
東京都教育委員会と
株式会社TOKYO  GLOBAL  GATEWAYが提供する

東京都英語村

大学・専門学校・企業向けプログラム
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株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY 取締役　COO
拓殖大学　商学部　教授

長尾 素子

自然と英語を話したくなる雰囲気の中で、イングリッシュスピーカー（ES）とのや
り取りや、様々なプログラム体験を通して「わかる喜び」「伝わる喜び」を実感で
きます。レベルもCEFR-Jに基づく難易度設定と、ESが個々の英語レベルに合わ
せて発話をサポート、無理なく学修できる環境を整えています。

まるで海外にいるかのような
非日常空間で成功体験が得られる！

入場から施設を出るまで、8名に1人のESが付き添い、英語学修をサポートします。
TGGには、十分な研修を受けた様々な国籍のESが在籍しており、英語漬けの体験
が可能です。またESは英語力だけではなく、ファシリテーション力やコミュニケー
ション方法、マナーなど、採用時から着任後も十分に研修を受けています。

イングリッシュスピーカー（ES）が
参加者の英語学修をサポート！

英語の学修はもちろん、マーケティングやスピーチ、SDGsや日本文化の理解など、
英語をツールとして使いながら、将来社会に出てから役に立つ知識を学ぶことが
可能です。国際機関や企業、海外の団体と連携し、学生が社会の動向やダイバ
ーシティを肌で感じ、TGGでの経験を通して世界に目を向けるきっかけとなります。

社会に出てからも通じる
知識やスキルを英語「で」習得！

　TGGの特長は、英語を使いたくなる環境とプログ
ラムから生み出される積極的なコミュニケーショ
ンです。 ゲートの先には英語が飛び交う世界が広
がり、最新の知見に基づいたオリジナルプログラ
ムを体験できます。
　その環境とプログラムを、50を超える国と地域
をバックグラウンドに持つイングリッシュ・スピ
ーカーがつなぎ、言語や文化を越えたコミュニケ
ーションが生まれます。
　日本経済団体連合会（経団連）は、毎年「新卒
採用に関するアンケート調査」の結果を発表して
います。企業が採用で重視する点は、「コミュニケ
ーション能力」が連続で1位です。グローバル化す
るビジネスにおいては、外国人も含めた「異なる他
者」との関わり方がますます重要になるでしょう。
　コミュニケーション研究者SpitzbergとCupachは、

「コミュニケーション能力」とは「知識」「技能」「動
機」であると述べています。「知識」や「技能」は
学校教育で修得できますが、いくら知識や技能を
学んでも、他者との関わり、異質なものへの関心が
なければ、「コミュニケーション能力」を有してい
るとは言えません。他者への関心を高めるために
は、様々な人とのリアルなコミュニケーション体
験の場が必要です。
　TGGはこのような動機づけの場を提供するべく、
外国人とリアルなコミュニケーションを体験でき
るようにデザインされています。グローバル社会
で必要な「コミュニケーション能力」の育成にTGG
をぜひお役立てください。

⇒プログラム内容については4、5ページをご覧ください。

アトラクション・エリアと
アクティブイマージョン・エリアの2エリアで展開！

英語「を」活用！
アトラクション・エリア
日常生活でのコミュニケーションを
さまざまな場面で体験できます。

英語を用いて、実践的かつ探求的な学修を、
グループワークで体験します。

英語「で」学ぶ！
アクティブイマージョン・エリア

TOKYO GLOBAL GATEWAYがお贈りする
英語体験プログラムの3つの特長
TGGは、コミュニケーションツールとしての英語を通じ、
多様な人 と々つながる成功体験を創造し、
英語で伝わる感動、わかる感動、協働する感動を提供します。

