
東京・立川に2023年１月オープン（予定）

2022年
　5月中旬 東京都内の小・中学校を優先的に予約受付開始
　6月上旬 東京都外の小・中学校及びすべての高等学校の予約受付開始
　7月以降 説明会の開催
　12月以降 現地内覧会の開催

2023年
　1月オープン

■今後の予定
2023年 1月の開業に向けたスケジュールは下記の通りです。
最新情報は公式Webサイトにて更新してまいります。

公式Webサイト



英語を使えるようになるための“実践”の機会 CLILを取り入れたプログラムでリアルな体験を

hat's TGGWTGGとは?

着いた瞬間から 
そこは英語だけの世界！
　TOKYO GLOBAL GATEWAY（以下 TGG）は 
2018 年 9 月、東京・青海に革新的な体験型 
英語学習施設としてオープンしました。そ
して新たに 2023 年 1 月（予定）、TOKYO 
GLOBAL GATEWAY GREEN SPRINGS（以下
TGG GREEN SPRINGS）が東京・立川にもオー
プンします。
　近年、世界のボーダーレス化が進み、私たち
日本人のグローバル化が喫緊の課題となってい
ます。そのような新しい時代に向けて、わが国
の未来を担う子供たちの英語教育においても、
様々な改革や取り組みが行われています。
　TGG は、未来のグローバル人材育成の一助
となるべく、コミュニケーションツールとして
の英語を通じ、世界中の多様な人々とつながる

「ワクワク」する体験を創造しています。そして、
ご来館いただいた皆様に、英語で「伝わる」感
動、「わかる」感動、「協働する」感動を提供い
たします。
　TGG の特長は、ここに来れば英語を使いた
くなる「環境」、「プログラム」、「イングリッシュ
スピーカー」の三位一体であることです。一歩

踏み出すと、そこはもうグローバル・ワールド。
日常を離れて外国に降り立ったような空間に英
語が飛び交う世界です。オールイングリッシュ
の環境で、ご自身の英語の「力試し」をしてい
ただけます。
　その「環境」と「プログラム」をつなぐ水先
案内人として、エージェントと呼ぶ「イングリッ
シュスピーカー」が、体験する児童・生徒をサ
ポートし、徹底的に英語でのコミュニケーショ
ンを促します。
　TGG という非日常の空間の中で、気がつけ
ば自ら率先して英語を発話し、英語で相互理解
が生まれている。この感動こそが「成功体験」
として、「楽しかった。もっと英語が話せるよ
うになりたい」という学習意欲をもたらすもの
と確信しています。

東京から世界へ。TGGから世界へ。
　英語で「伝わるって、すごい！」という感動
を、ひとりでも多くの「未来のグローバル人
材」たちに体験していただきたい。それが私た
ち TGG の願いです。

　英語を学び続けるには、PICサイクル®を回して
いくことが大切です。PICの Pは Practice（練習）
のことで「個人練習」を意味します。次の Iは授業
などで行う「やり取り（Interaction）」のこと。最後
の Cは Communicationを意味して、英語を使う「実
践」という意味です。これらのどの要素が欠けても、
自律的に学ぶ児童・生徒を育てることは難しいと思
います。授業改善が進み、授業中に I（やり取り）に
多くの時間が割かれるようになりました。しかし、英
語が生活言語ではない日本国内では、C（実践）の機
会が圧倒的に少ないために、PICサイクル®が機能
せず、使える英語力がなかなか伸びません。

　TGGの来場者は海外での生活や日常の場面を擬似体験できます。つまり、C（実
践）の機会を提供します。現実に近い場面で、多様な文化背景をもったイングリッ
シュスピーカーと、少しチャレンジングなやり取りを英語「で」体験できます。
自分の英語が通じることの達成感を得たり、あるいはまだもっと学ばなければ
いけないことに気付いたりすることで、次の Pの個人学習の動機付けになりま
す。TGGを上手に活用され、一人でも多くの児童・生徒たちが PICサイクル®

