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はじめに 

 ウィキペディアタウン、という言葉を聞いたことはあるだろうか 1。これは、地域の文化財

や史跡を対象とし、グループでウィキペディアの記事を執筆・編集していくワークショップで

ある。日本では 2013年頃から取り組まれているこの活動は、年を追うごとに広がりを見せ、

いまでは週に一度は日本のどこかでワークショップが行われている計算となる 2。筆者は、こ

のウィキペディアタウンを大学教育のなかに取り入れることを試みてきた。ICTをめぐるリテ

ラシーを身につけるというだけでなく、大学が地域と積極的にかかわり貢献していくことを求

められている現状において、このワークショップには多くの可能性があると考えているから

だ。 

 本研究では過去三年間に渡り、学生が主体となって千代田区の地域資源を発掘し、広く発信

していくための手法としてウィキペディアタウンの活用を展開してきた 3。初年度の 2019年度

に手探りで始められたこのプロジェクトは、次第にノウハウと経験を蓄積していき、翌 2020

年度には学生が卒業制作の一環としてこのプロジェクトを進めていく段階に入っていった。し

かしコロナ禍の暗雲が立ち込めていく中、2020年度の 2月にはかろうじてワークショップの開

催にこぎつけることができたが、2021年度に入って早々に緊急事態宣言が発令され、人を集め

ての活動は事実上困難となった。 

この報告書では、これまで積み重ねてきた活動の意義を振り返るとともに、さらなる展開に

つなげていくための足場として、とくに千代田区でウィキペディアタウンを開催する際にマニ

ュアルを共有する。コロナが終息し、自由な活動が可能となった際には、この３年間の成果の

延長線上で新たな活動につなげていきたい。 

 

 

１．ウィキペディアタウンを活用することの意義 

 

1-1. ウィキペディアタウンと教育 

 ウィキペディアタウンを教育的な機会として活用しようとする試みは、すでに多く存在す

る。高校では京都府立南陽高等学校での「ウィキペディアタウン by 京都府立南陽高等学校」4、

長野県立高遠高等学校での「Wikipedia TOWN school @ takato」5などがあり、小学校でも静

岡県の下田小学校と白浜小学校での「Wikipedia Town in 下田小学校＆白浜小学校」6がある。

いずれも、ICTリテラシーの習得や地域の歴史に触れる機会、そして図書館の利活用の促進な

どの教育的効果を見込んで実施されたものだ。大学関係者主催のウィキペディアタウンも少な

くない。代表的な事例としては、都留文科大学で博物館学芸員資格課程の授業内で実施された

「ウィキペディアタウン in 都留」を挙げることができる 7。この事例では、学芸員としての

仕事の一つとしてウィキペディアタウンを実施することができるスキルを身につける、という

教育効果が想定されている。他にも大学生をメインの対象として大学機関で開催された事例も

いくつもあり 8、明確に述べられてはいないがさまざまな教育的効果を見込んでの実施である

と思われる。東京電機大学の総合メディアセンター主催の「TDUウィキペディアタウン in 千



住」では、想定参加者は大学生だけではないが、著作権や正確な情報伝達手段、そして情報リ

テラシーを向上させることをイベントの目的として掲げている 9。 
 大学の教育のなかにウィキペディアタウンを取り入れることには、大きな可能性があると筆

者は考えている。地域の文化財について一定以上の質のウィキペディア記事を書き上げるには

さまざまなスキルが必要になる。資料を読み込み、重要な情報を取り出して、対象に合わせて

バランスのよい記事構成を考え、簡潔で的確な文章を執筆する。これらを可能とするスキルは、

大学生が学びを進めていく際にも必須のものだ。もちろんそれだけではない。記事対象の写真

を撮影し、ウィキメディアコモンズ 9にアップロードしてウィキペディアの記事に取り込むに

は、当然一定以上の ITリテラシーが求められ、また著作権の知識も押さえておかなければな

らない。キャンパス周辺の文化財を対象とすることで、大学がある地域について知識を深めた

り、さらには一般参加も可能とすれば地元の方々との交流の機会ともなりうる。加えて、現代

の学生の学習課程において、ウィキペディアは避けては通れない存在である。現代社会におけ

る知識流通のインフラに近いサービスであるウィキペディアに対しては、たんに利用を禁じて

しまうよりも、どのような距離感で付き合っていくべきかというリテラシーをしっかり身につ

ける方が望ましい。実際にウィキペディアの記事執筆のプロセスを詳しく知ることによって、

学生たちがウィキペディアを巡る基本的なリテラシーを身につけることができる。ウィキペデ

ィアタウンは、大学生にとって総合的な学びの機会となりうるのだ。 

 

