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東京都教育委員会と株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAYが提供する、 
まったく新しいタイプの体験型英語教育施設です。 

TGG（東京都英語村）とは 

名称 株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY 

所在地 東京都江東区青海2丁目4番32号 

設立 2017年2月13日 

TGG設立までの流れ 

2016年3月  東京都より「英語村（仮称）」事業実施方針及び募集要項を公表 
2016年9月  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（ELEC）、 
          株式会社博報堂の５社コンソーシアムが最優秀事業応募者として決定 
2017年2月  株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAYを設立 

会社概要 



LCA国際小学校開校 
（構造改革特区として文部科学省認可取得） 
日本で最初の株式会社立小学校 

2016 LCA国際学園に改称 
株式会社エデューレエルシーエーに 
社名改称 

1985 私塾「LCA」 設立（小・中・高対象）  
～英会話スクール・幼児教室開設 

2000 LCAインターナショナルプリスクール 開設 

2005 LCAインターナショナルスクール小学部 開設 

2008 

2015 新校舎落成（現校舎） 

1991 株式会社エル・シー・エー 設立 

エデユーレエルシーエー（LCA国際学園の歩み） 

株式会社TGG設立 
山口紀生 取締役就任 

201７ 



真の国際人を育てるLCA国際学園の教育理念 

❶  個性を発揮し、それを社会に役立てる  
 
❷  日本文化に誇りを持ち、多様性を認める  
 
❸  英語と日本語のバイリンガルになる  
 
❹  自分の考えや気持ちを相手に伝え、  
   受け止められる  
  
❺  生きることの素晴らしさを知っている  

LCAの教育理念、メソッドを 
そのままTGGアフタースクールへ 



対             象 

開     講    日 

 

 

開 講 時 間 

ご利用条件 

募 集 人 数 

特             徴 

TGG スクール by LCA アフタースクール 2019年4月開講 

※１  時間の延長（最長20時まで）や長期休暇中は 
      別途料金でお子様をお預かりいたします。 
 
※2 英語を効果的に身につける為に 
   週3回以上のお預かりをお勧めします。 

： 小学校新1～3年生 

： 2019年4月8日（月）以降から 

 開講スケジュールに記載する月～金曜日  

 （土日祝日、お盆・年末年始休みを除く） 

：下校時刻（13時以降）より18時30分まで※1 

： 週２月回以上の利用※2 

： 30-40名/日 

： コミュニケーション力と創造力を 

   持った真の国際人を育てる  

インストラクターは 
全員経験豊かな 



1日の流れ（例） 

入室※1 

15:30-16:10 
Warm-up タイム 
・コミュニケーション ・知育ゲーム     ・おやつ（軽食） 
・Metrolearning™    ・宿題サポート 

16:15-17:10 

LCA English タイム（レベル別指導） 

・Grammar  ・Reading  
・Speaking   ・Writing 

17:15-18:10 

18:15-18:30 帰宅※4 

Option タイム※2 
 
 ・月 プログラミング 
 ・火 MIX 
 ・木 チアダンス 
 ・金 プログラミング 

Subjectタイム※3 
（レベル別指導） 
 
算数/工作/生活/音楽な
どの教科を英語で学ぶ 
 

※1  
入室時刻は小学校の下校時刻（13時以降）に合わせ
ます 
 
※2  
オプションとしてより専門的な習い事があります 
水曜日に予定されていた「サッカー教室」は施設の 
都合上開講を見合わせることになりました 
         
※3  
Optionタイムを受講しないお子様は 
Subjectタイムに参加します 
 
※4  
延長あり（最長20時まで） 

TGG スクール by LCA アフタースクール 



頭を切り替える、英語の環境に慣れる 

コミュニケーション 挨拶・フリートーク・読み聞かせ 

知育ゲーム 英語で遊べるボード・カードゲーム 

宿題サポート 
この時間で学校の宿題もできます 
必要であればスタッフがサポート 

スナック（軽食） 健康に配慮した手作りおやつ 

Metrolearning™ 発話型ドリルで英語に慣れる 

プログラム 内容と特徴 ⑴ Warm-up タイム 



LCA国際学園で開発された英語メソッドで英語を学ぶ 

プログラム 内容と特徴 (2) LCA Englishタイム 

新学習指導要領 「主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）」 
   小学5，6年生の英語教科化、外国語活動を低学年から (小学校3年(1年）～） 

