
を活用した授業実践

　24年度は，これまで蓄積してきた地域文
化のデジタルアーカイブを活用し，教材を開
発，それを活用した授業実践を行い，教員に
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必要な教材開発能力の育成を行った。

3．新しい学習環境の構成

　学習者の特性を活かす新しい学習環境にお
いて，児童生徒一人ひとりに，個に応じた「わ
かる」「楽しい」「確かな力」をつける教材を
作成するためには，一人ひとりの子どもの特
性を把握するための分析ツールと調査機能が
必要となり，多くの教育用素材から一人ひと
りの学習者に合った学習材を作成するため
に，Item Pool，Item Bankという保存概念を
構築し，学習材の保管管理をする必要がある
（後藤ら2012）。
　デジタルアーカイブの「多様な資料をデジ
タル化入力」し「デジタルアーカイブと保
存」された中から，「最も適するメディアの
資料を取り出し使用」する機能を表す用語と
してHybrid Media用いており，Hybrid Media

の機能の利用例として，実物・体験，印刷メ
ディア，デジタルメディア，通信メディアの
メディア環境等の収集データを入力し，Item 

Bankに保管し，その中から利用に適したメ
ディアで提示する。または，提示の方法を利
用者が選択し利用する方法が用いられてい
る。このような視点から，教育・学習資料の
保存・利用には，デジタルアーカイブについ
ての理解と，さらに，学習材としての構成法
についての理解が必要となってくる。
　この新しい学習環境の構成を活かした一人
ひとりの特性に応じた学習材を開発する必要
がある。
　そこで，アメリカの教育学者であるエド
ガー・デールが著書“Audio-Visual Methods 

in Teaching”（1954＝1957）において，「経験
の円錐」（Cone of Experience）提唱している
「経験の円錐」を基にした教育・学習の機能
に適した学習材の構成を考えた。

　本研究においては次のような学習材を開発
した。開発した学習材「飛騨一之宮ものがた
り」は，次の三つの資料で構成している。
（1）印刷資料「飛騨一之宮ものがたり」
　小・中学生が地域学習や飛騨一之宮への
研修旅行の計画や実際の旅行に持参できる
児童生徒用テキストとして利用できる。児
童生徒用の資料は，全体の資料の中から研
修旅行で参考になると考えられる項目を選
択し，さらに，各項目の資料について抜粋
し印刷した。

（2）デジタル資料「飛騨一之宮ものがたり」
　児童生徒の学習用のデジタル学習材とし
て，利用できるように構成した。教育用メ
ディア端末（iPad）で見ることができ，通
信環境がなくても動画や静止画を拡大しな
がら見ることができる。岐阜女子大学が保
管しているデジタルアーカイブされた資料
を全て提供すると，大変な量になるため，
その中から一部を選択し，提供した。

（3）Web資料「飛騨一之宮ものがたり」デジ
タルアーカイブ
　多様な関連映像・資料については，デジ
タルアーカイブを構成し，その中から先生
方に必要な情報を選んで，テキスト等を作
られるときに利用できるようにした（http://

hkl.gijodai.ac.jp/）。

印刷メディア学習材 デジタルメディア学習材

図1　「飛騨一之宮ものがたり」の構造
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　また，先生方のご指導のもと，児童生徒
がこの「飛騨一之宮ものがたり」デジタル
アーカイブ（ストック情報）を活用するこ
とも可能である。また，ホットな話題につ
いては，FaceBookというSNSを開設し，
フロー情報については個々から提供できる
ようにしてある。

4．印刷メディア学習材

　印刷メディアとしての印刷資料「飛騨一之
宮ものがたり」は，43頁で構成されている。
　一般に，書籍型教材（問題集・参考書・辞
典・辞書など）では単元ごとやテーマごとな
ど必要に応じた教材をいつでも利用できる仕
組みが必要と考えられており。課題テスト・
学期末テスト・実力テストなどの評価アセス
メントについても学習者や学習進度によって
変更が可能なシステムの提供が必要とされる。
　そのために，印刷メディア学習材では，
QRコードを添付し，QRコードを教育用メ
ディア端末で読み取ると，詳しい情報を見る
ことができる仕組みにしている。つまり，印
刷メディアは，情報のカタログを並べてお
り，詳しい内容や様々な動画・静止画はWeb