 

1-2. ウィキペディアタウンを学生が主催することの意義 

 
 ウィキペディアタウンは、一参加者として参加するだけでも大変勉強になるが、主催者、運

営者としてウィキペディアタウンに関わると、学べることはさらに多くなる。主催者はワーク

ショップで扱うトピックを選ぶところから始めなければならない。そのためには地域について

ある程度詳しくならなければならず、準備のためにいろいろと歩き回ったり、図書館で資料を

漁ったりする必要が出てくる。また、参加者を集めるための広報もしなければならず、その際

には、このワークショップにはどのような意義があり、これに参加することからどのようなこ

とを学べるのかを、しっかりと言葉で説明できなくてはならない。そしてイベントの主催者と

して地元の方たちと関わり合いが生まれることもある。筆者はゼミの活動の一環として学生が

主体となってウィキペディアタウンを主催することによって、より意味のある学習機会を作り

出すことができるだろうと考えた。学習機会としてのウィキペディアタウン運営の主なポイン

トを以下に挙げる。 
 
・地域についての事前調査 

ウィキペディアタウンで取り上げるトピックを選ぶには、トピックの候補としてどのような

文化財があるかをあらかじめ調査しておく必要がある。その地域を実際に歩き回り、また資料

を調べることで、結果として地域について一定以上の知識を深めていくことになる。 

 

 



・資料調査 

 十分な資料がなければ質の高い記事を書くことはできない。ワークショップの準備を進めて

いく際には、図書館に何度も通い、リファレンスサービスなども活用しながら有用な資料をリ

ストアップしていくことが必要となる。必然的に、ワークショップを運営する学生たちは図書

館の使い方も含めて資料調査の経験を積んでいくことになる。 

 

・イベント企画 

 一般参加のウィキペディアタウンを開催するには、日程と会場を決め、講師を手配し、定員

やタイムスケジュールなどを設定していく必要がある。また本番中に円滑にワークショップが

進めていけるよう、想像力を働かせシミュレーションもくり返さなければならない。イベント

を企画、運営していく経験も積むことができる。 

 
・広報 

 ワークショップに十分な参加者を集めるには広報が不可欠だ。ウェブ上にイベントページを

作成したり、ポスターを制作して頒布したりということはもちろんのこと、ワークショップそ

のものにどのような意義があり、これに参加することでどのような体験や発見があるのかにつ

いてしっかりと説明できなくてはならない。 

 

地元の方とのかかわりや参加者とのコミュニケーションなど、ウィキペディアタウンを実施し

て行くといろいろな経験を積み重ねていける。たんに参加するだけでなく運営側に回ることに

よって、ウィキペディアタウンはより包括的な学びの機会となる。とくに大学での教育におい

て、主体的な学びや地域との関わりが求められる昨今の状況にあって、ウィキペディアタウン

は格好の教育的装置となりうると筆者は考えている。 
 
 
1-3. ウィキペディアタウンを千代田区で開催することの意義 
 
 千代田区は多様な文化資源の宝庫である。それだけでなく、そうした文化資源についての発

信も積極的に行われている。たとえば千代田区日比谷図書館が運営している千代田区の文化財

についての情報をまとめた HPでは、区内の標柱や説明版の内容を、オンラインでも確認でき

るようになっている。しかし発信が有効に機能するためには、たんに HP上に情報が載せられ

ているだけでは十分ではない。実際に人々がその記事を閲覧する具体的な回路の整備も重要に

なってくる。その点でウィキペディアがもつポテンシャルは大きい。何か調べ物をするとき、

ウィキペディアの記事を確認することは多くの人の習慣となっている。実際、知りたいことに

ついてインターネットで検索をすると、必ず関連するウィキペディアの記事が上位に挙がって

くる。ある文化財についての記事がウィキペディア上にもちゃんと存在することは、その文化

財の社会的なプレゼンスにおいて少なからぬ意味をもつのだ。 



 ただし周知のように、ウィキペディアの記事は原則としてすべてボランティアの執筆者によ

って執筆されている。このことは、記事執筆の網羅性がけっして担保されていないということ

を意味する。社会的、歴史的に重要な文化財であっても、それについて執筆しようと思い立つ

人がいなければ、ウィキペディアの記事は存在しない。紙の百科事典との大きな違いである。

実際、千代田区に所在する文化財のウィキペディア記事を調べてみると、記事が存在しない文

化財はいくらでも見つかってしまう。千代田区を舞台としてウィキペディアタウンを実施して

いくことで、重要でありながらもまだ記事が執筆されていない文化財の記事が充実していくこ

とになる。このことは、千代田区の文化財を発信していく際に必ず貢献してくれる。一つ例を

挙げよう。九段下から武道館方向に坂を上っていくと、歩道橋の脇に左手に石造りの塔が目に

入る。明らかに目につく建物であり、週末にその脇を通り過ぎると、観光客がその写真をとり

ながらなにか情報を得ようとスマホで検索している様子が目に入る。塔に記された「常燈明台」

という言葉で検索すると一番上にウィキペディアの記事がヒットして、「1871 年(明治 4年)

