
第１章　教育

ThinkQuest Japan の発足

S･･小中高校生対象のHP コンテスト、教育推進プログラム１

ThinkQ ｕｅｓtとは 、|||:外中の 中学 ・高 校生に対 して ウェブ ペ

ージ制作の コンテ スト を通じ て、自らの 興味のある 分野につい

て深く 考え探 究する 機会を提 供すると同 時に、その 成米を イン

ター ネットll の教育 ツー ルとしてlltW111で共 有で きるようにし

ようとする 画期的な教育プ ロ グラ ムであ る

ThinkQ ｕｅｓIの コンテ スト に参加 するに は、2 ～3名 の生徒が

コ ーチ （先生） と共に1 つの チー ムを糾 む　そ して、|||:界巾の

生徒の 教育に役･yつ ウェブペ ージの 制作を （笑語で）行いその

成 米を 競い 合う　 募集 部門 は 、「科 学・ 数学」「 芸術 ・ 文学」

y紅会科学」「 スポー ツ・保 健」「学際 （複 数の 分野 にまたがる

もの卜）の5部門である｡

応 募し たチー ムの メン バーは、ThinkQuest とい う名前の と

お り、ｔ 年から1 年に 渡９て 深く 考え制 作する ことに なる、 最

終的 な審 介におい ては 、そ の作品 の教育 的な価 値のみ ならず 、

作品が できあが るまでの 協力状況 、できあがっ た作品が|||:郢の

人々からどれ だけ 広く アクセ スさ れているか 、などが総 介的に

評価 され るI.つ まり 、ThinkQucst では 、iil.なる雌 終的な アウ

トプ ットの出 来映えだけで はなく 、途中プロ セス も 収視 されて

いる　 そして提 出され た作品群は||Ic界中から ア クセ スIり’能 な イ

ン ター ネットllの ラ イブラリ ーを形成するこ とになる

ThinkQuest のホ ームペ ージ には、 すでに たくさ んの イン タ

ー ネット 嚶の 教材が収 められてい る｡ 初年度（96年 度） のコン

テ スト を通じ て、356 点 がラ イブ ラリ に収め ら れた　株式 につ

い て学ぶペ ージ、環境 にやさしい まちづ くりをする ため のペー

ジ、Ｃ＋＋を学ぶ ためのペ ージ、世 界の さまざ まな Ｆ謡を学ぶペ

ージなど の優 秀作ljllllをは じめ、ラ イブ ラリの デー タ:I;:は7.5「;バ

イトにのぽ り、教材 の宝 川 となっ ている､、また、そ の教材ラ イ

ブ ラリは実際 によく 利JI」さ れてお り、|週 間に100 万件のヒ ット

数に達している 。

優 秀賞の受 賞チ ームは 米国(Washing  n,Ｄ.Ｃ.）での授賞式

に招かれる　さらに、生徒に対し ては奨学 金、コーチには賞 金、

学 校に対し ては寄 付 金が 授り･される ノilt金の総 額は1（）0万ド ル

で、 最俊 秀賞の 栄 誉に輝 くと 、生徒1 人につ き15,000ド ルの奨

学 金、コ ーチには2,5（）0ド ルの 賞 金、参 加乍徒の 学校 に2.500ド

ルが寄付 される｡｡

次年 度 （97 年皮 ）の 作品 の 応 募 者数は3.615 チ ームであ り 、

う ち作111111を提 出し た数が1,519 件 であ９ だ　 人賞 は「ヒ マラ ヤ

山 脈」 を紹 介す るウェブペ ージに ’J･えられ、 数多 くの俊 れた作

品がラ イブ ラリ に登録さ れた（図1 匚 その 優れた作品をご 覧に

な りたい 万は、い ますぐThinkQuest の ホー ムペー ジにア クセ

スして みていた だきたい

作品は、 米国だけで なく 匪界 各国からの応 募を受け付け てい

る　実績でい えば、97 年に応募 者の25％が ア メリカ以外 の閥か

らの応 茹であ った｡ なお 、優 秀作111111の審 介は、ISOC （ イン タ

ー ネット ・ソサエ ティ）に推薦 された審 介Ｈ によって 行われて

い る
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図I　ThinkQuest Japan のホームページ

hltp://ｗｗｗlhinkquest･grjp/
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ThinkQuest Japan の 立 ち 上 げ

ThinkQ ｕｅstで は、プ ロ グラ ムの国際 的 な展 開を進 めてい る

が、98年のコ ンテ スト から、 川本での活 動を始め ること になっ

た　こ れは、IAJ 川 本 イン ター ネット|爲会) がThinkQuest の

イン ターナショナ ル 。パート ナー となり、Jl'NIC と共同でiR 催

する もの であ る｡ さら に、こ う し た活 動 を 支える 実行 委11 会

( 委11長：石111晴 久氏) も糾 織化 さ れ､本桁的な 活動を開始し た｡

ThinkQuest Japan に関し ての 詳しい精 根や 、参 加校へ の説

|り｣会の スケジュー ルなどは 、ThinkQuest Japan の ホー ムペー

ジにて紹 介されている( 図2)