版の学習材で見ることができるようにしてあ
る。印刷メディアと通信メディアをこのQR

コードで連携を図ることにより，内容を詳し
く，また様々な形で提供することが可能にな
る。
　また，地域性や学校・学級の特色に合わせ
た教材を使用することで，児童生徒に分かり
やすく学習意欲を高めることができるため，
教材を容易に作成・編集できるツールも必要
となる。
　そのために，デジタルメディアとして，教
育用メディア端末に学習材を入れて提供でき
るようにしている。また，その学習材には，

確認テストも入れることができ，教師が簡単
に教材を作成できるオーサリングツールも準
備されている。
　さらに，様々な素材をデジタルアーカイブ
し，著作権の問題なしで活用できるアイテム
プールが必要となる。そこには，教師・教育
委員会などで作成されたテストが蓄積され，
必要に応じて学習評価，学習効果の指針とし
て使われるテスト項目バンク（アイテムバン
ク）などのサービスもデジタル教材利用時の
検討課題として挙げられる。学校・教室内で
使用される教材・コンテンツについては著作
権制度の整備及び著作権法第35条の修正・
変更なども視野に入れることも必要と考えら
れる。

5．デジタルメディア学習材

　社会科の新学習指導要領の基本方針におい

図2　印刷メディア学習材
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て，「コンピュータなどを活用しながら，地
図や統計などの各種の資料から必要な情報を
集めて読み取ること」を重視することが述べ
られている。「必要な情報を集める」ために
は，そこに提示されている資料を読み取る力
が前提として必要であり，その力は社会科を
初めて学習することになる中学年で身につけ
るべき基本的な学力である。
　そこで，中学年で活用する地域の副読本を
デジタル化し，資料の細かい部分への焦点化
を容易にするために各種資料を拡大提示し，
書き込みを行いながら資料の読み取り方を指
導することにより，学習効果を高めること。
また，地域教材であるという特性を活かし，
可能な範囲内で写真や動画の撮影・収集し，
デジタル副読本に埋め込み，デジタル副読本
に掲載されている情報からのリンクとして，
作成したページの関連情報を提示することに
より，自分で調べ学習を進める際にどのよう
な資料を集めるべきであるかを判断する力の
基礎を身につけることができる。

（1）デジタル副読本
　今回地域の副読本をデジタル学習材化する
際に最も重視したことは，「簡単に作成・加
工・追加」できることである。地域のデジタ
ル作成する際に予算措置を行ない，専門の業
者に委託しデジタル副読本を同時に作成する
方法もある。その方が見栄えのいい立派な学
習材になることは明らかであるが，専門の業
者が高機能なアプリケーションを使用して作
成した学習材は，一般的にその活用の仕方が
作成者側の意図に制限を受けてしまう傾向に
ある。また，新たな情報を手に入れた際にそ
の情報をデジタル学習材に付加したいと思っ
ても，素人には編集が難しいことが多い。
　またデジタルである特性を活かすのであれ
ば，作成・加工・追加のしやすさは重要であ

る。紙媒体の副読本の改訂には多大の費用が
必要だが，自作デジタル学習材の改訂にそれ
は必要ない。地域学習材という特性から，与
えたい情報は各学年やクラスにより異なる場
合もある。また，地域の環境は日々変化をし
ているため，より新しい情報を与えたい場面
は多い。
　このためにも，今回のデジタル副読本した
アプリケーションは，だれでも簡単に作成・
加工・追加ができ，操作が容易なiBooksAuthor

を選んだ。
　この学習材では，静止画の複数提示（図3），
動画の再生（図4），確認テスト（図5）の作
成等デジタルである特性を活かした提示がで
き，インターネットに接続されておれば，言
葉の意味を検索することも可能であり，地域

図3　デジタルメディア学習材

図4　動画の再生機能
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の素材の強力なツールとなる。今回の
iBooksAuthorというアプリケーションは機種
が限定されており，また提示も限定されると
いう問題点もあるため，今後機種に依存しな
いアプリが出現することに期待したい。