に招魂社(靖国神社)の灯籠として奉納されたもので、高台に設けられていたため東京湾の漁船

の目印になったといわれる」といった説明を読むことができる。さらには参考文献の欄には三

冊の書籍が挙げられているので、物好きな人ならそこから歩いて 5分ほどの千代田図書館でさ

らに詳しいことを調べることもできる。実はこのウィキペディア記事は、谷島ゼミの活動の一

環として執筆されたものだ。それ以前はこの項目自体がウィキペディアには存在していなかっ

た。ウィキペディアを使ってできることはたくさんあるのだ。 

 情報の発信だけではない。ウィキペディアタウンというワークショップが着目されている理

由の一つは、それが記事の執筆を通して人と人、そして人と場所とを結びつけるきっかけを生

み出すことができるからだ。ウィキペディアタウンの参加者は、その舞台となる場所に興味を

持っているという点ですでに一つの共通点をもっている。そして実際現場に足を運び、資料を

使いながら役割分担をして作業を進めていき、最終的に新しい記事という成果を生み出してい

くとき、そこには確かなつながりが生まれていく。つながりが生まれるのは人と人のあいだだ

けではない。手間をかけ書き上げられた記事は、ワークショップの後も残りつづけ、多くの人

の目に触れていく。その事実は、記事執筆者とその対象となった場所との心理的なつながりを

生み出していく効果も持つ。自分が記事を書いた対象について、執筆者はいくばくかの愛着と、

そして責任を感じるようになるのだ。ウィキペディアタウンは、ある場所との、ゆるやかだけ

れども長くつづく関係性を生み出していくことができる。これまで千代田区を舞台として谷島

ゼミで実施してきたウィキペディアタウンは、千代田区関係者をわずかながらも増やしてきた

のだ。 
 

 

 

 

 

 



２．本研究の実施概要について 

 

2-1.  実施体制 

 

 本研究ではこれまで、学生が主体となり、それぞれの役割ごとにチームに分かれて作業を進

めていく体制をとっていた。チームの内訳は以下である。 

 

①広報チーム 

 一般の参加者を対象とした回においてチラシの制作と頒布、参加募集のサイトの管理を行

う。また参加者からの問い合わせがあった場合に対応する。 

 

②資料調査チーム 

 千代田区に関する資料を読み込んだ上で、新規に執筆するトピックを決定する。そして決定

し次第、関連する資料を集める。しかし資料が少ない場合は改めて選定する。これには千代田

図書館だけでなく国会図書館なども利用し、より信頼できる資料を調査する。 

 

③当日運営チーム 

 ワークショップ当日、執筆のサポートや街歩きの案内をする。準備段階では資料の読み込み、

街歩きルートの考案、Wikipediaのルールやコードの復習などを行い、本番に備える。 

 

各チームごとにリーダーを設定し、連携を取り合った。また 3年生には本研究全体の流れを学

んでもらうためにも、スケジュールの許す限り全てのチームに入ってもらった。 

 ただし 2021年度は、けっきょくウィキペディアタウンの開催という形での活動はできなか

った。そのため、これまでの活動を振り返るともに、そのエッセンスをマニュアルとしてまと

めていく作業を行っていった。 

 

 

2-2. これまでのウィキペディアタウンの実施 

 

 これまで、一般の参加者を受け入れるウィキペディアタウンは全部で４回実施。 

 

 

①ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.1 2018年 11月 17日（土） 

執筆記事：「神田青果市場」、「昌平坂」 



 

ウィキペディア記事「神田青果市場」 

 

 

 

②ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.2 2019年 2月 16日（土） 

執筆記事：「鎌倉河岸」、「繊維問屋街（岩本町・東神田）」 

 

ウィキペディア記事「鎌倉河岸」 

 

 



③ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.3 2019年 11月 23日（土） 

執筆記事「川上座」 

ウィキペディア記事「川上座」 

 

 

④ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.4 2020年 2月 15日（土） 

執筆記事：「三崎稲荷神社」「三崎座」「連雀町 (東京都千代田区)」 

 

ウィキペディア記事「三崎座」 

 



