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Mottainai for an Eco Life 
 
Targeted students: Intermediate-Advanced 
 
Note: This handout is prepared in both English and Japanese, but for my actual 
class, I will use only Japanese. 
 
Part 1: Pre-activities  
(This warm-up activity will lead students to the theme of this project.) 
1.1. List 5 places people visit in San Diego. 

 
1.2  Look at the hypothesized pictures of San Diego in 2050. 
 
By using these websites, students will think about what will happen to San Diego by 
2050. 
The Huffington Post (08/26/2013) 
14 U.S. Cities That Could Disappear Over The Next Century, Thanks To Global 
Warming 
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/global-warming-flooding_n_3799019.html  
 
Lamm, Nickolay (07/14/2013)  
What Would Sea Level Rise Look Like on the West Coast? 
http://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-would-sea-level-rise-look-like-on-the-west-
coast/ 

 
Part 2: Global Warming 
2.1. Global Warming: What does it mean? 
 
読む前に <Pre-reading Activities> 
2.1.1. Have you heard the word “global warming” (chikyuu ondanka in Japanese) ?  

      Do you know what it means? Write down your answer. 
						地球温暖化という言葉を聞いたことがありますか。どんな意味ですか。	
漢字を見て意味を	考えてください。	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 ＋	 	 	 	 	 	 ＋	 	
	
2.1.2. Now, discuss it with your partner in Japanese. 

						次に、パートナーと日本語で話し合ってください。	
	
 
<Technological Activity: Padlet> https://padlet.com/my/dashboard 
2.1.3.  Do you feel/realize any influences of global warming in your daily life? Write 

your opinions on Padlet. 
 日常生活で、地球温暖化の影響を感じることはありますか。Padletに書き

込んでください。 
 

地球	 温暖	 化	
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2.1.4. Look at the following words. First, write the reading of each word in the left 
column and then find a word which has the same meaning from the list to the 
right (A to I). 
1)から 5)の漢字の読み方を書き、それと同じ意味を表す言葉を Aから E
より選んでください。 
 

 漢字の読み方 意味 
1) 太陽   

2) 地球   

3) 温暖   

4) 熱   

5) 大気   

6) 放出   

7) 温室効果ガス   

8) 吸収   

9) 二酸化炭素   

 
 
2.1.5. Connect the words of the left and right columns by similar meanings. 
 同じ意味の言葉を線でつないでください。 
 
1) 	 増加する ・  ・ A) 減る 
 
2)	 上昇する  ・  ・ B)   海の深いところ 
 
3)	 減少する  ・  ・ C)	 増える 
   
4)	 水位  ・  ・ D)  水の量 
 
5)	 深海  ・  ・ E)  あがる  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  to absorb 

B.  earth 

C.  warm   

D.  sun 

E.  greenhouse effect gas 

A. C02	

G.  air 

H.  to emit 

I.   heat 
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読んでみよう<Reading Activities> 
2.1.6.   Look at the following illustration. Talk with your partner about what is    

       happening to earth now, and write down your thoughts. 
下のイラストは地球温暖化のメカニズムを表したものです。イラストを見

ながら、今地球がどんな状態にあるのか話し合い、わかったことを書いて

ください。	
	

________________________________________________________________________________________	
	

________________________________________________________________________________________	 	
	

	
出典：Japan	Center	for	Climate	Change	Actions	
http://www.jccca.org/chart/chart01_01.html	
	
2.1.7. Check your answers in a group.  

 グループで話し合いましょう。 
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2.1.8. Look at the following illustrations, and answer the questions that follow.  
写真を見ながら、正しい言葉を選んでください。	

	

	
出典：NHK エコチャンネル	
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/ipcc/question1.html#qus01_1 
	
１）世界の気温が（上がって・下がって）いる。	
	
２）夏の北極海では、氷の面積が（増えて・減って）いる。	
	
３）世界の海面の水位が（上がって・下がって）いる。	
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出典：NHK エコチャンネル	
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/ipcc/question1.html#qus01_1 
	
