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広島大学教育ヴィジョン研究センターと東広島市立図書館が 

連携して開発した東広島市地域学習用デジタルコンテンツの 

リニュアルオープンについて 

 
 

 

広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI）（センター長：草原和博  教授）は、東広

島市立図書館と連携して開発した「東広島市地域学習用デジタルコンテンツ（通称「のん

太の学び場」）」を、３月２５日にリニュアル公開します。「のん太の学び場」は社会科副読本

『わたしたちの東広島市』を参考に設定されたキーワードを深く学ぶ地域学習用デジタル

コンテンツです。 

3 カ年計画の最終年度に当たる令和 3 年度は、「オウサンショウウオ」や「災害から身を

まもる」など東広島市の「魅力」と「課題」を考える新たな 10 のキーワードを追加公開しま

した。3 カ年で合計３０のコンテンツが提供されました。「のん太の学び場」は子どもたちの

地域学習や市民の生涯学習の場として利用できます。ぜひご活用ください。  

本コンテンツの作成には、本学の教育学部・教育学研究科の学生が協力しました。その

様子は、下記のホームページをご覧ください。引き続き EVRI は、ICT を活用した新しい

地域学習のあり方の提案に向けて、「のん太の学び場」の活用講座や出前授業を企画・実

施してまいります。 

 

記  

 

【コンテンツの公開】 

日  時： 202１年 3 月２５日（木） 

ＵＲＬ：   

「のん太の学び場」で検索してください。 

東広島市立図書館のホームページの左下バナー「ADEAC 東広島市デジタルアーカイ

ブ」の「のん太の学び場」から閲覧できます。  

https://trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C0/WJJS02U/3421205100 

 

 

開発の経緯は、こちらから確認できます。 

https://evri.hiroshima-u.ac.jp/higashihiroshima-area-studies-digi

talcontents 

 

 

【お問い合わせ先】 

広島大学教育ヴィジョン研究センター 担当：草原  

TEL：０８２－４２４－５２６５ 

E-mail： evri-info@hiroshima-u.ac.jp 

発信枚数：Ａ４/5 枚             

広島大学広報グループ  

〒 739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL： 082-424-3701 FAX： 082-424-6040 

E-mail:  koho@office.hiroshima-u.ac.jp 
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東広島市立図書館と広島大学教育ヴィジョン研究センターが
連携して開発した東広島市地域学習用デジタルコンテンツ

（通称「のん太の学び場」）のリニュアル公開

【特徴４】
「のん太の学び場」は，新学習指導要領を踏まえて，児童・生徒が
持続可能な社会の創り手となることを支援します。
☛ 知識を習得するだけでなく，知識を深め，活用し，地域の課題に取り組む
パフォーマンス課題（提案・発信型の学習課題）を提供します

【特徴３】
「のん太の学び場」は，広島県が推進する「課題発見・課題
解決」学習を支援します。
☛ キーワード解説は，①課題を見出す導入部，②課題を探究する展開部，
③課題を解決する終結部，の3部で構成されています

【特徴１】
「のん太の学び場」は，社会科副読本『わたしたちの東広島市』を
参考に設定されたキーワードを深く学ぶデジタルコンテンツです。
☛ 東広島市の「魅力」と「課題」を考える30のキーワードを取り上げます。
単なる「読み物」ではありません。「学習支援」のコンテンツです。
令和3年3月の段階で，累計30のコンテンツが完成しました。

【特徴２】
「のん太の学び場」は，東広島市立図書館の
ホームページからアクセスできます。
☛ 図書館のホームページを起点として，「紙媒体の
図書」「デジタルコンテンツ」「リアルな社会」を
行き来する「学びのモデル」を提案します。

【特徴５】
「のん太の学び場」は，子どもの自由研究や
市民の生涯学習の場として利用できます。
☛ 広島大学教育ヴィジョン研究センターは， 学生の
協力を得て，出前授業や公開講座等を提供して
まいります。学習のてびきも開発しました。