2-3 街歩き動画の制作 

 発信をさらに強化していくため、ウィキペディアタウンの開催に並行して、ワークショップ

での街歩きルートを動画コンテンツ化していく作業も進めていった。制作した動画は二本であ

る。 

 

①鎌倉河岸周辺 

取り上げた場所：鎌倉橋(鎌倉河岸跡)、鎌倉河岸ビル、物揚げ場跡の石碑、内神田 1丁目の説

明版、出世不動尊 

 

②川上座周辺 

取り上げた場所：講武稲荷神社、太田姫神社についての看板、岩崎弥之助邸碑文、お茶の水石

碑、神田上水掛樋碑文、三崎稲荷神社 

 

鎌倉河岸について、鎌倉河岸映像内容の概要  

 鎌倉河岸は現在の東京都千代田区神田、内神田に存在した河岸のことである。名前は、徳川

家康が江戸城を築城する際に、鎌倉から建築材料の荷揚げを行ったことに由来する。明治 22

年に神田区の公式の町名となり、現在は内神田 1,2丁目に当たる。今回の映像作成で扱うスポ

ットは、鎌倉橋(鎌倉河岸跡)、鎌倉河岸ビル、物揚げ場跡の石碑、内神田 1丁目の歴史が書か

れた立て札、出世不動尊の 5か所を予定。動画時間としては 3分前後を予定している。動画の

最後には、このフィールドワークによりできた記事を掲載する。フィールドワークに使用した

ルートをまとめた画像を各スポットの冒頭、もしくは動画の最後のほうに盛り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ ウィキペディアタウン実施マニュアル 

ウィキペディアタウンの進め方 

 

〇はじめに 

 このマニュアルは、学生と一緒にウィキペディアタウンを開催してみたい、と考える教員に

向けて書かれています。もちろん実際の進め方にはいろいろな形があるはずです。なのでここ

では最大公約数となるような諸要素をまとめていきます。ウィキペディアタウンは、いろいろ

な主体がいろいろな目的を掲げて開催してきていますが、学生の教育においても大きく力を発

揮します。一人でも多くの教員がウィキペディアタウンの開催に興味をもっていただければ幸

いです。 

 

〇ウィキペディアタウンをはじめる前に 

 もしあなたがウィキペディアタウンを開催してみたいと考えているなら、最初にいくつかの

段階を経ることをお勧めします。 

①実施にウィキペディアタウンに参加してみる 

ウィキペディアタウンは、日本各地で頻繁に開催されています。自身が開催者になる前に、

まずは一参加者として参加してみることを強くお勧めします。ウィキペディアの開催情報は、

ウィキペディア上のプロジェクトのページにまとめられています

(https://ja.wikipedia.org/wiki/プロジェクト:アウトリーチ/ウィキペディアタウン ) 。ウ

ィキペディアタウンに参加すれば、アカウントを作ってみる、実際に記事を書いてみる、など、

ウィキペディアタウン開催前に最低限経験しておいた方がいいその他のこともクリアするこ

とができます 

 

②ウィキペディアの「中の人」に協力をあおぐ 

 ウィキペディアの背後には、それを支える多くの協力者たちのコミュニティが存在します。

教育上の機会としてウィキペディアを利用する場合にも、そうした既存のコミュニティや、こ

れまで生み出されてきた約束事にきちんと敬意を払い、配慮する必要があります。これができ

ていないと思わぬトラブルに発展する可能性もあります。それを避けるには、ウィキペディア

の内側に詳しい「中の人」に協力を仰ぐのがよいです。協力者を見つけるには、大きく以下の

二つの方法があります。 

 

a. 実際にウィキペディアタウンに参加し、その講師／ファシリテーター役の人に相談する 

b. オンライン上で協力者として名前を出している人に直接連絡を取ってみる 

 



 前者がベストですが、それが難しいようでしたら前述のアウトリーチページの下部に名前が

挙がっている協力者たちにコンタクトしてみるのがよいでしょう。 

下記 URLの〇〇〇の部分に利用者名を入れるとウィキメールを送ることができます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/特別:メール送信/〇〇〇  

 

③ウィキペディアタウンでとりあげる予定の場所周辺をひたすら歩く 

 ウィキペディアタウンで取り上げる際には、取り上げる対象のことをよく知っている必要が

あります。それも、直接記事で扱う対象だけでなく、その対象が位置するより広い場所につい

てしっかりと知り、馴染んでいることが望ましいです。またワークショップでは街歩きも行う

ので、そのルート選定をするためにも、周辺の場所を繰り返し歩き、どこにどんなものがある

のかをしっかりと理解しておくようにしましょう。 

 