４）大気中の二酸化炭素

に さ ん か た ん そ

は	 （増えて・減って）いる。	
	
５）（1500 年・1750 年）以降、二酸化炭素の量が増え始めた。	
	
６）二酸化炭素が増えだしたのは、どうしてでしょうか。絵を見てわかることを	
	 	 書いてください。	
	
	 	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	
	
	 	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	
	
	 	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	
	
	 	 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	
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出典：NHK エコチャンネル	
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/ipcc/question1.html#qus01_1 

7）2000 年に入り、地球の気温上 昇
じょうしょう

が（止まって・進んで）いる。	
	
8）グラフを見ると、熱は海の（上・底）にたまっている。	
	
2.1.9. Fill in the blanks with the appropriate words. 

＿＿＿に適切な言葉を入れてください。	
	

地球温暖化とは	＿＿＿＿＿＿＿の量が増え、地球の気温が	 ＿＿＿＿＿＿＿	
	

いることです。最近は大気中の＿＿＿＿＿＿は海に吸収されて、海の中の	
	

温度が変化しています。	
	

 
 



2016 Intensive Summer Institute                                                       

© Junko Tokuda Simpson, 2016 7	

2.1.10. Read the following passage and answer the questions. 
 以下の文章を読んで、問題に答えてください。 
 

 
出典：愛知県環境調査センター 
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/sougou/global/ondanka/ 
 
2.1.10.1.What does global warming mean? Underline the part in the article. 
   地球温暖化とはどんな意味ですか。本文中に線をひいてください。 
 
 
 
2.1.10.2.What is the function of greenhouse gases? 
   温室効果ガスの役割は何ですか。 
 
 
 
2.1.10.3.What will happen if the percentages of the greenhouse gasses in the air   
              increases? 

大気中の温室効果ガスの濃度が増えると、どのような問題が起こりますか。 
 
 
 
<Collaboration Activity: Think-Pair-Share> 
2.1.11. What does global warming mean? What do we have to do to prevent it in the 

future? Explain your opinions in your own words to your partner, and each pair 
will share their ideas with the class. 
地球温暖化とはどういうことですか。それを防止するためには、今後どの

ようなことをしていかなければいけないと思いますか。自分の意見をパー

トナーにわかりやすく説明してください。その後、ペアで話しあったこと

をクラス全体にも紹介しましょう。	
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2.2. Causes and Effects of Global Warming 
 
読む前に <Pre-reading Activities> 
2.2.1. Do you know what effects global warming is causing? Talk with your partner and 

take notes. 
地球温暖化によってもたらされる影響にはどのようなものがあるか知って 
いますか。パートナーと話して、メモを取ってください。 

 
•  
•  
•  
 
2.2.2. Look at the following link and check if your answers were correct. 

次のウェブサイトの「地球温暖化の８つのリスク」を見て、温暖化によっ

てもたらされる影響を確認してください。 
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/ipcc/question3.html 

 
2.2.3. Are there any problems you are concerned about in your home country or where 

you live now? 
	    みなさんの出身地や今住んでいる地域で、心配される問題はありますか。 
 
 
2.2.4. Look at the following. What are some concerns in your area for the future? 

以下を見てください。自分が住んでいる地域では、今後どのような問題が

起こると予想されていますか。 

 
出典：NHK エコチャンネル	
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/ipcc/question3.html 
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2.2.5. Look at the following words. First, write the reading of each word in the left 
column and then find a word which has the same meaning from the list to the 
right (A to E). 
1)から 5)の漢字の読み方を書き、それと同じ意味を表す言葉を Aから E
より選んでください。 

 漢字の読み方 意味 
1) 原因   

2) 石油   

3) 石炭   

3) 濃度   

4) 伐採する   

5) 放出する   

6) 豊か   

7) 家畜   

 
読んでみよう <Reading Activities> 
2.2.6.  Read the following passage and answer the questions. 