に沿って学ぶ自律的学習（学修）者になることを願っています。

　TGGでは、TBLT（タスクベース教授法）＊と CLIL（内
容言語統合型学習）＊＊という最新の語学教育の考え方
を取り入れて、多種多様なプログラムを開発してい
ます。
　TBLTの考え方に基づいた「アトラクションプログ
ラム」では、日常生活で出会う様々な課題を設定す
ることで、必然的な英語のやりとりを促します。一方、
CLILに基づいた「アクティブイマージョンプログラ
ム」では、専門的な内容について学びつつ、課題を
解決するために仲間と協力して英語でコミュニケー
ションを取ることが必要になります。後者の一例と
して「ニュース番組を作ろう」というプログラムでは、

番組構成や原稿の書き方に関する基礎知識などを英語で学びながら、一人ひと
りがキャスターなどの役割を担い、グループでオリジナル番組の作成に挑みま
す。このような活動を通して、言葉の習得で必須とされる「内容・言葉・場面」
の密接なつながりを意識した主体的な学びが可能となります。
　TGG での活動は、その場で味わえる楽しさと刺激だけでなく、それをこれか
らの日常の英語学習と絡めていくことで、中・長期的な効果が期待できるでしょ
う。今後の英語授業へのヒントとなればと願っています。

TGGプログラム監修者
東京国際大学教授
立教大学名誉教授
NHK『基礎英語』監修者

松本 茂

TGGプログラム監修者
上智大学外国語学部教授

和泉 伸一

●プログラム監修者より

Have a great day! 

Thank you!

How are 
you? Enjoy!

Nice to 
meet you!

Good idea!

What do 
you think? 

TOKYO GLOBAL GATEWAY では、リアルな体験を通しての英語学習をより効果的に提供するため、有識者による運営指導委員会を組
織して、監修および内容の検討を行っています。

Hello!

＊TBLT：Task-Based Language Teachingの略称で、日本語では「タスクベース（タスク中心）教授法」と呼ばれています。具体的な達成課題に取り組む中で、タスク達成能力と同時に、そこで使われる言葉の習得
を狙いとしています。 ＊＊CLIL：Content and Language Integrated Learningの略称で、日本語では「内容言語統合型学習」として知られています。特定のトピックや専門的な内容に英語で取り組む中で、内容学習と
英語習得の両方を目指す教育・学習方法です。　

2



TGG GREEN SPRINGSで充実した英語体験を！

eaturesF特長

Welcome to 

TGG GREEN SPRINGS !

東京・立川駅から徒歩８分の好立地。国営昭和記念公園に隣接す
る自然豊かな未来型文化都市空間「GREEN SPRINGS」内にありま
す。館内デザインは最新のデジタル技術とリアルに作り込まれた造
形を組み合わせ、日常を離れて遠い外国にいるかのような雰囲気を
演出。児童・生徒の英語の発話意欲をかきたてます。E1 と W2 の
２棟に分かれ、40 名定員の部屋を８つ用意。同時間帯に体験でき
る人数は最大 320 名となります。（E1 と W2 の位置関係は巻末「ア
クセス」の地図参照）

環境 デジタル技術とリアルを組み合わせた施設

TGG GREEN SPRINGS 自慢のプログラムは２つのシーンから構成。外国
を模した擬似空間で日常英会話にチャレンジする「アトラクションシーン」
と、さまざまなテーマについて英語で学ぶ「アクティブイマージョンシーン」
です。最初はなかなか話せなくても、気がつくと自然に発話ができるように
工夫しています。TGG GREEN SPRINGS オリジナルとして、多摩地域の豊
かな森林や水について英語で考えるプログラムも新たに開発する予定です
（プログラムについては P.4 〜 5）。

プログラム どんどん英語を話したくなる仕掛けが満載

TGG GREEN SPRINGS は、高度なトレーニングを積ん
だ英語講師（イングリッシュスピーカー＝ ES）を揃えて
います。ES は児童・生徒８名につき１名配置され、個々
の英語レベルに合わせて、無理なくかつ最大限に英語の発
話を引き出していきます。世界中から来日した多様な文化
と価値観を持つ ES との交流は、英語体験のみならず、児
童・生徒の視野を広げ、グローバル社会に羽ばたくきっか
けになると考えます。

