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In 2014, the United States created 8 million tons of  electronic waste. Most of  it has been 

dumped in landfills or sent overseas to developing countries. 

２０１４年には米国だけで 800 万トンの電子廃棄物が発生しました。 そのほとんど

は埋立処理場に投棄されているか、海外の発展途上国に輸出されています。 

As most developing countries cannot dispose of  it properly, the waste is then dumped in landfills or burnt. 

ほとんどの開発途上国が適切に処分できないため、廃棄物は埋め立て処理、或いは焼却処分

されます。 

E-waste is a serious environmental issue as it contaminates our environment and affects people and 

animals nearby. 

「e-waste」は、環境を汚染し、近隣の人や動物に影響を与えるため、深刻な環境問題となっ

ています。 



 

Warmer 

Before we start the lesson, let’s think about the question below: 

1. Do you have a cellphone or computer? If  so, what kind? 

2. What happens when an electronic device becomes old? 

Vocabulary 

environment 

環境 

incinerator 

焼却炉 

outdated 

古い 

to contaminate 

汚染する 

device 

設備 

landfill 

埋立地 

precious 

貴重品 

To be discarded 

破棄する 

toxic 

毒性 

life span 

寿命 

donate 

寄付する 

second hand 

中古 

Write the correct word in the sentences below: 

1. Many electronic devices like TVs and cellphones are ___________ every year. 

2. Why? Because they have a very short ___________. 

3. Sometimes electronic ___________ are burned in an incinerator, dumped in 

___________, or recycled. 

4. Which of  the above is the best for the ___________? 

5. When we dump in landfills, some toxic parts may ___________ the soil and ground 

water. 

6. When we burn it in an ___________ toxic parts will contaminate the air. 

7. Some of  these ___________ parts are dangerous to the human health. 

8. If  we recycle the electronic devices, the ___________ metals can be reused. 

9. If  the phone is not ___________ yet, people can buy or sell it ___________. 

10. We can also repair it or ___________ it to an NGO organization so that it can be 

reused. 



Critical Thinking 

Analyze the pictures below and create the e-waste path by numbering them in order. 
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Before Leaving the Class… 

Now it is time to reflect about today’s class. 

 Why is recycling our electronic devices so important?  

 What can we do to avoid e-waste? 



 

授業について 

１９９４年の創設以来宮崎国際大学（MIC）はクリティカル・シンキングとアクティ

ブ・ラーニングの先駆者として教育を行ってきました。また、日本で初めてリベラル・

アーツ教育を英語で行ったのも MIC です。 

 

英語で科目を学び、その過程で言語能力を向上する 

この体験授業は時間が短いので、生徒の皆さんの理解をサポートするために日本語

訳を掲載しています。また、本日の授業で使用される言葉は、第二言語としての英語

を学ぶ人たちにとって重要な最初の１０００単語を使用します。それ以上の単語に

ついては、「Vocabulary」で提示しています。このような方法は大学の授業でも、英語

学習を促す為に行われています。 

 

アクティブ・ラーニング 

生徒の皆さんは、講義中の質問への回答だけでなく、意見を出し合うグループアクテ

ィビティに関しても、授業に活発に参加することが求められます。まず、短い英文を

読んで、理解度に関する質問に対し講師と一緒に考えます。本日の授業はグループワ

ークとジグソー学習という、非常に典型的なアクティブ・ラーニングの手法にのっと

って行われます。 

 

クリティカル・シンキング 

授業のおわりには、高位のシンキングスキルを

使って、クリティカル・シンキング問題に取り

組みます。この授業で扱う内容について結論を

見出し（分析）、自分たちの意見を持ち（評価）、

最後はこのイラストの順番にあるように、創造

します。 

 

 

振り返り学習 

この授業は 20 分を受けたらそれで終わりではありません。生

徒の皆さんに、自己評価と内省的学習を促進する為に、追加の

質問を与えます。 

 

 

 

 