 

○ワークショップの準備 

あなたがすでにウィキペディアタウンに実際に（できれば複数回）参加し、そして経験豊か

な協力者に相談できているとします。そこでようやく具体的な準備に入ることができます。そ

の工程を、ここでは【事前準備】と【当日対応】にわけて説明していきます。 

 

【事前準備編】 

事前準備は大きく 5つのステップに分かれます。以下順を追って説明します。 

 

①トピック選定 

事前準備において、もっとも重要になるのが執筆対象となるトピック選定です。選定の基準と

しては以下が挙げられます。 

１）まだ記事が存在しない 

既存の記事の加筆修正も可能ですが、新規記事執筆の方がやりやすいです 

２）独立した記事として取り上げる意味がある 

  独立した記事として取り上げる基準については Wikipedia上の該当説明を参照i0 

３）ほどよい規模の記事であるか 

  パソコン画面でスクロールせずに全体を閲覧できるくらいの分量が目安 

４）参照できる資料が一定以上見つかるか 

記述は文献に基づいて執筆します。トピックあたり 5～10本くらいの文献が欲しいところ

です 

５）会場から歩いて行ける場所にある 

 ワークショップの時間内で実際に現物をみて、記事用の写真を撮影できた方がよいです 

 



 こうしたトピック選定の作業を進める際に重要になるのが、その選定を行うための資料で

す。千代田区を対象としたウィキペディアタウン開催する際に参考になる資料を下記に挙げま

す。 

 

文献名 著者 出版社／発行者 

「千代田区文化財マップ」   千代田区教育委員会 

「史跡と観光」   千代田区地域振興部地域振興総務課 

『千代田区史跡散歩』 岡部喜丸 学生社 

『古地図で歩く江戸東京』 「江戸楽」編集部著 メイツ出版 

千代田の稲荷 千代田区教育委員会 千代田区教育委員会 

『東京都の歴史散歩 上 下町』 東京都歴史教育研究会編 山川出版社 

『江戸東京歴史散歩 １都心・下町編』 江戸東京散策倶楽部編 学習研究社 

『番町麹町「幻の文人町」を歩く』 新井巌 言視舎 

江戸の坂 東京の坂（全） 横関英一  筑摩書房 

 

②資料調査  

 トピックが決まれば、それに関連する資料を調査していきます。本や古地図、インターネッ

トを活用してできるだけ多くの、また正確な情報が記された資料を集めます。 

 用意できるものはなるべく現物の本を用意し、用意できないものは事前にコピーをとりまし

ょう。 その際必ずコピーした書籍の情報を控えておきます。用意した資料のリストを共有す

るのもよいでしょう。用意できた現物の本があれば、編集時に使えそうな箇所にあらかじめ付

箋を貼るなどして、当日の史料読み込みがスムーズに行えるようにします。参考までに、ウィ

キペディアタウン開催時に参加者に配布した資料リストを付属資料として添付します（付属資

料１）。 

 

③街歩き調査 

 ワークショップを魅力的なものにするためには、まずは運営者自身が周辺の場所をひたすら

歩き回っておくことが重要です。これはトピック選びの際にも、またワークショップ内の街歩

きルートを作っていく際にも役に立ちます。 

 

ウィキペディアタウン準備時に作成した街歩きルート 



④プログラム作り 

記事の執筆対象などやることが固まったら、ワークショップの全体像を設計します。ウィキ

ペディアタウンは実際にはいろいろなスタイルで実施されていますが、一般的には午前に取材

をかねた街歩きを行い、午後にグループで執筆を行うという約半日のプログラムで。参考まで

にわたしたちが実施してきたイベントのプログラムを紹介します。 

 

 

●スケジュール例●  

10:00-10:50 受付・ミニ講義・グループ分け 

11:00-12:00 街歩き・写真撮影  

12:00-13:00 昼食休憩  

13:00-15:30 執筆作業  

15:30-16:00 振り返り  

 

 

ワークショップにはウィキペディア初心者の方も参加するので、ウィキペディアおよびウィキ

ペディアタウンについての簡単な講義を最初に行うのがよいでしょう。また取材をかねた街歩

きに出るには、それぞれがどの対象を扱うのかが決まっている必要があるので、出発前にチー

ム分けを行います。執筆作業時間は長くても３時間くらいまでが一般的であると思います。 

 また運営側でどこまでの準備ができるかに応じて、参加者に持ってきてほしいもの（ノート

PC、ポケット Wifi、カメラなどなど）を整理しておきましょう。 

 

 

