
2020 年 7月 18 日 J-CLIL 第 21回例会発表資料  

滝沢 麻由美（東洋学園大学） 

 

＜ Mottainai Grandma と‘Mottainai’ Hunting をしよう！ 

＆ Tokyo2020 みんなの表彰台プロジェクト＞ 

 

学年 ４年生  活動時間 ４５分×２時間 

＜目標＞ 

1. [知識・技能］（Content・Communication）： 

・絵本やワンガリ・マータイさんの動画の内容を通して ‘Mottainai’を理解し、簡単な語

を言ったり、自分の考えについて 5Rs を使ったやり取りができる。東京 2020 のリサイ

クル・プロジェクトについて知り、その持続可能性についてのスローガンが言える。 

2. [思考力・判断力・表現力］ (Cognition)： 

・身近な‘Mottainai’を見つけようとしたり、それを５Rs に分類して、自分ができること

を考えたりする。 

・海外の子どもたちの‘Mottainai’についての発表を見て、自分の考えと比べてみる。 

3. [主体的に学習に取り組む態度] (Community/Culture)：   

・他者に配慮しながら、5Rs についての自分の考えを主体的に伝えようとしている。 

・マータイさんが日本の‘Mottainai’を世界に広めようとしたことに興味・関心を持ち、

「環境」についての考えを深めようとしている。 

・Tokyo2020のリサイクル・プロジェクト「みんなの表彰台プロジェクト」の意義を理解

し、自ら参加しようとしている。 

４．他教科連携：社会、総合的な学習 

５．関連する SDGs: 

SDGs12  Responsible Consumption & Production 「つくる責任、つかう責任」 

SDGs17  Partnerships for the Goals 「パートナーシップで目標を達成しよう」 

＜目標言語＞ 

(表現や語彙) 

*太字はアウトプット 

What do you think about Mottainai Grandma?   

Is she nice/kind/mean/stingy? 

－Yes/No. She is nice/kind/mean/stingy! 

Do you do anything ‘Mottainai’ ?  

－Yes, I do. / No, I don’t. 

What are the 3Rs/4Rs/5Rs?  

－Reduce, Reuse, Recycle(3Rs), Respect(マータイさんの 

4Rs), Refuse, Repair(5Rs) 

Green Campaign, nature, gratitude（マータイさんのビデオ） 

Let’s do ‘Mottainai’ hunting! －Yes, let’s!                  



What’s your ‘Mottainai’ ?  

― My ‘Mottainai’ is … (日本語、または英訳).    

What can you do for the ‘Mottainai’?  

－I/We can reduce/reuse/recycle/refuse/repair it.   

“The Better, Together”(Tokyo 2020「持続可能性」につい

てのスローガン) 

準備物：ピ)：ピクチャーカード/PC スライド  ワ)：ワークシート   

教)：その他の教具   振)：振り返りシート 

ピ): 3Rs/4Rs/5Rs のカードや PC スライド、マ―タイさんのインタビュー・ビデオ   

教): 絵本（『もったいないばあさん』日英対訳版）、色画用紙（1 グループに五輪の５色

1 枚ずつ）、付せん 1人 3～5 枚   振)：振り返りシート 

 

＜Tokyo 2020 ピース折り鶴 ～ Peace Orizuru プロジェクト＞ 

 

学年 6 年生 活動時間 ４５分×２時間 

＜目標＞ 

1. [知識・技能］（Content・Communication）： 

・Tokyo2020とハワイのサダコのピース折り鶴プロジェクトを通して、平和の大切さとオ

リンピック休戦について理解し、それについての語句を聞いてやり取りしたり、短い平

和のメッセージを書くことができる。 

2. [思考力・判断力・表現力］ (Cognition)： 

・平和の大切さやオリンピック休戦の意義を考え、理由を考えながら選んだピース・メッ 

セージで表現する。 

3. [主体的に学びに向かう態度］(Community/Culture)：     

・他者に配慮しながら、Tokyo2020とハワイのサダコのピース折り鶴プロジェクトを通し

て、自らピース・メッセージを伝えようとしている。 

４．他教科連携：社会、道徳、総合的な学習 

５．関連する SDGs: 

SDGs 16  Peace, Justice, and Strong Institutions 「平和と公正をすべての人に」   

SDGs 17  Partnerships for the Goals 「パートナーシップで目標を達成しよう」 

＜目標言語＞ 

(表現や語彙) 

*太字はアウトプット 

When? /Where? /Who? /Why?  Greece, Europe  

Stop wars!  atomic bomb, peace memorial park,  

“No more Hiroshima.” “Remember Pearl Harbor.” 

one thousand paper cranes, Olympic Truce  

What’s your peace message? – My message is ～. 

peace/friendship/love/hope/compassion (選択肢) 



準備物：ピ)：ピクチャーカード/PC スライド  ワ)：ワークシート  

教)：その他の教具  振)：振り返りシート 

ピ): Tokyo2020＆サダコ ピース折り鶴プロジェクトについての PCスライド 

ワ):「Tokyo2020 ピース折り鶴 － My peace message」ワークシート  

教):Tokyo2020 エンブレム付き折り紙(公式 HP からダウンロード)  振):振り返りシート 
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