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はじめに
TOKYO GLOBAL GATEWAY では
イングリッシュ・スピーカーを多く配置し
リアルな体験を通して英語学習をより効果的に行います

今、英語学習に足りないのは“実践の場”
私は常日ごろ、英語学習には PIC サイクルが

すための訓練を受けたイングリッシュ・スピーカ

重要であるとお話ししています。P は Practice

ーが大勢配置されます。子供たちには、ぜひ英語

（練習）の頭文字で個人の学習、IはInteraction（対

を話す喜びを知ってもらい、日々の英語学習意欲

話活動）の頭文字で英語を使う練習、つまり学校
の 授 業、C は Communication（ 実 践）の 頭 文 字
撮影／藤田浩司

プログラム監修者
立教大学経営学部教授

松本 茂

を高めてほしいと思います。
TGG のプログラムは、新しい学習指導要領が

で、実際の場面で英語を使う機会にあたります。

掲げる目標や指導内容を踏まえています。その

C の機会が非常に少ないため、P と I が十分であ

上、プログラム内容、設備、イングリッシュ・ス

ってもサイクルが機能せずに、日本人の英語力が

ピーカーを数多く配置している点など、学校現場

なかなか伸びない、と主張しています。

ではなかなか実現できない環境が TGG にはあり

アトラクション・エリアでは、海外での生活を
疑似体験できます。この実践的な場には、英語の

ます。授業と連動させて活用していただくことを
強くお薦めします。

正確さを目指すよりも英語を使う楽しさを醸し出

CLILを取り入れたプログラムでリアルな体験を
TGG では、CLIL（内容言語統合型学習）という
考え方を積極的に取り入れて、アクティブイマー

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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り、料理ができるようになるだけでなく、実際の
行動を伴う場面で「こういう単語を使うのか」

ジョンのプログラムを開発しています。アクティ

「だからこの文法は重要なのか」と体感でき、英

ブイマージョン・エリアでは、グループでコミュ

語の学習効果が高まります。まさに一石二鳥のや

ニケーションを取りながら何かのトピックについ

り方です。

て体験することによって、英語と同時に専門的知

TGG での半日または一日の活動は、子供たち

識を身につけることができるプログラムを提供す

にとって有意義な刺激となり、それを通常の英語

ることを念頭に置いています。

授業と絡めていくことで、中・長期的な効果が期

例えば、英語で料理を学ぶプログラムでは、ス

待できます。引率の教師にとっても、これからの

ペシャリストは生徒がわかりやすいように、必要

英語授業へのヒントとしていただければと願って

な単語や文法のサポートを入れつつ、豊かな交流

います。TGG を使って、CLIL を取り入れたプロ

を通して料理を学んでいきます。そのことによ

グラムを存分に体験していただきたいと思います。

TGGのイングリッシュ・スピーカーが

「リアルな体験」
ができる
「実践の場」
を実現！
TOKYO GLOBAL GATEWAY
（TGG）
には、児童・生徒に English only の環境を提供する専門のスタッフがいます。
いくつかの職種がありますが、そのなかでTGGの特徴的な2つの役割をご紹介します。

児童・生徒8人に1人
TGGでの活動に
付き添う強い味方
エ ー ジ ェ ン ト

“Agent”

TGG の学校利用プログラ
ム最大の特徴は、児童・生
徒8人に1人のエージェン
トがずっと寄り添い、英語
での発話を促すところにあ
ります。

児童・生徒の発言を引き出し
常にサポートしうる
コミュニケーション力を重視
ただ英語を流暢に話し、教えるだけでなく、日
本の児童・生徒とのコミュニケーション方法に
ついてもしっかりと研修を受けています。グロ
ーバル人材のロールモデルとなるよう、マナー
にも気を配ります。

英語で学ぶ環境を提供する
各プログラムの専門家
ス ペ シ ャ リ ス ト

“Specialist”
スペシャリストは、アクティブイマージョンエリア
において、それぞれが各プログラムについての専門
性をもって指導にあたります。英語を教えるだけで
なく、英語「で」教えるために、アクティブイマージ
ョンプログラムを牽引する指導者役です。

“Student Agreement”
TGGでは、英語の間違いを恐れ
ず積極的に発言する姿勢、他者の
意見に耳を傾け尊重する姿勢、皆
で協力して課題を解決しようとす
る姿勢など、子供たちの意識を喚
起する行動ルールを定めてまいり
ます。
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フロアガイド
Floor Guide