（2）デジタルアーカイブ
　収集する情報は大まかに①水②木③道④祈
り⑤くらしの5つに分類した。作成されたデ
ジタル副読本は飛騨一之宮地域の小学校で活
用するので，教育委員会と協力して教育研究
所と連携して行うことになった。
　役割分担を決め情報の収集にあたるが，と
りあえずは今回の事業のために実践する「飛
騨一之宮ものがたり」部分の作成に集中し，
その他の単元は今後少しずつ収集し追加をお
こなっていくことにした。他の情報とはリン
クをしていない簡単なデジタル副読本は10

分間で程度作成され活用が可能であり，「慌
てず急がず加工・追加を進めていく」，この
ようなスタンスは ICT活用の一つのキーワー
ドになると思う。「加工・追加が容易」であ
ることは，ここでも活かされる。
　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。多
忙な教員はなかなか実際に現地に行き収集す
る手聞はかけられなく，特別な場合をのぞい

てかけるべきではないと思う。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。

6．通信メディアの学習材

（1）Web版「飛騨一之宮ものがたり」
　通信メディアとして代表的な学習材として
インターネットのWebがある。今回作成し
た飛騨一之宮地域のWebは，一部高山市の
Webや地域の観光協会のWebがあるだけで皆
無といっていいほど地域の学習材がなかった。
　そのために，せっかく地域の学習をしよう
と思っても地域の情報がなくては学習するこ
ともできない。そこで，印刷メディアと連携
した地域学習WebであるWeb版「飛騨一之
宮ものがたり」（図7）を制作した。
　Web版「飛騨一之宮ものがたり」は，先に
説明した印刷資料「飛騨一之宮ものがたり」

図6　Web版「飛騨一之宮ものがたり」

図5　確認テスト
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と連携するように設計されている。印刷資料
「飛騨一之宮ものがたり」にはQRコードが
印刷されており，そのQRコードをQRコー
ドリーダで読み込むことにより，該当する
Webを容易に読み出すことが可能になる（図
7）。印刷資料には，費用の面からもあまり詳
しい情報を提供することができないが，Web

との連携をすることにより，詳細な情報並び
に動画や多様な静止画を見ることが可能にな
る。

（2）SNS版「飛騨一之宮ものがたり」
　Web版「飛騨一之宮ものがたり」と並行し
て，SNS版「飛騨一之宮ものがたり」（図8）
を制作した。
　ここでは，Web版「飛騨一之宮ものがた
り」の作成過程やホットな話題を提供するこ
とを主に制作している。Web版「飛騨一之宮
ものがたり」はストック情報としてデジタル

アーカイブされた地域資料を正確に蓄積する
ことを目的にし，SNS版「飛騨一之宮ものが
たり」は，フロー情報としての最新でしかも，
誰でもがアップデートできる情報を蓄積する
ことを目的に制作した。
　SNS版「飛騨一之宮ものがたり」では，
Web版「飛騨一之宮ものがたり」との連携を
図っている。

7．実物・体験メディアとしての授業実践

　平成23年12月18日に高山市立宮小学校に
てこれまで述べてきた3つのメディアを活用
した授業実践を行った。本授業では，「自分

印刷メディア学習材

図7　通信メディアと印刷メディアとの連携

図8　SNS版「飛騨一之宮ものがたり」

図9　授業の様子
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たちの生活に深くかかわるふるさとの宮川を
多面的に見つめることを通して，川の様々な
様子を感じとり，宮川に夢を抱いていこうと
する心情を育てる。」というねらいのもと，
デジタル副読本並びに印刷メディア学習材を
活用して授業を行った。
　本授業では児童一人ひとりがデジタル学習
材のデジタル副読本をタブレットPC（iPad）
で，印刷メディアである冊子を持ち学習に臨
んだ。児童はそれぞれが自分の探したい情報
にアクセスしやすいメディアを選択したり，
自分の理解が深まるメディアを選択したりし
て学習を進めていた。

8．おわりに

　本稿においては，本学の文化創造学部で取
り組んだ自治体と連携した地域素材を活用し
た学習材の開発につてい報告した。今後ます
ます大学が社会との連携を求められる今日。
本研究のように大学の研究と連携をした社会
とのかかわりをもつ必要がある。
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