　TGGでは、CLIL（内容言語統合型学修）という考え方を積極的
に取り入れて、アクティブイマージョンのプログラムを開発して
います。アクティブイマージョン・エリアでは、グループでコミ
ュニケーションを取りながら何かのトピックについて体験する
ことによって、英語と同時に専門的知識を身につけることを念
頭に置いています。例えば、英語でプログラミングを学ぶプログ
ラムでは、スペシャリストは学生がわかりやすいように、必要な
単語や文法のサポートを入れつつ、豊かな交流を通してプログ
ラミングを学んでいきます。そのことにより、プログラミングに

ついての知 識を深めるだけでなく、実際の行動を伴う場面で「こ
ういう単語を使うのか」「だからこの文法は重要なのか」と体感
でき、英語の学修効果が高まります。まさに一石二鳥のやり方
です。TGGでの半日または一日の活動は、学生の皆さんにとって
有意義な刺激となり、それを通常の英語授業と絡めていくこと
で、中・長期的な効果が期待できます。引率の教員にとっても、
これからの英語授業へのヒントとしていただければと願ってい
ます。TGGを使って、CLILを取り入れたプログラムを存分に体験
していただきたいと思います。

ＣＬＩＬを取り入れたプログラムでリアルな体験を

運営指導委員
上智大学外国語学部教授

和泉 伸一
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チャレンジエリア
キッズゾーン

グローバルステージ

acilityF 施設

３フロア、総面積約7,000㎡の
広大なスケールで展開

※イラストは実際の施設と異なる場合があります。
※プログラム可能エリアの総面積に対して、1教室を文
部科学省が国庫補助基準としている74㎡で算出。

2階にはアトラクション・エリア、3階にはアクテ
ィブ・イマージョン・エリアを中心に展開。
7,000㎡は一般的な学校の80教室分※にもなります。

アトラクション・エリア

アクティブイマージョン・エリア
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施設のフロアマップと各スペースをご紹介。
エントランスは空港をイメージした空間で
皆様をお出迎えします。
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rogramP プログラム

アトラクション・エリア ミッションカードを使って海外で
遭遇しうる多様な場面に挑戦

ここでは、日常生活を想定したプログラム（１ゾーンあたり３種類）を体験。
様々なシーンでのやりとりを通して、海外生活を疑似体験でき、
留学や海外研修の準備の場として、ご活用いただけます。

プログラム（各ゾーン60分） ミッション例

エアプレイン ・機内の座席につき、客室乗務員とのやりとりを通して機内食を選んだり、必要なアイテムを頼む。
・座席変更をお願いしたり、遅延で乗り継ぎ便に間に合わないなどのトラブルに対処したりする。

スーベニアショップ ・エアポート内のお土産売り場の店員に、自分の要望を伝えながらお土産や旅に必要なアイテムを入手。
・不良品の交換や税金の払い戻しを要求し、要望をかなえるために交渉する。

レストラン ・エアポート内のレストランの店員に、グループごとにテーブルについて、希望の食べ物や飲み物をオーダーする。
・特定の食材を避けて注文したり、注文と違う料理が運ばれてきたなどのトラブルに対処したりする。

ホテル ・ホテルのフロントでスタッフに客室に関する要望を伝えたり、利用したいサービスについてたずねる。
・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。

・薬局で用途や希望を店員に伝えながら日用品などのアイテムを購入。症状を伝えて薬を入手する。
・症状を伝え必要な薬をもらったが、体質に合わない成分を含んでいるので交換したいといった要望を伝える。

・留学先の大学の学生窓口カウンターで、学校生活に関連する手続きについて確認したり、イベント参加申込をする。
・キャンパス内のアルバイトについて質問した上で、希望のシフトなどを伝えて応募に必要な情報を得る。

クリニック ・怪我や病気の想定で、クリニックにいる医者に状況を説明し、必要な薬を処方してもらう。
・体調不良で受診するが、翌日大事な試験があるので眠くならない薬を処方してもらいたいなどの希望を伝える。