 2020年度の大学入試から『国立大学』は英検®などの外部試験を利用した英語４技能入試を導入 

 自分の言葉で自分の考えを発信できる力の育成 

今後の学校教育を見据えた英語能力育成が必要 
 

           TGGスクール by LCA アフタースクールでは、 

 ★英語で発言できる力  
 ★高いヒアリング力        
 ★楽しみながら英語を自然に学ぶ環境 



プログラム 内容と特徴 (3) Subjectタイム 

英語を使って教科を学ぶ、英語を実践で試す 



その道のプロから専門的なことを習う、スキルを身につける 

プログラム 内容と特徴 (4) Optionタイム 

ロボット アート ミュージック 自然観察 

プログラミング チアリーディング プログラミング 



学校名 所在区 
TGGからの 
直線距離 

TGGまでの最短ルート（すべて都営バス海01を利用、10分間隔） 合計所要時間 

お台場学園 港区 2.3km 
お台場海浜公園前（バス停）から 
海01に乗車し東京港湾合同庁舎（バス停）で下車 

16分 

有明西学園 江東区 2.9km 
有明一丁目（バス停）から 
海01に乗車し東京港湾合同庁舎（バス停）で下車 

16分 

有明小学校 江東区 3.9km 
有明小中学校前（バス停）から 
海01に乗車し東京港湾合同庁舎（バス停）で下車 

14分 

東雲小学校 江東区 4.2km 
都橋住宅前（バス停）から 
海01に乗車し東京港湾合同庁舎（バス停）で下車 

20分 

・上記4校には校門までお迎え隊（仮称）の派遣を予定 
・それ以外の学校からは、直接TGGまでお越し願います 

 ＊初年度はお迎え隊の範囲を広げることができず予めお詫び申し上げます 

12 

お迎え隊（仮称）について 



こだわりポイント（抜粋） 
• アフタースクール専門のおやつ・お弁当外部業者に委託 

• おやつは袋菓子ではなく手作りおやつの提供 

• お肉は国産物を使用 

• 野菜は可能な限り産地指定の国産物を使用 

• ドレッシングはすべて卵・乳成分が不使用の物を使用 

  など他多数… 
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おやつ・お弁当について 



料金表 ※全て税抜き表示となります 

入会金 初回のみ ¥30,000 
諸経費 月額 ¥2,000(週2/3),  ¥3,000(週4),  ¥3,500(週5) 

週5回 ¥54,000 
週4回 ¥48,000 
週3回 ¥39,000 

各小学校までのお迎え   600円/回    ＊初年度は江東区立有明西学園、有明小学校、東雲小学校、港区立お台場学園に限り校門までお迎え 

                                 お子様の交通費は自己負担になります 

おやつ手配           200円/回      ＊袋菓子ではない手作りお菓子 原則全てのお子様にご注文をして頂きます 

食事手配            850円/回     ＊栄養管理や素材・調味料に配慮した健康を気づかったお弁当 

延長料金            600円/30分    ＊18時30分以降からの適用で最長20時までお預かり  

教材費                           ＊実費負担 

アフタースクール費 （月額） 

長期休暇時のアフタースクール費  

一日預かり 日額 ¥7,000 （9時～18時） 
半日預かり 日額 ¥4,000 （AMコース：9時から13時、PMコース：14時～18時） 

その他の諸経費 

※ 学校がある日の下校時刻から18時30分までのお預かり料金（8月を除く） 

※ 春・夏・冬休みなどの学校がない日のお預かり料金（アフタースクール受講生対象の特別料金） 

オプション（有料） 

週2回 ¥28,000 
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諸経費 日額 ¥200(半日諸経費）、  ¥400(一日諸経費)   

■入会金特典について 
以下①②のいずれかの方法で、「TGG スクール by LCA」で開講する3つのスクール（アフタースクール、Weekendプリスクール/ミュージカルスクール）を受講される場合には、 
入会金の割引をさせていただきます 
①一人のお子様が2つ以上のスクールを受講される場合／②ご兄弟で受講される場合 
これらの場合、2つ目以降・2人目以降の受講については、通常入会金3万円（税抜き）を1万円（税抜き）とさせていただきます 



月 火 木 金 

科目 プログラミング＋電子工作 Mix（アート、音楽、自然観察） チアダンス 
プログラミング 

＋ 
ロボット 

受講料(税抜き) 10,000/月(3回) 15,000/月(各1回で計3回) 10,000/月(3回) 10,000/月(3回) 

プログラム詳細 

 
前半はScratch Jrなどの幼児向け
プログラミングやデジタルお絵かき
を組みわせながら楽しく基礎を学
びます。 
 
後半はセンサーなどを使って現実
の世界とプログラミングを組み合わ
せた電子工作をします。 
 
 
 