TGGの全貌を豊富なビジュアルとともにご紹介します。
ご利用時のイメージづくりにお役立てください。

エントランスホール

グローバルステージ

160名

さまざまなイベントを実施する多目
的ホールです。エントランスホール
やグローバルステージでエージェン
トと出会い、TGG体験がスタートし
ます。

空港をイメージしたエントランスのデザインには、外国人デザ
イナーを起用。エントランスにあるゲートをくぐった瞬間から、
英語コミュニケーションの世界に旅立ちます。

1Fでは同時に300名
程度を受け入れ可能
です。

※ 72名 …各エリア／部屋等の収容人数

6

1F

※本誌掲載のすべてのイラストは設計図を元に描き起こした完成予想図であり、実際とは異なる場合があります。

エントランスホール
ここから入場します

アトラクション・エリア
▲

12ページ

トラベルゾーン

72名

海外にいるかのようなリアルな空間で、日常生活をイメージした
英語コミュニケーションにチャレンジ！ ２階には３つのゾーン
があり、どのゾーンを選択しても幅広いテーマにトライできます。

ホテルゾーン

エアポートゾーン

72名

72名

トラベルエージェンシー Travel Agency

ホテル Hotel

エアプレイン Airplane

ファーマシー Pharmacy

クリニック Clinic

レストラン Restaurant

ファストフード Fastfood Shop

グローサリーストア Grocery Store

スーベニアショップ Souvenir Shop

各アトラクションは「ス
トリート」に面しており、
海外の街中にいるような
雰囲気を演出。日常から
離れ、積極的に英語を話
してみたくなるようなシ
チュエーションです。

テラス
TGGの広場です。ここでエージェントと
ともにチームビルディングをしたり、終
了時の振り返りをしたりできる空間です。
学校ごとの集合場所などにも使えます。

トラベル
ゾーン

ホテル
ゾーン

エアポート
ゾーン

ストリート

アクティブイマージョン・エリア

キッズゾーン
幼児向けプログラムの実
施をイメージした空間で
す。状 況 に 応 じ、学 校
での利用時にも開放する
ことがあります。

アクティブイマージョン・エリア

チャレンジエリア
おもに初級〜中級レベルのアクティブイマージョンプ
ログラムを実施。A〜Dの４つのスペースに分かれて
います。

2F

32名 B32名 C48名 D48名

A
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アクティブイマージョン・エリア

このエリアは「スペシャリスト」と呼ば
れる各プログラムの指導者が担当し、エ
ージェントはグループでの活動や活動中
の発話サポートを行います。

▲

22ページ

さまざまなテーマを英語
「で」
学ぶのが、このアクティブイマージョ
ン・エリア。グループでのディスカッションや作業を通じて、英語
学習と同時に特定分野の知識、思考を深められます。

クラフトラボ Craft Lab 56名
サイエンスラボ Science Lab 56名
クッキングスタジオ Cooking Studio 56名
アクティブイマージョン・エリアには、さまざまな特徴を有する部屋が
いくつも用意されています。それぞれのプログラムの特性を効果的に発
揮するため、各部屋には必要な器具や備品が用意されています。
クラフトラボでは工作など手作りでの制作を、クッキングスタジオには
IHコンロや水道などが設置され、実際に調理を行うことが可能です。サ
イエンスラボではプログラミングや実験・観察など科学的テーマを扱い
ます。
※プログラムによっては部屋の特性にかかわらず実施することもあり、必ずしも理
科＝サイエンスのように一致しない場合があります。

クッキングスタジオ

クラフト
ラボ

クッキング
スタジオ

ジャパニーズ
カルチャー
スペース

サイエンス
ラボ

オーバーシーズ
・スタディ
ルーム

3F
リサーチ
ラボ

キャンパス
ゾーン

スタジオ
A

グループでのディスカッションやディベートなどに最適なスペースを用意。
「調べたことを活用する」
ために英語の書籍を多数配置してあるほか、通常
のプログラムも実施可能です。ここでは、TGGでの学習の振り返りを行う
ことも可能です。
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テック
ラボ

ジムナジウム

リサーチラボ Research Lab 48名

メディア
ラボ
スタジオ
B

リサーチラボには、プレゼンテーションルームが２つあ
ります。プレゼンテーションと質疑応答など、英語での
発表や、スピーチのトレーニングも実施できます。また、
インターネットを通じて海外の学校などと接続してリア
ルタイムコミュニケーションを行うことも想定しています。

※本誌掲載のすべてのイラストは設計図を元に描き起こした完成予想図であり、実際とは異なる場合があります。

ジャパニーズカルチャー・スペース 24名
国際社会に向け、英語で日本文化を発信することができるようになるこ
ともTGGでは重視しています。そのために、日本固有の文化を体験する
ためのスペースを用意。ここでは、当初は茶道プログラムを実施します。
そのほか、このエリアにはさまざまなプログラムを実施することができ
る多用途な部屋や、各プログラム実施のための準備室などがあります。