以下の文章を読み、問題に答えてください。	 	 	  

 
出典：愛知県環境調査センター 
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/sougou/global/ondanka/ 

B. 液体状のガソリンなどの原料	
C. 出す	
D. きりとる	
E. 牛、豚、鶏など人間に飼育さ
れる動物。	

F. 理由	
G. たくさんあり、不足ないこと	
H. 濃（こ）さ	
I. 黒い石のような燃料	
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2.2.6.1.Choose the most appropriate title. 
 この説明文にふさわしいタイトルを選んでください。 
 
1)   地球温暖化の歴史 
2)   地球温暖化と人間 
3)   地球温暖化の原因 
 
2.2.6.2.List the two biggest causes for global warming. 
 本文からわかる地球温暖化の大きな原因を二つ書いてください。 
 
・ 
 
・ 
 
2.2.6.3.Compare your answers with your partner. 
 パートナーと答えを確認してください。 
 
 
<Collaboration Activity: Jigsaw> 
2.2.7. Read the following website (the part about causes and effects) and check the 13 

topics on the website. 
ウェブサイトの「地球温暖化の原因と影響」というところを読み、13の
項目を確認してください。 

 
出典：未来を作るテクノロジー 
http://www.gwarming.com 

 
2.2.8. Make a group of four students. First, in class, choose four topics (influences from 

global warning) out of the 13 stated on the website. Then, each person in a group 
pick one of the four topics. Representatives from each group gather and read and 
research about it. Then, go back to their own group and share the findings.  

 四人一組のグループを作ってください。まず、クラス全体で１３のトピッ

クの中からみんなの興味があるトピックを４つ選びます。そして、グルー

プの中で４つのトピックの担当を決めます。各トピックの代表者が集まり、

そのトピックについて読んだり調べたりします。その後、自分のグループ

に戻り、わかったことをメンバーに紹介します。 
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Part 3: Eco Life  
 
3.1.   My Eco Life 
 
読む前に <Pre-reading Activities> 
3.1.1. List things that you normally do to prevent global warming and for an eco life. 

Post what you do on stormboard.  
温暖化防止またはエコのために日常行っていることはありますか。

Stormboard	上に書き出してください。	
<Technological Activity: stormboard>  https://stormboard.com 
	
	

3.1.2. Work in pairs. Look at the stormboard. Do you see any similarities and 
differences among activities you (students in class) do? What types of activities 
are there on the list? Divide them into categories. Decide on the names of the 
categories as well. (You do not need to fill out all below. Also, if you need more 
more, add them.) 
ペアになってください。Stormboardにある活動は、どんな活動ですか。似
ていますか。違いますか。活動を見て、それを幾つかのカテゴリーに分け

てください。そしてそのカテゴリーの名前も決めてください。（すべてを

使う必要はありません。枠が更に必要な場合には、足してください。） 
	

	
 
 
 
 
 
 

b

b

b

b

b

b

b

b
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3.1. 3.  In class, move around post-it on the stormboard, and analyze it in class. 
クラス全員で Stormboard を使いながら、活動をカテゴリー別にまとめて
ください。	

	
	
	
3.1. 4. Look at the list on the stormboard. Do you find any activties that you could do as 

well? 
Stormboard にまとめたリストを見てください。その中で自分でもできそ
うだと思う活動はありますか。それは何ですか。	

	 ・	
	 ・	
	 ・	
	
	
	
3.2.   Japanese Eco Life 
3.2.1.  Talk with your partner. Look at the following illustrations. What should you do to 

prevent global  warming? Discuss with your partner.  
パートナーと話しましょう。イラストを見てください。地球温暖化防止の

ために、何をしたらいいで	しょうか。これらのイラストを簡単な言葉で
説明してください。	
	

	
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p15.html 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	 B	 C	
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3.2.2.  Look at the following illustrations. (You do not need to read written explanations 
in Japanese.) Can you imagine what these illustration are indicating about what 
people should/should not do for an eco life? Explain the ideas in your own words.  
イラストを見てください（日本語の説明は読まなくていいです。）イラス