 
アートは英語絵画教室を運営するKei
先生が担当します。アメリカの大学で

Artを教える本格的な先生です。 
 
音楽は世界の打楽器で行うリズム
サークルなどを中心に楽しい音楽体
験です。NY留学経験のあるミュージ
シャン＆ダンサーのKEN先生が担当
します。 
 
自然観察はNHKなど多くのTV番組に
自然観察のプロとして出演する佐々
木洋さんが先生です。佐々木さんは
国際基督大卒で英語の教員免許を
保有しています。 

 
チアチャントと呼ばれる英語とダン
スを織り交ぜた動きを中山さんが
独自に編み出した「Pop Ring 
English] というメソッドを使い、英検4
級程度までの英語が体を動かしな
がら段階的に学べます。 

 
球形のロボットSpheroや室内
で飛ばせるトイドローンなどの
楽しいロボットをプログラミン
グの動きを学びながら自分で
動かせるようになります。 

講師詳細 

 
TOIEC980、バイリンガル育児の著
者であり英語でのプログラミング教
室の先生も担当する山移玲さんが
担当予定です。 

 
中山さんの教室で先生をしている
外国人講師が担当予定です。 

 
月曜日と同じ 

定員 20名/回 20名/回 20名/回 20名/回 

＊最小催行人数（10名/各回）に満たない場合は催行しませんので、予めご了承ください 
＊教材やユニフォームなどの初期費用が別途かかります 
＊水曜日に予定されていた「サッカー教室」は施設の都合上、開講を見合わせることになりました 
 

Option講座（習い事） 料金一覧 

予定 



  本申込から開講までの流れ  
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現在申込受付中（TGGホームページ⇒） 
 
本申込をしていただいた方に入会申込書一式を郵送 
  
入会申込書一式受領後10日以内に、 
• 入会金、4月分諸経費と月謝をお振込み 
• 受講詳細をお聞きする入会申込書のご返送 
 
オリエンテーション開催（3月21日を予定）  
 
4月8日 アフタースクール開講  
 お問い合わせやご質問は、『TGGスクール by LCA 』担当の後藤・小松までご連絡ください 

Mail: school-by-lca@tokyo-global-gateway.co.jp   TEL: 03-5962-4355 

2019年2月15日現在 
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Q.1 どのようなカリキュラム・教材ですか？ 

 LCA国際学園で開発したカリキュラム・教材をベースに、文科省が重視する4技能5領域（読む、聞く、書く、話す（やり取りと発表）） を 

 バランス良く伸ばす指導を行います。 

Q.2 一日の流れを教えてください。 

 Warm-upタイム→LCA Englishタイム→Subjectタイム（or Optionタイム）、18時半退室を基本とします。延長は最長20時まで（有料）です。 

Q.3 英語指導に関して、クラス分けや教師の人数を教えてください。 

 入会段階での英語力をもとに、初心者から英語プリスクール卒園生レベルまで、10人前後のグループに分け各人の英語レベルに合わせた
 レッスンを提供いたします。教師は全員指導経験豊かなネイティブスピーカーです。 

Q.4 振替制度はありますか。 

 回数に制限を設けて振替制度を行う予定です。また、月曜日は祝日が多いため、月曜日受講は標準回数規定に対して6日分少なくなって
 おります。不足分は長期休暇中の指定日に振替をしていただけます。 

Q.5 Option講座（習い事）とは何ですか。 

 プログラミングやダンスなどを英語で学ぶ習い事です（受講費は別料金）。4月の無料体験レッスン実施後に正式な申込みを承り、 

 5月から開始を予定しております。尚、水曜日に予定しておりました「サッカー教室」は施設の都合上、開講を見合わせることになりました。 

               その他講座も正式申込時点で最小催行人数に達しない場合、開講されない場合もございますので予めご了承ください。 

Q.6 お迎え隊（仮称）とは何ですか。行きのお迎えに関して教えてください。 

 お迎え隊（仮称）は近隣の小学校に限り、下校時間に校門までTGGスタッフがお迎えにあがるサービス（有料）です。 

       尚、このサービスをご利用されない方はお客様自身でTGGまでお越しいただきます。  

Q.7   帰宅について教えてください。   

 原則保護者にお迎えに来ていただきます。 

Q.8 子供を預けている間、保護者が待つスペースはございますか？ 

 TGG一階にカフェ（休憩スペース）がございます。そこでお待ちいただけます。 

Q.9 長期休暇中のお預かりについてどのような運用になるのか教えてください。 

 別途開講カレンダーの緑色日を長期休暇日として、9時から18時で開講します。 

         半日コース（9-13時と14-18時）と一日コース（9-18時）があり、延長も最長20時まで可能です。お預かり内容については、   

         レッスンカリキュラムも含めてその詳細を6月上旬までにご案内、お申込を予定しております。 

 
 
 

 これまでの説明会でのQ&A集 アフタースクール 