オーバーシーズ・スタディルーム

32名

「日本にいながら留学体験@TGG」
（40ページ参照）を実施します。オ
ーストラリア・クイーンズランド
（QLD）
州との共同企画で、実際の海外
での授業を体験できます。

スタジオ A・B Studio A・B A48名 B32名

メディアラボ B

スタジオAは防音が施されているので、音が出るプログラムを実
施できます。
スタジオBは大きな窓のある開放的なスペースで、さまざまなプ
ログラムを実施できます。

メディアラボ A

テックラボ Tech Lab 48

名

PCやネットワークを利用したプログラムを実施。室内の全員を
同時に通信可能にするようWi-Fiも増強されています。

ジムナジウム Gymnasium

A・B

メディアラボ A・B Media Lab A・B 32名

32名

開放的な広場であると同時にダンススタジオのようなスペース。
壁一面が鏡になっているので、パフォーマンス系プログラムの実
施に最適です。

※

マスコミなどのメディアによる発信体験を行う場所。メディアラ
ボ Aはカメラや映像・音声機器を備えたスタジオになっており、
ニュース番組の制作体験ができます。メディアラボBはスタジオ
で収録する番組のための準備スペースであると同時に、新聞制作
のためのスペースでもあり、そのためのプログラム開発を予定し
ています。
※プログラムの運用により、24名で実施する場合があります。

アトラクション・エリア

キャンパスゾーン

72名

３階のアトラクション・エリアには、おもに中・上級プログラムを実施するキャンパスゾーンを配置。ここで
は海外留学をイメージし、実際の学校生活で必要になるコミュニケーションシーンを体験することができます。

スクールオフィス School Office

ブックストア Book and Stationery Shop

カフェ Cafe

総面積は約7,000平方メートル！
スケールの大きな
「異空間」
で
コミュニケーションを楽しもう！
TGGの空間は、日常から離れた特別な雰囲気を醸し出しま
す。そんな「いつもと違う」環境のなかで、いつもと違う言
葉を使って、グローバルな世界を体験してください。児童・
生徒のみなさんがグローバル社会に向かうための「ゲートウ
ェイ」として、この大きな異空間をご活用ください。
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プログラム一覧
Programs

TGGでは、学んできた英語“を”活用できる「アトラクション・エリア」と新しいことを英語“
で
”学べる
「アクティブイマージョン・エリア」の２つのエリアをご体験いただけます。児童・生徒の皆さまの英語
色が濃い箇所は、校種・英語レベルともに問題なくご体験いただけるもの、色がう
レベルと発達段階に合わせて各プログラムを開発しています。すい箇所は、発達段階の観点などからご体験いただく際の配慮が必要なものです。

アトラクション・エリア
小学生対象

初級

中級

上級

エアポートゾーン➡p.14
ホテルゾーン

➡p.16

トラベルゾーン

➡p.18

中学生対象

エアポートゾーン➡p.14
ホテルゾーン

➡p.16

トラベルゾーン

➡p.18
キャンパスゾーン➡p.20

高校生対象

エアポートゾーン➡p.14
ホテルゾーン

➡p.16

トラベルゾーン

➡p.18
キャンパスゾーン➡p.20

アクティブイマージョン・エリア
小学生対象

初級

中級

上級

身近なものから効果音を作り出そう➡p.24
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コマ撮り作品を作ろう