トから、何をした方がいい・しない方がいいとわかりますか（想像できま

すか）。自分の言葉で説明してください。										
					 	

	
出典：とくしまの環境	
http://www.pref.tokushima.jp/kankyo/kankyoumondai/global_warming/globalwarming_12.html	
	
3.2.3.  Compare your answers in the class. 
 クラスメートと話し、答えをくらべましょう。 
 
 
 
3.2.4.  Connect the words on the left side and right side by same meanings. 

単語の確認：同じ意味の単語を結びつけてください。また、漢字の読み方

も書	いてください。	
	
1. 買う	 	 	 	 	 ・	 	 ・	 A.	急発進	 	
2. 必要ない	 	 	 	 	 ・	 	 ・	 B.	電力	
3. 分ける	 	 	 	 	 ・	 	 ・	 C.	利用	 	
4. 電気	 	 	 	 	 ・	 	 ・	 D.	公共交通機関	 	
5. バスや電車などの公共の乗り物	 ・	 	 ・	 E.	不要	
6. 急に出発する	 	 	 	 ・	 	 ・	 F.	分別	
7. 使う	 	 	 	 	 ・	 	 ・					G.	購入	
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読んでみよう <Reading Activities> 
3.2.5.  Look at the illustrations 1.2.2 again. Now, read Japanese texts and check your 

understanding with your partner. (Mark the words you do not understand the 
meaning of.) 
もう一度 2 のイラストを見てください。	今度は日本語を読み、エコのた
めにどんなことをしたらいいのか・しないほうがいいのか、パートナーと

話してください。	（意味がわからない言葉には印をしてください。）	
	
	
	
3.2.6. Do you understand the meaning of “green purchase?” 
	 「グリーン購入」とはどんな意味かわかりますか。パートナーと話して	

	 ください。	
	
	
	
3.2.7.  Make a group of three. Read the first page of the  following website and find out 

what green purchase means.	 (Check the first paragraph.) 
次のウェブサイトを見て、「グリーン購入」とはどんな意味か、グループ

で答えを探してください。	
	
出典：環境省	
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/	

	
	

3.2.8.  Work in a group of three students. We want to find out if we are green consumers. 
Look at the following documents and make a check list for a survey to find out if 
someone is a green consumer.  
三人一組のグループを作ってください。	クラスのみんながグリーンコン
シューマーかどうかを確かめるアンケートを作ります。以下の２つの資料

を使って、チェックリストを作ってください。	
	
出典：環境省	
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/attach/about_2.pdf	
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/attach/about_3.pdf	
	

<Collaborative Writing: Google docs> 
3.2.9.  Each group presents their ideas and makes a final list in the class. Write the 

finalized questions on google docs. 
 各グループの意見をまとめて、リストを完成させましょう。グーグルドッ

クに質問を書いていきましょう。  
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<Making a poll: Google slides and Poll Everywhere> 
3.2.10. Now, we will prepare the poll for the class. Follow the steps.  
  今度は、以下のステップにしたがってアンケートを完成させましょう。  
	
Step1:  Open the assigned google slide (teacher provides a link.) 
 グーグルスライドを開けてください。 
 
Step2: Click Poll Everywhere ⇨ New ⇨ Poll 
 Poll Everywhereの Newから Poll をクリックしてください。 
 

 
	
Step	3:			Each	group	writes	questions	and	creates	YES/	No	answer	options.	
	 		各グループが質問と答え	(YES/NO)を書いていってください。	
	

	
	

Step	4:				Check	all	of	the	questions.	
	 	 	 			質問を確認してください。	

	
	

3.2.11. Participate in the poll and find out how many green consumers are in this class. 
 Teacher controls Poll Everywhere. 
 アンケートに参加し、クラスに何人ぐらいグリーンコンシューマーがいる

のか調べてみましょう。（先生が Poll Everywhereをコントロールしま
す。） 
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3.2.12. Let’s analyze the result. Based on the poll in class, what percent of students can 
be considered green consumers? 