令和3年３月公開の10のキーワード

「⻄条」 「⼋本松」 「⾼屋」 「福富」
「オオサンショウウオ」 「産業団地」
「ふるさとの味」 「⽔道料⾦」

「災害から身を守る」 「外国⼈市⺠」

展開部

終結部

終結部のパフォーマンス課題例
〇 新しい西高屋駅周辺の活用アイデアを提案しよう！
〇 東広島市の産業団地の未来予想図を描こう！
〇 新しい道の駅の「ふるさとの味」を提案しよう！
〇 外国人市民がよりよく暮らすための取り組みを記事にしよう！
〇 身近な川にオオサンショウウオが住むアイデアを提案しよう！

広島大学教育ヴィジョン研究センター（EVRI）の
教員・研究員と学生が共同で開発しました

導入部「市旗」の

東広島市立中央図書館
で行った公開講座の様子

導入部

展開部

終結部

「のん太の学び場」
トップページ
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このページの下部にある⻘⾊のバナーをクリックすれば、それぞれの⾔語のページ(外部サイト・Google翻訳)に移動できます。 
なお，翻訳は機械的に⾏われます。内容が100％正確であるとは限りません。 

翻訳⽂によっては、本来の意味からはずれた結果になることがありますが、情報を⼤つかみできることを優先しました。 
このことを⼗分にご理解のうえ、ご利⽤いただきますようお願いします。 

東広島市⽴図書館／東広島市デジタルアーカイブ
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東広島市の町 ⻄条 ⼋本松 志和

⾼屋 ⿊瀬 福富 豊栄

河内 安芸津 学習の⼿引き 解説

すごいところ 酒づくり 公園 市旗

地域の⾃然 ため池 ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ 図書館を知る

乗り物 瀬野⼋ のん太バス 本の検索

働く⼈々 農産物直売所 ⽜ 産業団地

伝統・⽂化 ⼦ども歌舞伎 とんど 故郷の味

キレイなまち ごみ袋 ⽔道料⾦ 議会を知る

安⼼なまち 消防署 災害 地図を⾒る

⼈と地域 藤原春鵲 市に聞く 統計を調べる

広島県と世界 広島⼤学 北広島市 外国⼈市⺠

各キーワードへのリンク（上の画像と同じ）

   

＜お知らせ＞ 
2021年1⽉1⽇ 【2021年3⽉公開⽤の暫定版をアップロード】 
・「⻄条」「⼋本松」「⾼屋」「福富」「オオサンショウウオ」「産業団地」「ふるさとの味」「⽔道料⾦」「災害」「外国⼈市⺠」  

2020年3⽉11⽇ 【リニューアル公開】 
・2019年度は、新たに「公園」「市旗」「豊栄」「⿊瀬」「志和」「安芸津」「のんバス」「⽜」「とんど」「姉妹都市・北広島市」の10個のキーワードを追加
し、デザインも⼀体的に更新しました。 
・2020年度は、さらに「⻄条」「⼋本松」「福富」「⾼屋」「防災」「⾷⽂化」「外国⼈市⺠」「⼯業団地」「⽔道料⾦」「オオサンショウオ」等の10個のキー
ワードを追加する予定です。 
・ご意⾒やご感想はこちらからお送りください。 
・「のん太の学び場−学習のてびき−」を作成しました。こちらをダウンロードして活⽤してください。 
・「のん太の学び場プロジェクト」については、こちらのページでくわしく紹介しています。 

2019年9⽉2⽇ 【新規公開】 
2018年度は、「酒づくり」「河内」「ため池」「瀬野⼋」「農産物直売所」「⼦どもかぶき」「ごみ袋」「消防署」「藤原春鵲」「広島⼤学」の10のキーワードを
考える「のん太の学び場」を⽤意しました。今後「⻄条」「⼋本松」「志和」「⾼屋」「⿊瀬」「福富」「豊栄」「安芸津」の地名を含めて、計20個のキーワー
ドを公開してまいります。 

このデジタルコンテンツは、広島⼤学教育ヴィジョン研究センターの教員・研究員と学⽣が共同で開発しました。 
ご希望があれば、出前授業や公開講座等を提供していまいります。ご依頼やご質問は、下記連絡先に遠慮なくお問い合わせください。 

広島⼤学教育ヴィジョン研究センター（EVRI） 
〒739-8524 広島県東広島市鏡⼭1丁⽬1番1号 広島⼤学教育学研究科B101  
Tel & Fax: 082-424-5265 
e-mail: evri-info@hiroshima-u.ac.jp 
ホームページ: http://evri.hiroshima-u.ac.jp 
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