ThinkQuest Jal);ln は、 日 本か らのコ ンテ ストへ の参力||を促

進・ 支援 する活動を 進めている。 まず は、98 年のコ ンテ ストへ

の応 募 支援 のために 、参力||を検討してい る 先乍、 生徒 に対して

ThillkQ ｕｅｓtの意義 や ルー ルや、こ れ まで の作 品 例など を紹 介

す るワー クショップ を 開催す る　そ の第1 川は、97 年12J｣ に慶

應人:学 藤沢キ ャンパ スにおい て村 拜純 教授 と同 研究室の メン バ

ーの 支援 のドで実 施 された｡ ほか にもThinkQuesl のウェ ブの

卜｡唆なページを 日本謡に 翻､沢したり、 紹介ビ デ オの 日本語版を

配布するなどの便 竹をμ|つてい る　 さらに、 参加を 検討してい

る 万からの質問 を受 け付け るヘ ルプ デ スク 裘務を スタートさせ

た　そし て将来的 に は｢ 日 本版Think( 扣ｅｓ匚 す なわ ち 川本 謡

をベー スとし たウェブ教 材のコ ンテ ストの実 施を視野 に 入れた

活動を展開してい くjs定である。
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図2　大賞受賞のヒマラヤ山脈を紹介するホームページ

http://library.advanced.org/10131
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教介を実践 できる教Ｈ を増や すこ とが で きる か、 さらには 、な

にを もっ てして鳥 度に ネット ワー ク化さ れた|時代 にお ける 優れ

た教育の価 値尺度とす るかな ど、論点が噴 出してい る。

米1111で は、噴出す る課 題への取 り糾み に、いくっ もの非･j:呀|』

の活 動が 収要な 役割を 米た して きた、ThinkQuest  (?)提 案 行で

あ る アル・ワ イズ氏 は、1990 年代 初めにＮＳＦのた めに鳥 速バッ

クボ ーンを提 供してい たAdvanced Network and Services.  Inc

の代 表であ り、T111nkQ ｕｃstは、 その バッ クボ ーンをΛmenan

Ｏ ｎ Ｌｉｎｅに売 却し た利 益によっ て スタート した非営 利の 活動で

ある 、ボ ラン テ ィアの パワ ーを 活川 して 学 校にお け るL ΛＮ配

線を実 施する〔Ｎｅ囗 〕ａy」 の試み はき わめて 右益 な もの として

川本で も有名である｡ さら に イン ター ネット教育 を担 当する教

口へ の総介的 な技術 支援を 実施す るテ キサ ス廾|の 「Tellel」プ

ロ ジェ クトの功紘 は 人であ る。こ のほか にも、学 校が抱 えてい

る課 題ヘ アプ ローチす る非営利 的な活動 は、枚 挙に|暇がない

||夲は 、全ての学 校への イン ター ネットの活川 のプラ ンを実

行し ようとしてお り、 米国におい て､y案 された ものと同 様の施

策を 数年遅れで実 行するこ とに なる｡ ところが|| 本では 、米国

において きわめて 収妛な役割 を米たし たNPO  (非 営利 な活動 主

体 ）を公的に支 える制 度も 木だ 整備さ れない まま、その タスク

を実 施しようと している　 もしか する と、 川本で は非営 利な活

動に 幀らない別の 方法に よる課 題解決の メソ ッド がイJ’効 に働く

か もしれない 、しか し、そ の日 本独自の 方策のIlf能性は 、い ま

だ明俑に提 示された り、只･休的に 議､淪さ れてはいない｡ そして、

こう してい る 今も、教育 を受ける ヽy場の 世岑巾の 多くのｆ ど も

た ちが、ThinkQuest の優 秀作を め ざして 、深 く 考え、次||lr代

の教材を 自ら産み出そ うと、情熱 を燃や している のである

（新 谷 降 ・国際大学ＧＬＯＣＤＭ）
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where earth meets sky
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ThinkQuest に 思 う

1ぐ　　　令て の学 校で イン ター ネット が活 川 される 時 代に そな えて

ノ　 我 々が 収 り 絹 ま な く て は な ら な い､課題 は 多 岐 に わ た る

ThillkQ ｕｅstの よう な試みを 通じて 、次|||:代の教材 の 着実 な蓄

積がなされる ものの、そ れで令ての 課題を クリアーで きるわけ

レ　　で はない｡ ほか にも、 どの ように すれば優 れた ネット ワー ク接

ｙ　 続 環境を学 校に提 供で きる か、いか にして イン ター ネッ]ヽ J9の

表I　ThinkQuest 1997 コン テ スト 受賞 者一 覧(htlp:yyｗｗｗ.thinkquest.g｢･jp/tq97winners/tq97winners.html)

最優秀賞 Where Earth Meets Sky: The Himalayas

芸術・文学 学際 科学・数学 社会科学 スポ ーツ・保 健

第1位
The Motion
Picture Industry:
Behind-the-Scenes

LinkAge 2000 Mission to Mars The Holocaust: A
Tragic Legacy

You Are What You Eat二
A Guide for
Good Nutrition

第2位

Shakey's Place:

The 3D Globe
Theatre
Research and
Collaboration Site

Chess Dominion The Mysteries of
Space and Time

Geo-GIobe: Interactive
Geography

The Climbing Guide

第3位

Trumpeter's
Fanfare

InvestSmart:On-

line Stocks,Bonds,
and Mutual Funds
Investing

BodyQuest Women in Alaska's
History

CyberCycle

第4位

Photo Interactive

(PHOTOi)

Basketball ExplorationsInterFACE (Internet
Fractal And Chaos
Education)

The Revolutionary

War:A  Journey
Toward Freedom

Baseball: The Game
and Beyond

第5位

Virtual School 0f
Music

Land Mines -
The  Invisible Goliath

Are We Alone In The
Universe? The Truth
Is Within Our Reach

Globa囗nSite Bodies in Motion
Minds at Rest

フ アイナリスト

Online Music
Encyc¶opedia
(OME)

To Kill a
Mockingbird:
Then and Now

Join our English
Language Club

Learn Physics Today

The Sciences Explorer

The Wadden Sea

Brittania (Knights of the
Realm)

Unica Island: Journey
into Communication

AIDS- Education and

Prevention of the
Growing Epidemic

Anatomy of an Epidemic

Golf Course
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