イングリッシュスピーカー 世界各国から精鋭が集結！

TGG が「どのように利用されているか」と、「英語レベルの異なる児童・生徒への発話の引き出し方」の実践による効果について、
利用した学校の先生および児童・生徒に集計したアンケート結果をご紹介します（2021年10月調べ）。

TOKYO GLOBAL GATEWAYの活用方法と利用効果

▲ファーマシーのデジタル演出
（イメージ）

▲ ES とのやり取り（イメージ）

▲チームビルディング（イメージ）

英語の授業と学校行事が２大目的
都内の公立小学校では「英語の授業」での利用が最
も多く、その他の私学や都外の小・中・高等学校では
「学校行事」が最も多い。

Q TGGをどのような位置付けで
利用しましたか？（先生に質問。複数回答可）

「変容が見られた」と大多数が回答
「多くの生徒に変容が見られた」と「一部の生徒に変
容が見られた」を合わせると90%近くになる。「コミュニケ
ーションへの意欲・積極性が出た」などの回答あり。

Q TGG利用後、生徒に何らかの変容が
見られましたか？（先生に質問）

多くの児童・生徒が「刺激になった」と感じている
回答の比率は小・中・高等学校を通してほぼ同じ。事
前のアンケートで「英語が好きではない」と答えた利用
者でも90%が「刺激になった」と答えている。

Q TGGでの体験は今後の英語学習の
刺激になりましたか？（児童・生徒に質問）

▲エアプレインの機内（イメージ）

40％

47％

10％
3％

多くの生徒に
変容が見られた

一部の生徒に
変容が見られた

あまり変容が
なかった

無回答

▲ E１棟の 4F ▲ W ２棟（右奥）の 3F　

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％0％

英語の授業 60％60％

学校行事・修学旅行 53％53％

総合的な学習の時間 16％16％

希望者 11％11％

海外研修・
修学旅行準備等 7％7％

その他 6％6％

 とてもなった    なった    あまりならなかった    ならなかった

事前のアンケートで「英語が好き」と回答した児童・生徒
60％ 37％

 とてもなった    なった    あまりならなかった    ならなかった

事前のアンケートで「英語が好きではない」と回答した児童・生徒
34％ 56％
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プログラム ミッション例