⑤広報  

ワークショップ参加者を募るには、広報が不可欠です。ここでは大きく三つの広報チャンネ

ルを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１）オンラインにイベントページ作成 

自組織のサイトやフェイスブックページにイベント情報を公開したり、またはイベント発信の

ための専門サイトを活用することで幅広くリーチすることが可能です。わたしたちは Peatix

というイベント共有サービスを利用しました。合わせて SNSで拡散すると効果的です。 

 

 

Peatixサイトより 

 

 
２）自治体の掲示板／広報 

地元の人に参加してもらうためには、自治体が管理している掲示板や広報誌にイベント情報を

掲載してもらうのがよいです。掲示板に掲載するにはポスターの制作が必要です。締め切りが

かなり前倒しになって場合が多いので注意が必要です。 

 

３）ウィキペディアタウンアウトリーチサイトへの掲載 

前述したように、ウィキペディアタウンプロジェクトのアウトリーチサイトには、直近のワー

クショップ開催情報がまとめられています。これは誰でも編集できるので、ワークショップ開

催の詳細が固まったら、自身で情報を更新しましょう。ウィキペディアタウンにもとから興味

がある人は、この上場を定期的にチェックしています。 
 
 
⑥事前講習 

学生たちがワークショップを運営する場合、自分たちで事前に勉強し、練習しておくことが不

可欠です。できれば運営の学生たちにも外部のウィキペディアタウンに一度は参加してもらう



ことが望ましいです。また練習用のトピックを選び、自分たちで記事を作成してみるもの良い

と思います。予算に余裕があれば、ウィキペディアタウンのファシリテーター／講師の経験が

豊富な方に事前の講習会を実施してもらうのもよいでしょう。 

また、当日参加者の質問に答えられるように、資料にはあらかじめ目を通し、またウィキペ

ディアのコーディングやアップロード手順などについてもちゃんと確認しておく必要があり

ます。 

 

 

【当日編】  

当日編は 6つのポイントに分けて説明していきます。 

◎ノート PC・カメラ・スマートフォンなどは執筆・街歩きの際にあると便利。また、参加者

同士が円滑なコミュニケーションをとれるように、首から下げることのできるネームプレート

などがあるとよいです。(本名 or ハンドルネーム) 
 

①はじめに 

受付をしたら、ミニ講義の中で簡単に Wikipedia、ウィキペディアタウンについての説明。

構成が分かりやすい既存の記事を 1つ例にして、簡単な執筆方法、ゴールのイメージを共有し

ておきます。また、著作権についても説明します。トピックを発表し、グループ分け、簡単な

自己紹介をします。 

 

②街歩き  

 事前に決めたルートで街を散策します。地域に根差したお店などがあればお話を聞いてみる

のも◎。トピックの記事に使えそうな写真、街で気になったものなどは自由に撮影してもらう。

写真撮影は周囲の安全に気を付けて、撮影可能な場所のみ撮影する。  

★肖像権に抵触するため、なるべく個人が映っていない写真を撮影します。なお案内板の記述

には著作権があることに注意。その写真をそのままアップロードすることも、またその説明を

引用ではなく記事本文に用いることもしてはいけない。 

 

③昼食休憩  

 道中で見つけたお店など、せっかくなので地域のお店に行ってみることをオススメします。

また参加者同士で食事をして、普段関わらない様々な人たちとの出会い、コミュニケーション

をぜひ楽しんでいただきたいです。  

 

④執筆作業 

I項目たて、分担決め、資料紹介 

扱うトピックに似た記事を参考に、項目・構成を考えてもらいます。史料を軽く読み込みなが

ら、各々で担当箇所を決めます。ここで時間を割きすぎないように、サクッと決める事。  

 



II記事執筆作 

史料を参考にしながら、ワードやメモ帳、練習用ページ(サンドボックス)を用いてまずは内容

となる文を書いてみます。  

※学生があくまでサポート役に徹するのか、それとも一緒に執筆作業まで行うのかは状況を見

て判断。参加者だけで成立するのであればそれがベスト。 

 

III著作権、細かいルールの確認 

百科事典であることを意識した文体であること、資料の内容をそのまま書き込んでいないか、

ということを確認します。また、自分の思想を書き込まず、中立的な観点で執筆することを心

掛ける。サンドボックスを更新する際には、複数人で同時に更新をして執筆した下書きが消え

ることのないように、必ず声掛けをしながら順番に更新していきます。  

 正しい編集のマークアップ(文字を太字にするなど表示を変える、見出しや箇条書きなどの

構造を指定する、リンクの作成などを行うためのもの)が使われているか、またそれがしっか

り反映されているかを確認します。 

 