 アンケートの結果をまとめてみましょう。このクラスにはグリーンコンシ

ューマーはどれくらいいることがわかりましたか。 
 
 
 
 
 
 
3.2.13. Do you find any similarities and differences between your own eco life and 

Japanese eco life?  Compare 3.1.2 and 3.2.2, and reflect the result of the class 
survey, and then fill in the Venn diagram.   
みなさんが行っているエコ活動とエコのために行った方がいい活動を比べ

て、同じこと、違うことはどんなことですか。3.1.1 と 3.2.2 や	クラスで
のアンケート結果をくらべながら、表にまとめてください。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
3.2.13.  Compare your answers with your partner. 
  パートナーと答えを比べてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分の	

エコライフ	

日本の	
エコライフ	
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3.3. Eco Activity 
3.3.1. Choose the appropriate word for each picture. 
 写真に合う言葉を選んでください。 
 
 
 
 
 
 
A.        B.   C.    D. 
    ______________         ______________         ______________        _____________ 
 
 
	 	  
  
 
 
3.3.2.  One of the countermeasures for an eco life is to take your own bag when you go  

grocery shopping.  You know the reason why using own bag is environmental 
friendly when you think about what they are originally made of. Divide the 
vocabulary of 3.3.1 into three different categories.  
 マイバックを使うことは、エコライフ対策の一つです。もともと何から

作られているのかを考えると、どうしてマイバックを使うことが環境
かんきょう

に

やさしいのかわかります。3.2.8の単語を下の 3つのカテゴリーに分けて
ください。 

木 石油 スチール 
 
 
 
 

  

 
3.3.3.  How often do you go grocery shopping? During each visit, how many plastic  

bags do you receive? Think about how many days you would go shopping during 
a semester, and calculate how much oil you can save if you use your own bag by 
using the following website. 
よくスーパーへ買い物にいきますか。１回に何枚くらいのレジ袋をもらい

ますか。１学期間に何日くらい買い物に行くかを考え、マイバックを使っ

たらどれくらいの量の石油が節約できるのかを、下のウェブサイトを使っ

て計算してください。 
http://www.glwwp.com/main/bag.html 

 
 
 
 
 
 
 

1.	プラスチック	 	 	 	 2.	ペットボトル		 	 	 3.	紙袋	
	
4.	ビニール袋（レジ袋）5.ラッピングペーパー		 	 6.	缶	 	
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Part 4: Mottainai 
 
4.1. Mottainai Concepts 
 
見る前に <Pre-viewing Activities> 
4.1.1. Look at the title of the illustration 3.2.2. What do you think Mottainai  

   means? Discuss with your partner.  
3.2.2	のイラストのタイトルを見てください。「もったいない」とはどん
な意味だと思いますか。パートナーと話してください。	

	
	
	
 
4.1.2. Look at the following logo. What does it represent? Discuss with your partner. 

ロゴを見てください。何を表現していると思いますか。パートナーと話し

てください。	

	 	 	 	 	 																											 	
http://www.mottainai.info/jp/about/ 

	
4.1.3.  Look at the following description. What does Mottainai mean? Explain in 

English. 
「もったいない」は何を意味していますか。英語で答えてください。	

	

								 	
							出典：MOTTAINAI	
							http://www.mottainai.info/jp/about/ 
	
	
									 _________________________________________________________________________________________________________	
	
	
									 _________________________________________________________________________________________________________	
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見てみよう <Viewing Activities> 
4.1.4. The word Mottainai gave a significant impression to Wangari Maathai, who 

 launched the Green Belt Movement in Africa in 1977. After watching the video,  
 share your thoughts regarding Mottainai with your classmates. 
ワンガリ・マータイさんは 1977年にアフリカで「グリーンベルト運動」
を始めた人です。このマータイさんは日本を訪れた時に「もったいない」

という言葉に感銘
かんめい

を受けました。みなさんは「もったいない」という考え

についてどう思いますか。ビデオを見た後で、クラスで話し合ってくださ

い。      
	

https://www.youtube.com/watch?v=4Ks1YftUE5c 
 
4.2. Actions for Mottainai 
 
見る/読む前に <Pre-viewing/reading Activities> 
4.2.1. Choose the correct reading and meaning. 