エ
ア
ポ
ー
ト
シ
ー
ン

エアプレイン

初級 雑誌や飲み物、ブランケットなどのアイテムを入
手する。

中級 状況を説明したり具体的な描写をしたりしなが
ら、免税品の購入や現地の情報を入手する。

上級 座席変更をお願いする、遅延で乗継便に間に合わ
ないなどのトラブルに対処する。

スーベニア
ショップ

初級 サイズや色など、店員に自分の好みを伝えながら
おみやげを購入する。

中級 複数の品物について、具体的に特徴を伝えながら
購入する。

上級 不良品の交換や払い戻しについての要望を伝え、
交渉する。

レストラン

初級 トッピングやドレッシング、サイドオーダーなど
希望の食べ物や飲み物を注文する。

中級 苦手な具材を抜くなど、好みに合わせた食べ物や
飲み物を具体的に注文する。

上級 特定の食材を避けて注文する、注文した料理が出
てこないなどのトラブルに対処する。

プログラム ミッション例

ホ
テ
ル
シ
ー
ン

ホテル

初級 部屋のサイズやベッド数、窓から見える景色など
の希望を伝える。

中級 部屋の具体的な要望を伝えたり、周りの施設・ア
クティビティについて尋ねたりする。

上級 騒音や空調などの不具合で部屋を変更したいとい
う場面などで、トラブルに対処する。

クリニック

初級 ケガをしたなどの想定で病院に行き、痛みや部位
などを伝える。

中級 なぜ気分が悪いのかなどの背景を説明し、医師の
質問に答えて適切な薬を処方してもらう。

上級 体調不良で受診するが、翌日に大事な試験がある
ため眠くならない薬の処方などの希望を伝える。

グローサリー
ストア

初級 希望のサイズや必要な個数を伝えながら、食料品
や日用品を購入する。

中級 食料品や日用品など、欲しいものの特徴を具体的
に伝えて購入する。

上級 クーポンなどを使ってお得に買い物をしたり、不
良品の払い戻しなどを要求したりする。

プログラム ミッション例

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
シ
ー
ン

アパレル
ショップ

初級 Ｔシャツ、ズボンなどの色やサイズなどの希望を
伝えて購入する。

中級 今持っている洋服に合わせたいアイテムを伝え
て、望みのものを購入する。

上級 購入した商品に不備があったことを伝えて、返品
または交換をする。

ギフト
ショップ

初級 旅行先で日本の友人や家族に贈りたいプレゼント
を購入する。

中級 誕生日や記念日など、どのような状況や場面でプ
レゼントを贈りたいかを伝え、購入する。

上級 割引クーポンが購入したい商品にも適用するかを
尋ね、商品を購入する。

ファーマーズ
マーケット

初級 買いたい果物や野菜について、その色や大きさ、
数などを店員に伝える。

中級 朝食や昼食などを作るために必要な野菜や果物を
選んで、店員に伝える。

上級 購入した野菜や果物が傷んでいることを伝え、返
品・交換を要求する。

プログラム ミッション例

ト
ラ
ベ
ル
シ
ー
ン

ファーマシー

初級 歯ブラシや絆創膏など、日常生活で使用するアイ
テムを購入する。

中級 体の具合が悪い設定で症状を伝え、必要な薬など
を購入する。

上級 以前に処方された薬よりも効果の高い薬が欲しい
などの要望を具体的に伝えて薬を購入する。

ファスト
フード

初級 ハンバーガーやポテト、ドリンク等、種類やサイ
ズなどの希望を伝えながら注文する。

中級 トッピングやドリンクの氷の有無など、具体的な
希望を伝えながら商品を注文する。

上級 注文と違うものが出てきたという設定で、要望を
伝えて希望通りの食べ物に変更してもらう。

トラベル
エージェンシー

初級 滞在先で体験したい活動を選び、それについての
希望を伝える。

中級 滞在先でのホテルやレストランを選び、旅行プラ
ンを作成する。

上級 限られた予算の中で、より便利な立地のホテルに変更
したり、条件に合ったレストランに変更したりする。

●英語レベルの目安
TGG 初級 初級＋ 中級 中級＋ 上級

英検 初学者～
英検 5 級未満

英検 5 級～
準 2 級

英検 2 級
以上

CEFR-J ＊ A0（A1 未満） A1 A2 B1

rogramsPプログラム

ミッションカードとは
「この商品を買おう」や「症状を伝え
て風邪薬をもらおう」などの「ミッション」
をイラストまたは文章で表示したカードで
す。児童・生徒は渡されたカードの「ミッ
ション」をクリアするべく、ESを相手に英語で挑戦します。
日頃の学習成果を活かして積極的にチャレンジすること
で、一人ひとりが「伝わった」という成功体験を得られます。

　英語「を」使って挑戦する「アトラクションシーン」と、英語「で」学ぶ「アクティ
ブイマージョンシーン」の2種類のシーンが体験できます。それぞれのシーンは、1コマ
60分（セッションと呼ぶ）で構成しています。プログラムの内容は、対応する英語レベ
ルを5段階（右表参照）で設定しており、予約する際に、この英語レベルから目安とな
るものをお選びいただきます。なお、児童・生徒をサポートするエージェントは、一人
ひとりの英語レベルに合わせて問いかけ方などを工夫し、英語での発話を引き出します。

アトラクションシーン
　アトラクションシーンは 4 つのシーンに分けられます。4 つのシーンはそれぞれ 3
つのプログラムで構成され、1 つのプログラムを約 20 分で実施し、児童・生徒は計
60 分体験します。4 つのシーンには、実際の座席を配置して飛行機内を再現したエア
ポートシーンや、映像演出によって場面を再現するトラベルシーンなどがあります。リ
アリティのある空間演出で児童・生徒をシーンに没入させることによって、各プログラ
ムの場面で想定されるやりとりに挑戦する気持ちを高めます。なお、各プログラムは、
英語レベルに対応した「ミッションカード」を活用して体験します。