IV実際のページで項目を作っていく  

実際に項目を新しいページで作成し、各々の文章を加えて作り上げていきます。 

 

V画像のアップロード   

ウィキメディアコモンズに撮影した画像、資料画像・資料写真(著作権が切れているもの)など

があればアップロードし、記事に画像を挿入します。誰もが見られる画像になるので、個人な

どが映り込んでいないかをよく確認します。 

★基本的にファシリテーターは各々を見回りながらサポート、タイムキーパーをする。必要が

あれば一緒に執筆をする。  

★先に新しいページで記事と簡単な説明文、項目を作成してから、各々がその項目に編集して

いく方法も可。ただし文章は必ず練習用ページ(サンドボックス)や、その他のものを使って

下書きをして確認したうえで、新しいページに編集していく。  

★完璧な記事を執筆することよりも、時間内に完成させることを目標に。(時間内に全ての内

容を執筆できなくても、Wikipediaは後から編集可能なので、まずは形にすることが大切。)  

 

⑤振り返り  

完成したら、実際にインターネットに上がったウィキペディアの記事を参加者全員で振り返

る。各々に楽しんで執筆してもらえていることが大切。 

 

⑥アーカイブ作成 

プロジェクト:アウトリーチ/ウィキペディアタウン/アーカイブという、全国で行われたウ

ィキペディアタウンについての情報・執筆した項目について書かれたページに、ワークショッ



プの簡単な説明と新しく作成した項目を加えておく。 

( https://ja.wikipedia.org/wiki/プロジェクト:アウトリーチ/ウィキペディアタウン/アー

カ イブ )  

 

 

3 実際の例 

本マニュアルを執筆している二松学舎大学文学部谷島ゼミが、実際に行ったイベントの概要

について、例として挙げておきます。  

 

●開催概要● 

「ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.3」  

日時:2019 年 11 月 23 日(土) 10:00-16:00  

場所:二松学舎大学 AKIBA Lab.  

参加費無料・先着 15 名(当日参加者 6 名)  

 

●スケジュール例●  

10:00-10:50 受付・説明  

11:00-12:00 街歩き・写真撮影  

12:00-13:00 昼食休憩  

13:00-15:30 執筆作業  

15:30-16:00 振り返り  

 

●WEBサイト● 

Peatix ウィキペディアタウン(http://ptix.at/jSGbjq)  

 

●執筆内容● 

「川上座」( https://ja.wikipedia.org/wiki/川上座 )  

 

 

●資料リスト●  

1.千代田区教育委員会『千代田のくらしと劇場-三崎三座を中心に-』四番町歴史民俗資料館、

1993.7 

2.千代田区役所『千代田区史 中巻』、1960.3  

3.人文社編集部『古地図・現代図で歩く明治大正東京散歩』人文社、2003.10  

★4.森まゆみ『神田を歩く』毎日新聞社、2003.4  

★5.岡部喜丸『千代田区史跡散歩』学生社、1992.6  



★6.渡辺保『明治演劇史』講談社、2012.1 

★7.井上理恵『川上音二郎と貞奴 明治の演劇はじまる』社会評論社、2015.2  

★8.倉田喜弘『近代劇のあけぼの』毎日新聞社、1981.5  

★9.宮尾しげを『東京都名所図解・神田区之部』睦書房、1968.11  

★10.藤井恵介・門田真弓『明治大正昭和建築写真聚覧』文生書院、2012.2  

★11.柳永二郎『絵番附・新派劇談』青蛙房、1966.11  

12.『風俗画報 臨時増刊 (新撰東京名所圖會 第 20編)(193)』東陽堂、1899.7  

13.『團團珍聞(1065)』團々社、1896.6 

14.『面白草紙(37)』雷笑社、1897.3 

15.秋葉太郎『日本新劇史』理想社、1955  

16.白川宣力『川上音二郎・貞奴:新聞にみる人物像』雄松堂、1985.11  

※★は書籍原本を用意したもの 

 

●利用した図書館●  

千代田図書館、神田ふれあい図書館、日比谷図書文化館、四番町図書館、国立国会図書館 

 

 

                                 
1 ウィキペディアタウンというプロジェクトについては、『ライブラリー・リソース・ガイド』２５号、特集

「ウィキペディアタウンでつながる、まちと図書館」（アカデミック・リソース・ガイド株式会社、２０１９

年）が、基礎情報から多様な論考までをまとめており参考になる。 

 

2ウィキペディア上の「プロジェクト：アウトリーチ/ウィキペディアタウン/アーカイブ」記事を参照。 
3本稿で紹介するプロジェクトの一部は、東京都千代田区が千代田区に関する研究・調査活動に助成する「千