・ファーストフード店で希望の食べ物や飲み物を注文。セットメニューのほか、具材を選ぶなどのカスタムオーダーをする。
・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を注文する。

・キャンパス内のブックストアで、ロゴ入りグッズや授業に必要な図書や文具を購入。
・授業に必要なテキストを購入したが、そのクラスの履修を取り消したので返品をする。

・海外の食料品店で店員と会話しながら必要なアイテムを購入。サイズや色などの希望を細かく伝える。
・クーポンなどを使ってお得に買い物をしたり、不良品の払い戻しを要求したりする。

・旅行代理店で人数や行き先などの基本情報を伝えながら、旅行プランを決定する。
・すでに立てた旅行プランの交通手段や滞在期間を変更したり、ホテルをアップグレードしたりする。

・キャンパス内のカフェで、授業の合間に軽食や飲み物を注文する。
・購入したタンブラーが割れていたので新品と交換してほしいことを伝える。

グローサリーストア

ファーマシー

ファストフード

トラベルエージェンシー

スクールオフィス

ブックストア

カフェ

英語「を」活用する「アトラクション・エリア」と英語「で」学ぶ「アクティブ
イマージョン・エリア」のプログラムをご紹介します。

　使える英語力を身につけるにはPICサイクル®をつねにま
わすことが必要です。PはPractice（練習）の頭文字で「個人
学修」の意味です。IはInteraction（対話練習）で、クラスメー
トや先生などと英語で行う「やり取り」の練習のことです。こ
の２つだけでは不十分で、3番目の要素であるCommunication

（実践）が不可欠です。しかし、日本では日常生活において英
語を使う実践の場面があまりないため、このサイクルをまわ
しきれていない学修者が多いのが実情です。

　TGGは、実践の場面に限りなく近い状況において英語を使
っていただく環境を提供しています。大学生や専門学校生の
興味関心や英語力にあったプログラムも豊富に揃えています。
例えば、Act ive Immers ion Areaでは、「マーケティング」

「SDGs17：地球の17の目標」といった実践的でアカデミック
な内容について英語「で」学び、英語「で」グループワーク
やプレゼンテーションを行うといった学修体験ができます。
ぜひご活用ください。

TGGで英語を実際に使う体験を！

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

松本 茂

撮影／藤田浩司
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プログラム（各プログラム60分） 内容例

ニュース取材
Experiencing News Reporting

マナーや質問の仕方などを含む一般的な取材方法を学んだ上で実際に取材体験をし、グループワークで情報
を共有、整理する。その後、要旨が伝わる記事制作をし、リード文などをグループごとに発表する。

ニュース番組制作
Original News Program

時事ニュースや天気予報に触れながら、見せ方や伝え方などオーディエンスを意識した情報発信力を養う。ディ
レクターやキャスターなど役割分担し、グループごとにオリジナルのニュース番組を制作する。

ショートムービー制作
Media and Information Literacy

ショートムービー制作を通じて、メディアリテラシーと表現手法を学ぶ。情報発信時の配慮やユニバーサル表
現、演出手法を学びながら、効果的な動画制作を実践する。

マーケティング
Marketing

マーケティングの基礎知識を学びながら、商品やサービスを提供する側の視点を体験するプログラム。商品
開発や販売促進のためのクリエイティブな発想力を養う。

スピーチテクニック
Public Speaking

身の回りの事柄など特定のトピックについて、スピーチの構成や伝え方のスキルを学ぶ。また、立場や感情
の効果的な伝え方を身につけ、実践的な発表力を高める。

おもてなし文化を世界へ
Introducing “Omotenashi” Culture

風呂敷を使い「包む」「折る」「飾る」などで表現される日本のおもてなし文化について体系的に学ぶ。さらに、
どのように伝えるのが効果的かを考え、分かりやすく紹介するための表現を学修する。