正しい読み方を意味を選んで、線で結んでください。 
 
1) 環境保護 ・ ・    ・ ・ 
2) 貢献する  ・ ・    ・ ・ 
3) 覆う ・ ・    ・ ・ 
4) 薪  ・ ・    ・ ・ 
5) 砂漠化 ・ ・    ・ ・  
6) 栄養失調 ・ ・    ・ ・ 
7) 家畜 ・ ・    ・ ・ 
8) 飼料 ・ ・    ・ ・ 
	
見る/読んでみよう <Viewing/Reading Activities> 
4.2.2. Read about Wangari Maathai, and answer the following questions. 

ワンガリ・マータイさんについて以下のウェブサイトを読んでみましょう。 
「30年で 3000万本以上の木を植えたグリーンベルト運動」という部分を 
読んでください。読んだ後で、質問に答えてください。 
（読める人は全部読んでもいいです。） 
 
出典：NHK エコチャンネル	
http://www.nhk.or.jp/eco-channel/jp/biography/03_maathai.html 
 

１）ケニアではどうして多くの森林が伐採されてしまいましたか。	
	
	
２）マータイさんは何をした人ですか。	
	
	
３）マータイさんは、どうして	 ２）をしようと思いましたか。	

A. まき	
B. かちく	
C. かんきょうほご	
D. しりょう	
E. えいようしっちょう	
F. こうけんする	
G. おおう	
H. さばくか	

①	 desertification 
②	 firewood 
③	 feed 
④	 environmental protection  
⑤	 to contribute 
⑥	 domesticated animal 
⑦	 to cover 
⑧	 inanition  
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4.2.3. Watch the interview of Wangari Maathai about the the Green Belt Movement and 
discuss in groups in Japanese about her policy for Mottainai. What examples  of 
Mottainai spirit during her campaign can you find? 

 グリーンベルト運動に関するマータイさんのビデオを見てください。マー

タイさんの「もったいない」という考えは、この活動のどんなところから

わかりますか。グループで日本語で話し合ってください。 
https://www.youtube.com/watch?v=KMw-fP_GRP8 
 

メモ： 
									 _________________________________________________________________________________________________________	
	
	
									 _________________________________________________________________________________________________________	
 
 
4.3. Mottainai Culture in Japan 
 
見る/聞いてみよう <Viewing/Listening Activities> 
4.3.1. Listen to the following song and talk with your partner about “why” it is 

Mottainai. 
「もったいないばあさん音頭」という歌を聞いて、「何」が「どうして」

もったいないのかをペアで考えてください。 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NQZy_MsgNrM 
 

http://hoick.jp/mdb/detail/13544/もったいないばあさん音頭 
 
 

話してみよう <Discussion Activities> 
4.3.2. Discuss in a group. 
 グループで話し合ってみましょう。 
 
 
4.3.3. Have you ever been scolded by your grandmother (or someone in your family) 

about your wasteful habits? Talk about your experiences with your partner.  
 この「もったいないばあさん音頭」のように、おばあさんや家族のだれか

に「もったいない」と怒られたことはありますか。その経験について、パ

ートナーと話してください。 
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4.4. Cultura - Cultural Comparison 
 
話してみよう・比べてみよう <Discussion/Comparison Activities> 
 
Compare and contrast ideas and opinions about Mottainai concepts between American 
and Japanese students 
 
American Students: Students studying Japanese in the U.S. 
Japanese Students: Exchange from Japan studying in the U.S. 
 