2種類のシーンで多種多様な体験を！

＊CEFR-Jは欧州共通言語参照枠（CEFR）をベースに、日本の英語教育での利
用を目的に構築された、英語能力の到達度指標。
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プログラム名
レベル

セグメント 目標・ねらい初級 中級 上級

① 身近なものから効果音を
作り出そう ○ ○ Arts &

 Performance
・さまざまな素材の組み合わせで身の回りの効果音が生み出せることを理解する。 
・風が吹く音や雨音などの英語での表現を学び、日本語との違いに気付く。

② コマ撮り作品を作ろう ○ ○ Arts &
 Performance

・ 映像などを見ながら、コマ撮り作品の撮り方やどんな特色のある動きができるのかを学習する。
・基本的な動作を表す語彙やフレーズを理解する。

③ 演劇をしよう ○ ○ ○ Arts & 
Performance

・話すときやセリフを言うときの強調の効果を理解し、発声方法を学ぶ。 
・シチュエーションに合わせた感情の表現方法を学ぶ。

④ プログラミングを体験しよう ○ ○ ○ STEM ・ 身近にある電化製品を例に、身の回りはプログラミングであふれていることに気付く。
・プログラミングのプログラムを学ぶ過程で、算数（数学）の知識も活用する。

⑤ TGG で多文化理解 ○ ○ ○ Overseas 
Studies

・様々な国や文化のジェスチャー、マナーについて体験的に学ぶ。 
・文化や価値観の相違を感じた際に、どのように受容し、尊重するかを考える。

⑥ 東京の魅力を紹介しよう ○ ○ ○ Global/Glocal＊ 
Understanding

・表やグラフを読み取って、訪日外国人の興味・関心を理解する。 
・インタビューをする相手の趣味や好みをたずねる表現を理解する。

⑦ 火星で生活するには何が
必要か考えよう ○ ○ STEM ・ 「第二の地球」とも言われる火星に関する知識・理解を、バーチャル空間を体験 

して深める。

⑧ 木のひみつ ○ ○ Global/Glocal＊ 
Understanding ・多摩地域の森林と世界の森林を比べ、どんな特徴や課題があるかを理解する。

⑨ 水の循環プロジェクト ○ ○ Global/Glocal＊ 
Understanding

・ 多摩地域の豊かな自然が美しい水を生成していることを知るとともに、世界の水
の状況についても SDGs の課題を通して学ぶ。

⑩

日本にいながら留学体験＠ 
TGG GREEN SPRINGS 
＊今後、TOKYO GLOBAL GATEWAY で
人気のクイーンズランド州教員による授業
を TGG GREEN SPRINGS でも実施予定

○ ○ ○ Overseas 
Studies

・海外のディスカッションスタイルの授業を体験し、発言の仕方などを理解する。
・さまざまなアイディアや考え方を分かち合い、柔軟に応用する寛容さを育む授業

内容を体験する。
・海外研修の事前準備、海外留学、進学への意欲を育む。
・本プログラムでの学びを学校生活での学びにも活かすことができるようにする。

開発中

開発中

開発中

開始時期
未定

アクティブイマージョンシーン
　アクティブイマージョンシーンは、６つのセグメント（Overseas Studies, Arts & Performance, STEM, Global/Glocal* Understanding, 
Career, Culture & Tourism）に大別したプログラムをご用意する予定です。プログラムには CLIL** の考え方を取り入れ、英語「で」各テー
マについて学びます。各プログラムでは共通して、スペシャリストと呼ばれる進行役の ES が全体を指導します。エージェントがグループワー
クやディスカッション形式の協働学習を促し、児童・生徒が主体的に参加できる工夫をしています。また、タブレット等を有効活用して、児
童・生徒の興味や関心を高めながら発話を促します。本シーンの特長として多摩地域ならではのトピックや地球の未来にかかわるテーマを扱
うプログラムも予定しています。