日本のお茶文化体験
Tea Ceremony 

伝統的な茶道の所作や茶室の装飾について学び、理解を深めながら茶道を体験する。和のおもてなしの心を
育み、英語で茶道を伝えるプログラム。

東京の魅力紹介
Attractions of Tokyo

「外国から来た方々に東京の魅力を紹介する」をテーマに学ぶプログラム。訪日外国人の傾向をリサーチし、
都内でおすすめしたいスポットや食事などを紹介するためのプレゼン用コンテンツを制作する。

SDGs 地球の 17の目標
The 17 Sustainable Development Goals

国際開発協力機関との共同開発プログラム。「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : SDGs）
について学び、発展途上国だけでなく多くの先進国も様々な課題を抱えていることを理解し、話し合う。

環境維持と地球の未来
（地球の未来と森の役割）
Environmental Sustainability

紙の大量消費について学び、生産者や消費者、森で生活する動物など立場が異なる当事者の主張をもとに、
環境問題やエコを考える環境教育プログラム。

SDGsの視点から
世界の貧困問題を考えよう
World Poverty through SDGs

SDGs の目標 1「貧困をなくそう」と目標 2「飢餓をゼロに」を学ぶ。世界の各地域における社会的課題につ
いて、グループに分かれてディスカッションを行う課題解決プログラム。

TGGで多文化理解
Cultural Understandings

様々な国の文化や価値観に触れ、その背景や考え方を理解する。お互いの文化や価値観を尊重する重要性
を認識するプログラム。

演劇
Performing Arts

与えられた設定にあわせて即興劇を作り上げるプログラム。ボーカルトレーニングやマイム、寸劇を体験し、
演劇ならではの発声方法や豊かな表現力を身につける。

インフォグラフィック
Infographic

情報やデータをビジュアルでわかりやすく表現するインフォグラフィックを作成し、その使い方や効果を学ぶ。

アクティブ イマージョン・エリア SDGｓ、国際問題やビジネス・プログラムなどに英語「で」挑戦

ここでは、プロジェクトベースドラーニングを通じて、英語で専門知識を身につけられるプログラムを体験。
国際開発協力機関や環境保護団体との共同開発プログラムを体験することで、
グローバルな視点で物事を捉える力を養います。また、ニュース取材体験やマーケティングで、
ビジネス感覚やキャリア観の育成にもご活用いただけます。

※マーケティング、東京の魅力紹介、SDGs 地球の17の目標は120分プログラムもございます。
※日本のお茶文化体験は120分プログラムのみです。
※アクティブ・イマージョンエリアではグループをサポートする「エージェント」に加えて、専門知識を備えた「スペシャリスト」がプログラム全体を運営します。
※レベルは中級（英検3級レベル）・中級（準2級レベル）・上級（2級レベル以上）の３種類から選択いただけます。

Career Overseas Studies Culture&Tourism Global Issues Arts&Performance STEM

QRコードからプログラム詳細をご確認いただけます。
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10：45～11：45