4.4.1. Word Association: Mottainai (waste) / もったいない 
 
4.4.2. Sentence Completion:  

When do you feel “Mottainai” in your daily life in the U.S.?  
       アメリカで生活をしていて、どんな時にもったいないと思いますか。 
 
I feel Mottainai when ________________________________________________ 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿時、もったいないと思います。 
 
 
4.4.3. Analyze similarities and differences between the two groups. 
 アメリカ人と日本人の考えの違いを分析しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4. In class, discuss the differences between American and Japanese students in 

regards for Mottainai. 
 アメリカ人と日本人学生のもったいないに関する考えの違いについて、 

話し合いましょう。 
 
 
 

アメリカ人	

グループ	

日本人	
グループ	
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4.5. Finding Mottainai on Campus	 <Formative Assessment> 
Work in a pair. Walk around campus and take pictures of situations/ objects, which 
are Mottainai according to the Japanese belief. Report the Mottainai condition of 
UCSD to your classmates. Also, explain the reasons why you think these discoveries 
are Mottainai and propose ideas about how the university can be more efficient for 
environment and resources. 
UCSD のキャンパスにある「もったいない」と思うものを探して写真に撮り、
その結果をクラスメートに報告してください。少なくても写真を３枚使って

ください。どうしてもったいないと思いますか。どのようにしたら、エコフ

レンドリーになると思いますか。その改善策も提案してください。 
グーグルスライドを使って、二人で協力してプレゼンテーションの資料を作

り、クラスで発表してください。 
 

 
Requirement: 
 
♦ 3 pictures which you think represent Mottainai on campus 
♦ Reasons why you think so 
♦ Suggested countermeasures  
 
 
Requirement: 
 
♦ 「もったいない」と思う写真	 ３枚 
♦ 「もったいない」と思う理由 
♦ 二人が考える改善案 
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Part 5: Invention 
 
5.1. Look at the following pictures and talk with your partner about how old reusable 

 items were used for new inventions. 
写真を見て、使われなくなった物がどのようにして新しい商品に生まれかわ

ったのかをパートナーと話してください。 
A B 

 
 
 
 

 

 

C  D 
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E F 

 
 
 

 

G H 

 
 

 

出典: Mashimaro地球に優しい〜！2015年話題のリサイクル DIY アイディア特集 
http://masi-maro.com/det/6950 
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5.2. Each pair is assigned one item. Explain how old reusable items were used for new 
inventions in class. 
各ペアで上の中の１つについて、説明してください。 

 
5.3. In a group, think about the situations in the U.S. Have you seen any good reusable 

ideas? 
 グループで、アメリカで行われている（見たことがある）リユースアイテ

ムについて話し合ってください。 
 
 
5.4. In class, share the ideas. 
 クラスで話し合ってください。 
 
 
5.5. Think about your own invention. You need to use something which is not being 

used, and create something that it can be used for again, for some other purposes. 
Present your item in class. (You will create an actual product after receiving 
feedback.) 

 使われなくなったものを再利用して、何かを作ります。自分のアイディア

をクラスで発表してください。（コメントをもらってから実際の作品を作

ります。） 
  
<Critical Friends Protocol> 
5.6.  Evaluate your classmates’ inventions, and give feedback by using the following 

structures. 
クラスメートが考えた案を評価し 、以下の表現を使いながら、フィード
バックをしてみましょう。 
 
使ってみよう 
いい点 
 
（特に）＿＿＿＿＿＿＿＿が＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿と思います。 
	   	 	 	 	 	 	 	 （いい・ユニークだ・使いやすい・ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 素晴らしい・効果的だ） 
 
改善点 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿が＿＿＿＿＿＿＿なら、＿＿＿＿＿＿＿＿＿と思います。 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿が＿＿＿＿＿＿＿の方が、＿＿＿＿＿＿＿＿と思います。 
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5.7. After receiving feedback from your classmates, do you have anything that you 
can change to make your invention more effective/better? Refine your idea. 