＊ Glocal : Global × Local　＊＊ CLIL：Content and Language Integrated Learning の略称。詳細は P.2 欄外の注釈参照。
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ow to useHご利用方法

英語にじっくり浸かる「１日コース」と利用しやすい3種の「半日コース」

ご利用料金（学校利用）　

半日

１日 5,940円

2,970円

小学生

6,380円

3,190円

中学生
都内

高校生

6,380円

3,190円

半日

１日 8,140円

4,070円

小学生

8,580円

4,290円

中学生
都外

高校生

8,580円

4,290円

すべて1名様の税込料金

予約の取り方とその後

TGGの公式WebサイトよりTGG GREEN SPRINGSのページ
へ進みます。ページ内の「予約する」よりご予約をお願い
いたします。

予約する1

ご予約時のメールアドレス宛に、予約が完了した旨を自動
返信メールにてお知らせします。ご予約が完了すると、学
校マイページを閲覧いただけます。
※キャンセルポリシーは予約の際に表示される「施設利用規約」
でご確認いただけます。

予約完了2

学校マイページにある「ご提出が必要な書類」をご提出く
ださい。

利用日3か月前3

原則として、ご利用後にご請求書をお送りいたしますので、
支払期日内に請求書記載の振込先へお振り込みください。
※お振込の手数料はご負担願います。

ご利用当日の活動状況のアンケート結果をお送りいたし
ます。授業等で体験の振り返りを行っていただけます。

※バスの駐車場は近隣をご案内予定

ご精算

事後のフィードバック

6

7

グループごとに分かれてご入館後、チームビルディング開
始時間までにお手洗いなどお済ませください。

ご来場5

各組にグループ分けをしていただきます。学校マイページ
にある、事前学習教材および動画も活用ください。

利用前の準備4

8：30

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

セッション2
10：45～11：45

セッション3
12：50～13：50

セッション4
14:00～15:00

セッション1
9：35～10：35

セッション2
10：45～11：45

昼食・休憩
11：55～12：40

セッション3
12：50～13：50

振り返り14：00～14：25

半日：日中コース
（セッション2～3）

セッション1
9：35～10：35

セッション2
10：45～11：45

振り返り11：55～12：20

入場 入場

チームビルディング
10：10～10：35

入場

半日：午前コース
（セッション1～2）

チームビルディング
9：00～9：25

セッション1
9：35～10：35

セッション4
14:00～15:00

昼食・休憩
11：55～12：40

セッション3
12：50～13：50

セッション2
10：45～11：45

振り返り
15:10～15：45

1日コース
（セッション1～4）

チームビルディング
9：00～9：25

セッション4
14:00～15:00

セッション5
15:10～16:10

振り返り16：20～16：45

半日：午後コース
（セッション4～5）

入場
チームビルディング
13：25～13：50

※原則、チームビルディングの開始15分前が集合完了時間。ご利用人数が多い場合は早めていただく場合があります。
※※セッション5のみを体験する「ショートトライアル」もご提供予定です。

●昼食
1日コースと、半日コース
（セッション2～3）には
昼食を取るスペースをご
用意します。お弁当をご
持参ください。
※1日コースにはランチ
タイムの時間を利用し、
映像を使用した英語体
験を提供します。
※※ランチタイムにお弁
当の提供はありません。

ランチタイム

セッション5
15：10～16：10

公式Webサイト
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ご利用行程

Day at TGG GREEN SPRINGSA
半日コースを例に当日の体験の流れをご紹介！

●アトラクションシーン ●アクティブイマージョンシーン

プログラム体験

▲飛行機の機内やレストランなどを再現した空間
や、映像を使った臨場感のある非日常な空間で、
さまざまな場面に合わせた英語「を」使ったコミュ
ニケーションを体験できます。

▲エージェントと一緒に当日に体験した内容
を振り返ります。感想に加え、「今日学んだ
こと」や「言い方が分からなかったこと」な
どをグループのメンバーとシェアし、今後の
英語学習の意欲向上につなげます。