振り返り
～15：55

入場

休憩

休憩

1日コース
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1日コース
半日コース 5,500円

10,725円
日帰り

すべて1名様の税込料金

ow to useH
■プログラム編成の例

ご利用イメージ

以下は一例です。目的にあわせたプログラム、時間割編成が可能です。
まずはご相談ください。

●実社会で求められる情報の利活用手法と
社会的課題に向き合う姿勢を育む

●ボーダーレスな国際社会における、キャリ
ア形成への意識とスキルを養う

大学での学修意欲を引き出し、学生生活への適応を高めます

・キャンパスゾーン
・トラベルゾーン

・ニュース番組制作
・スピーチテクニック
・演劇

新入生オリエンテーション

［アトラクション・エリア］ ［アクティブイマージョン・エリア］

実際に起こり得る場面をリハーサルし、海外生活への適応を高めます

・エアポートゾーン
・キャンパスゾーン
・トラベルゾーン

・東京の魅力紹介
・おもてなし文化を世界へ
・スピーチテクニック

留学前研修・グローバル人材育成研修

［アトラクション・エリア］ ［アクティブイマージョン・エリア］

多彩なプログラム体験で、国際社会に対峙するマインドセットを身につけます

・ニュース取材
・インフォグラフィック
・スピーチテクニック

・マーケティング
・SDGs17：地球の17の目標
・環境維持と地球の未来

キャリア形成

[アクティブイマージョン・エリア] ［アクティブイマージョン・エリア］

公式ウェブサイト（https://tokyo-global-gateway.com）の予約フォームに
て必要な情報をご入力し、お申込みください。

ご予約のお申込み1

TGGより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TGGでの体験の振り返りを行っていただけます。

事後のフィードバック6

お申込みを受付した旨を自動返信メールでお知らせします。後日、TGG
より申込書を発送致します。申込書ご記入の上、返送いただきご予約が
完了となります。

ご予約完了2
原則として、ご利用後1週間以内にご請求書をお送りしますので、支払期
日内（ご利用月の翌月月末まで）に金融機関へお振込みください。

ご精算5

利用者全員がそろったところで8人1組に分かれて、いよいよ入場。ご予約
いただいたプログラムをエージェントのガイドで体験していきます。

ご来場4

8人1組にグループ分けをしていただきます。事前学習教材（PREP BOOK）を、
TGGウェブサイト（学校マイページ）よりダウンロードしてご利用いただけ
ます。また、事前学習に利用できる動画もご覧いただけます。パスポート、ネ
ームカード等は当日現地での配布となります。

事前のご準備3

ご
利
用
の
手
順

※キャンセル
ポリシーはこちら

※施設ご予約・
利用規約はこちら

■キャンセルポリシー
オールキャンセル/日程変更/コース変更の場合
・ご利用日の91日前までキャンセル料は不要です。
・ご利用日の90日前~61日前 利用料金（税込）の30%
・ご利用日の60日前~31日前 利用料金（税込）の40%
・ご利用日の30日前~前日 利用料金（税込）の50%
・ご利用日当日 利用料金（税込）の100%
人数減の場合
・ご利用日の61日前までキャンセル料は不要です。
・ご利用日の60日前　予約数の「30%以上」または「20名以上」どちらかの減員分料金（税込）の40%
・ご利用日の30日前~前日まで　減員分料金(税込)の50%
・ご利用日当日　減員分料金（税込）の100%

※減員がある場合は1営業日前の17:00までにご連絡をお願いたします。
※詳細は、ページ上部の「キャンセルポリシー」QRコードからご確認いただけます。
※今後の感染拡大状況によって内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※大学・専門学校・企業様のご利用施設は東京都江東区青海のTGG BLUE OCEANになります。

（複数日利用いただける「国内留学プラン」もご用意）

●オリエンテーションをキャンパス外で行うこ
とにより、大学生活への期待創出をはかる

●キャンパス内での仲間意識、居場所づくり
に役立つ

●高校までとは異なる英語学修への意識づけ

《期待される効果》
●留学の意義と目的を再確認し、そのために
必要な準備を促す

●グローバル人材としての自覚（意識改革）と
英語学修への意欲向上を促進

6



ご利用事例

aseC 大学・短期大学・専門学校・企業様利用事例のご紹介

2022年度は、全国から100以上の高等教育団体や企業様がご予約。
学校様単位のグローバル教育研修や国際交流実習、学科単位での
新入生オリエンテーションやキャリア実習、留学前研修等での
複数日利用まで、多数の学生・教職員の皆様がご利用中です。