 クラスメートからのコメントを聞いて、自分の作品を改善するためにでき

ることはありますか。最終的なアイディアを考えてください。 
 
 
 
<Formative Assessment> 
5.8. Show and Tell: Create your own invention and present it to the class.  
 実際に自分のアイディアをもとにして、作品を作ってください。そして、

それをクラスで発表してください。 
 
 
 
 
Part 6: Connection to the Community 
 
6.1.  Throughout this unit, you learned about causes and effects of global warming, and 

what types of actions have been taken in the world to make the world a more eco 
friendly place. Now, you need to share what you learned in this unit to the 
community. First, look at some examples carried out to promote the spirit of 
ecology. 
このユニットを通して、地球温暖化について学び、世界各地で取り組まれ

ている活動などについて見てきました。今度はクラスで学んだことをサン

ディエゴのコミュニティーの人々に伝えるための案を考えましょう。まず

は、エコに関する各地での取り組みを見てみましょう。 
 
<Webquest> 
1) Introducing personal eco activities on the website 
横浜市保土ヶ谷区	  
ウェブサイトで「一人からでできるエコ活動事例」を紹介 
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bunyabetu/shigen/ecokatudou.html 
 
2) Collecting pet bottle caps 
四條畷学園短期大学 
エコキャップ回収活動 
http://jc.shijonawate-gakuen.ac.jp/research/eco/ 
  
3) Introducing tips/ eco friendly activities on the website  
Panasonic 
みんなのエコ活動 
http://club.panasonic.jp/blogs/minnaeco/02member/ 
 
4) Planting trees 
Earth Day Network 
Trees for the Earth 
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/ 
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6.2. Think about the way of sharing ideas for eco friendly life with the people in the 
community. 

 どのようにしたら、このユニットで学んだことをコミュニティーの人々に

広めていけるでしょうか。考えてみましょう。 
 

ターゲット	 (target) 

 
 
 
 

手段	 (how) 

 
 
 
 

目的   (purpose) 

 
 
 
 

期間 (time/ duration) 

 
 
 
 

 
6.3.  Share your ideas with your partner, and make (finalize) an idea as a pair. 
 パートナーと意見交換をし、二人の意見をまとめてください。 
 
 
 
<Google Docs> 
6.4.  Share your ideas with the class, and choose one idea for the class project. 

クラス全員に発表し、クラス代表のアイディアを選びましょう。 
 
 
 
6.5. Think about necessary tasks for this project, and distribute each task to all class 

members. 
 このプロジェクトを行うために必要なタスクを考え、クラス一人一人の役

割を決めてください。 
 
 
<Google Docs> 
6.6. Work on individual tasks. Keep a log to share your progress with the class. 

自分の担当のタスクをします。クラスメートに進行状況を知らせるために、

ログに記録を書きます。 
   

Ex) Tasks will be varied based on what students decide is the project, but these 
tasks may include taking pictures, making a brochure, contacting community 
organizations, etc. 
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6.7. Check the progress and critique in class. 
 進行状況を確認し、フィードバックをしあってください。 
 
 
 
 
 
6.8. Check the final product in class. 
 クラスで、最終確認をします。 
 
 
 
 
6.9. Share the product with the community/ Carry out an event with the community. 
 コミュニティーの人たちに作品の紹介をします・一緒にイベントを 

します。 
 
 
 
 
Possible ideas 
 
• Make a poster about global warming/ ecology/ Japanese Mottainai, and ask 

local Japanese grocery stores to put it up. 
• Make a brochure about this, and ask local grocery stores to have a small 

space to leave broachers for community members. 
• Write an article about it, and post on a local free magazine. 
• Make a digital presentation, and distribute it online. 
• Negotiate with local grocery stores to give small discounts if customers bring 

their eco bag. 
 
 