▲プログラミングや SDGs、多摩地域の魅力を活かしたプログラムなどを英語「で」
体験できます。進行役のスペシャリストが全体を指導し、エージェントとともにグルー
プ活動を行うことで、充実した英語学習体験が期待できます。

＊写真はすべてイメージ

▲事前学習教材
　（イメージ）

学校マイページのご活用
ご予約後に閲覧可能になる学校マイペー
ジにて、事前事後に活用できる教材や動
画をご覧になれます。

ご提出が必要な書類について
学校マイページより「行程確認書」を出
力し、必要事項を記入の上ご送付くださ
い。

1グループ8名のグループ分け
当日に体験するグループ番号に合わせ
て、１グループ８名となるようにグルー
プ分けをお願いします。

ご利用前の準備

See you

at TGG !

TGG準備ブック
じゅん      び

Name

20180701

▲エージェントやグループのメンバーに英
語で自己紹介をする。アクティビティを行
うなどしてアイスブレイク。エージェント
とのやりとりで緊張をほぐし、英語の世界
に慣れていきます。

学校マイページにて、施設
紹介や入館から退館までの
流れや、ES とのやりとり
に使用できる英語表現につ
いて、動画や教材を用意し
ています。

チームビルディング事前学習

振り返り

どんなプログラムを体験した
か、プログラムで学んだ語彙
やフレーズについて、学校マ
イページに掲載の動画を活用
して振り返ります。また、語
彙やフレーズをワークシート
へ記入し、定着を図ります。

事後学習

TOKYO GLOBAL GATEWAYでの
大切な5つのルール

1.Relax and enjoy.（リラックスして楽しもう！）
2.Don't be afraid of making mistakes.（間違いを恐れない！）
3.Bigger is better.（大きければ大きいほどいいよ！）
4.Be friends with everyone.（みんなと仲良くなろう！）
5.Have respect for others.（相手を尊敬しよう！）
これを守って楽しい体験を！

©️TokyoGlobalStudio
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本冊子の内容は2022年3月31日現在のもので、予告なく変更になる場合があります。 03312022 

TGGで検索して最新情報を確認！
検 索TGG

Aアクセス
ccess

〒190-0014 東京都立川市緑町3番1
施設の利用・予約に関するお問合せは  0120-86596-1
受付時間／月～金 9:00～17:00（土日祝・年末年始除く）

所在地

JR中央線『立川』駅から徒歩約８分
多摩モノレール『立川北』駅から徒歩約４分
JR中央線『立川』駅までの所要時間　新宿駅から約30分、青梅駅から約30分
多摩モノレール『立川北』駅までの所要時間　多摩センター駅から約25分

電車でお越しの方

中央自動車道『国立府中』ICより約30分
中央自動車道『八王子』ICより約30分車でお越しの方

2017年2月 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY（株式会社学研ホールディングス、株式会社市進ホールディングス、株式
会社エデューレエルシーエー、一般財団法人英語教育協議会、株式会社博報堂のコンソーシアム）を設立

2018年9月 体験型英語学習施設TOKYO GLOBAL GATEWAYを江東区青海に開業

2021年9月 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAYが「多摩地域における体験型英語学習施設」最優秀事業応募者として
 決定

2022年4月 TOKYO GLOBAL GATEWAYの名称をTOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEANに変更

2023年1月 TOKYO GLOBAL GATEWAY GREEN SPRINGSを立川市に開業（予定）

会社沿革

会社概要

名称 株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY

代表者 代表取締役社長・CEO 土坂 恭司（株式会社市進ホールディングス常務取締役）

所在地 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル

立川
ステージガーデン

2F

PLAY！

多摩信用金庫 
本店

国営昭和
記念公園

多摩モノレール
立川北駅

ペデストリアンデッキ

IKEA

高島屋

伊勢丹

ガーデン
ステージ

ソラノ
ホテル

北口

サ
ン
サ
ン
ロ
ー
ド

JR立川駅

●立川市

●

●大月市

●相模原市

●
所沢市

川越市

←八王子・青梅

W２

E１

多摩センター↓

TOKYO GLOBAL GATEWAY
GREEN SPRINGS
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