代田学」の事業として実施された。また本稿は、千代田学２０１８年度報告書「千代田区の郷土資料を用いた

Wikipedia 記事作成ワークショップの展開」を下敷きにしている。 

Cf, https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/volunteer/documents/nishogakusha30-1.pdf 
 

4青木和人 「ウィキペディア・タウン by 京都府立南陽高等学校」.カレントアウェアネス. 2019, (313), E1852 

http://current.ndl.go.jp/e1852 

 

5諸田和幸「公共図書館による高等学校でのウィキペディアタウンの取り組み」, 先生のための授業に役立つ学

校図書館活用データベース, 東京学芸大学 学校図書館運営専門委員会 

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jo6wwvbgg-121#_121 

 

6「Wikipedia Town in 下田小学校＆白浜小学校」先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース, 東

京学芸大学 学校図書館運営専門委員会 

http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jos82vv6k-121 

 

7「みんなでつくる"まちの事典"～ウィキペディア・タウン in 尾道」尾道市立大学

http://www.onomichi-u.ac.jp/attributes/topics2014.html/2017011300010/ 

 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/volunteer/documents/nishogakusha30-1.pdf
http://current.ndl.go.jp/e1852
http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jo6wwvbgg-121#_121
http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?key=jos82vv6k-121
http://www.onomichi-u.ac.jp/attributes/topics2014.html/2017011300010/


8２０１９年６月現在ですでに３回実施されている。 

 

9ウィキメディアコモンズ（Wikimedia Commons）はウィキペディアの姉妹サイトで、画像、動画、音声などの

デジタルデータを可能なかぎり自由に共有するプラットフォームである。 

 

10Cf, https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:独立記事作成の目安 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    
付属資料 1 

 

「ウィキペディアタウン in 秋葉原 Vol.3」資料リスト 

 

○川上座（改良座） 

①千代田区教育委員会『千代田のくらしと劇場-三崎三座を中心に-』四番町歴史民俗資料館、1993.7 

②千代田区役所『千代田区史 中巻』、1960.3 

③人文社編集部『古地図・現代図で歩く明治大正東京散歩』人文社、2003.10 

★④森まゆみ『神田を歩く』毎日新聞社、2003.4 

★⑤岡部喜丸『千代田区史跡散歩』学生社、1992.6 

★⑥渡辺保『明治演劇史』講談社、2012.1 

★⑦井上理恵『川上音二郎と貞奴 明治の演劇はじまる』社会評論社、2015.2 

★⑧倉田喜弘『近代劇のあけぼの』毎日新聞社、1981.5 

★⑨宮尾しげを『東京名所図会・神田区之部』睦書房、1968.11 

★⑩藤井恵介・門田真弓『明治大正昭和建築写真聚覧』文生書院、2012.2 

★⑪柳永二郎『絵番附・新派劇談』青蛙房、1966.11 

⑫『風俗画報 臨時増刊 （新撰東京名所圖會 第 20 編）（193）』東陽堂、1899.7 

⑬『團團珍聞（1065）』團々社、1896.6 

⑭『面白草紙（37）』雷笑社、1897.3 

⑮秋葉太郎『日本新劇史』理想社、1955 

⑯白川宣力『川上音二郎・貞奴：新聞にみる人物像』雄松堂、1985.11 

 

○三崎稲荷神社 

①東京都神社庁『東京都 神社名鑑 上巻』東京都神社庁、1986.3 

②鈴木理生『明治生れの町 神田三崎町』青蛙房、1978.3 

★③『江戸・東京の歴史をたずねて 千代田まち事典』千代田区区民生活部、2005.7 

④吉川道郞『みる・よむ・あるく東京の歴史 4』吉川弘文館、2018.10 

⑤立川西平『江戸・下町 神田町歩き』カンダデザイン、2011.3 

⑥下中弘『江戸東京 大地図』平凡社、1993.9 

⑦石井明『江戸の風俗事典』東京堂出版、2016.11 

⑧古賀牧人『東京古事記－都内四百社の祭神ガイド－』雄山閣、2016.4 

⑨『千代田区文化財調査報告書 17 千代田の稲荷－区内稲荷調査報告書－』 

千代田区教育委員会、2008.3 

★⑩宮尾しげを『東京名所図会・神田区之部』睦書房、1968.11 

★⑪森まゆみ『神田を歩く』毎日新聞社、2003.4 

★⑫岸井良衞『江戸・町づくし稿 上巻』青蛙房、2003.11 

★は書籍原本があるもの 

作成：二松学舎大学文学部 谷島貫太ゼミ 