大学・専門校・企業ご利用事例（国際交流実習・新入生オリエンテーション等）

複数日プランご利用事例（留学前研修・国内留学・キャリア形成PBLインターンシップ研修等）

▼グローバル人材育成研修
中央大学　理工学部ビジネスデータサイエンス学科様
理工系グローバル人材を目指す動機付け研修として、SDGsや東京の魅力紹介をテー
マに英語で実践的に学ぶ、アクティブイマージョンプログラム等をご利用。
明治大学　経営学部様
海外留学や国際ビジネス分野で活躍する「グローバル経営人材」育成の一環として、
英語学習・海外留学への動機付けを目的に、ニュース番組制作等をご利用。
＜参加学生からのコメント＞

「どのプログラムも楽しくて充実した一日を過ごせた。なかなか出来ない体験ができた。」
「まず何より楽しかった。リアルにネイティブの方と話す機会があり身になった気がする。」
「スタッフの方が明るく優しい方ばかりで、失敗を恐れずに、みんなで協力して英語を勉強
することが出来た。」「自分の英語が伝わらないもどかしさを感じ、もっと英語学習を頑張ろ
うというモチベーションにつながった。」

▼新入生オリエンテーションプラン
拓殖大学　商学部国際ビジネス学科様
学生同士の仲間作り、大学で学べる英語学修への動機づけ目的でご利用。
総合学園ヒューマンアカデミー横浜校様
コミュニケーションスキルを高め、円滑な学園生活をスタートさせる目的
でご利用。
＜引率の先生からのコメント＞
英語が苦手な学生も多い当学園の学生ですが、TGGのエージェントの皆様や施
設の皆様のおかげで最後は晴れ晴れとした表情で感想を伝えてくれています。
最速で学生同士の距離を縮める事ができるこの体験を引き続き利用させて頂
きたいと思っております。

▼4日間国内留学プラン
関東学院大学様
国際センター様が1日留学体験コースご利用後、国際文化学部様の国際交
流実習の一環として、国内留学プランを４日間ご利用。
札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科様
海外への短期留学の代替プランとして国内留学プランを3日間＋半日ご利用。

▼海外インターンシップ渡航前2日間英語研修
株式会社スパイスアップ・アカデミア様
全国30大学で公式プログラム採用された海外ビジネス体験インターンシ
ップ「サムライカレービギナーズ」の渡航前英語研修として、TGGを2日
間ご利用。夏休み期間の海外ＰＢＬ内容と連動した合計８つのプログラ
ム（ニュース取材・スピーチテクニック・SDGs・多文化理解等）を体験後、
ベトナムへ渡航。
現地で2週間、TGGで学んだ英語での取材・マーケティング活動で得た屋
台ビジネス収益で、学校や施設に救援物資や絵本を寄贈する国際貢献プ
ロジェクトを実践。

ご利用事例詳細 プラン一覧

国内留学プラン詳細

海外インターン
シップ詳細

新入生オリエン
プラン詳細
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ⓒ TOKYO GLOBAL GATEWAY Co., Ltd. All rights reserved.　☆☆☆☆☆本紙の内容は予告なく変更する場合がございます

名称 株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY

役員構成 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）
 取締役・COO 長尾 素子（拓殖大学商学部教授）

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、
 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

2018年9月6日 開業

会社概要

設立までの流れ

httpｓ://tokyo-global-gateway.com
最新情報を更新中！

検 索TGG東京都英語村
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Aアクセス

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 1～3階所在地

ゆりかもめ「テレコムセンター」駅　徒歩2分
りんかい線「東京テレポート」駅　都営バス約8分
主要駅からの所要時間　新宿駅から約40分　東京駅から約30分　立川駅から約90分

電車でお越しの方

都営バス　海01系統：門前仲町駅 発
都営バス　波01系統：東京テレポート駅前 発
　　　　　　　　　→「東京港湾合同庁舎前」下車すぐ

バスでお越しの方

都心方面から　首都高11号台場線「台場」出口から5分
横浜方面から　首都高湾岸線「臨海副都心」出口から3分
千葉方面から　首都高湾岸線「有明」出口から7分

車でお越しの方

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）

お問合せ先

ccess

TGG

立川 新宿 東京
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