➡p.25

橋を制作して強度を競おう

➡p.26

理想の町を作って紹介しよう

➡p.27

プログラミングを体験しよう

➡p.28

自分の未来をカードで伝えよう

➡p.29

ダンスパフォーマンスをしよう

➡p.30

ニュース番組を作ろう

➡p.31

日本文化を学んでお茶体験をしよう

➡p.32

演劇をしよう

➡p.33

東京の魅力を紹介しよう

➡p.34

マーケティングの考え方を学ぼう

➡p.35

企業を分析して投資先を考えよう

➡p.36

SDGs 地球の17の目標を考えよう

➡p.37

身近な買い物からSDGs 目標12を学ぼう

➡p.38

地球の未来と森の役割を考えよう

➡p.39

日本にいながら留学体験＠TGG

➡p.40

中学生対象

初級

中級

上級

身近なものから効果音を作り出そう➡p.24
コマ撮り作品を作ろう

➡p.25

橋を制作して強度を競おう

➡p.26

理想の町を作って紹介しよう

➡p.27

プログラミングを体験しよう

➡p.28

自分の未来をカードで伝えよう

➡p.29

ダンスパフォーマンスをしよう

➡p.30

ニュース番組を作ろう

➡p.31

日本文化を学んでお茶体験をしよう

➡p.32

演劇をしよう

➡p.33

東京の魅力を紹介しよう

➡p.34

マーケティングの考え方を学ぼう

➡p.35

企業を分析して投資先を考えよう

➡p.36

SDGs 地球の17の目標を考えよう

➡p.37

身近な買い物からSDGs 目標12を学ぼう➡p.38
地球の未来と森の役割を考えよう

➡p.39

日本にいながら留学体験＠TGG

➡p.40

高校生対象

初級

中級

上級

身近なものから効果音を作り出そう ➡p.24
コマ撮り作品を作ろう

➡p.25

橋を制作して強度を競おう

➡p.26

理想の町を作って紹介しよう

➡p.27

プログラミングを体験しよう

➡p.28

自分の未来をカードで伝えよう

➡p.29

ダンスパフォーマンスをしよう

➡p.30

ニュース番組を作ろう

➡p.31

日本文化を学んでお茶体験をしよう

➡p.32

演劇をしよう

➡p.33

東京の魅力を紹介しよう

➡p.34

マーケティングの考え方を学ぼう

➡p.35

企業を分析して投資先を考えよう

➡p.36

SDGs 地球の17の目標を考えよう

➡p.37

身近な買い物からSDGs 目標12を学ぼう➡p.38
地球の未来と森の役割を考えよう

➡p.39

日本にいながら留学体験＠TGG

➡p.40
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Attraction Area

アトラクション・エリアのご紹介
アトラクション・エリアでは、日常生活のシーンを想定した数々のプログラムをご用意しています。ま
るで海外にいるかのような擬似空間や英語を話す必然性があるシーンにおいて、英語でやりとりする楽

しさを存分にご体験いただけます。

各ゾーンのご紹介
本エリアでは「エアポートゾーン」
「ホテルゾーン」
「トラベルゾーン」
「キャンパスゾーン」の４つのゾーンがあり、
それぞれに３つずつのプログラムを設置しています。飛行機内や買い物、病院やレストランなどさまざまなシーン
をご用意し、海外での生活に役立つような場面を多様に展開しています。
（所要時間は1ゾーンあたり約1時間です）
エアポートゾーン➡p.14～15

エアプレイン

レストラン

ホテルゾーン➡p.16～17

スーベニアショップ

トラベルゾーン➡p.18～19

ファーマシー

ファストフード

ホテル

クリニック

キャンパスゾーン➡p.20～21

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

グローサリーストア

※中学生・高校生対象です。

カフェ
（ピクスタ）

発話が促される「ミッションカード」の仕組み
アトラクション・エリアでのプログラムでは、「ミッションカード」を使ってやりとりをします。「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」がカードに書かれており、児童・生徒はこの
ミッションを、店員などとのやりとりを通して達成します。児童・生徒一人ひとりに異なるカードが渡され、一
人ひとりが「伝わった！」という成功体験が得られます。

３つのレベル別展開
アトラクション・エリアでは生徒の習熟度に応じて、
「初級」
「中級」
「上級」の３つのレベルを設定しています。
店員やその場をサポートするエージェントはこのレベルを意識してやりとりをすることに加えて、状況に応じて
話すスピードを変えたり言い換えて伝えたりするので、生徒に合わせたやりとりができます。

初級のやりとり

中級のやりとり

上級のやりとり

色や形、数字などを伝えながら自分
の欲しいもの・してほしいことをか
んたんに伝えたり、店員からの質問
に答えたりします。

理由などを添えながら具体的な要望
を伝えたり、店員からの詳細な質問
に答えたりします。

問題解決などの要素を入れながら、
間違いを正したり交渉をしたりして
自分の要望を伝えます。

レベルの目安……TGGでは、
「初級」を英語初学者から英検５級レベル（CEFR-J※のA1未満）、「中級」を英検５級から準２級レベル（CEFR-JのA1~A2）
、「上級」を
英検２級レベル以上（CEFR-JのB1以上）と設定しています。
※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です。
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アトラクション・エリア

プログラムページの見方
対象レベル表
縦を校種、横を英語レベルとし、どの校種に何レベルのプ
ログラムがより適するかを確認できます。◎は校種・英語
レベルともに問題なくご体験いただけるもの、○は発達段
階の観点などからご体験いただく際の配慮が必要なもの、
－（ハイフン）はプログラムのご用意がないものです。

ゾーンの特長
ご体験いただけるプログラムの内容や、
できるようになることを記載しています。

Attraction Area

エアポートゾーン
Airport Zone

エアポートゾーンでは、
「エアプレイン」
「レストラン」
「スーベニア
ショップ」の３つのプログラムをご用意。海外旅行では、飛行機内

対象レベル

初級

中級

での会話や食事でのやりとりをする機会がふんだんにあります。客

小





室乗務員や店員とのやりとりを通して、目的に合わせて要望を伝え

中





高





たり料理のオーダー体験をしたりと、海外旅行で誰もが経験しうる

上級

やりとりができます。
※ご体験いただくプログラムは順不同となります。

エアプレイン

レストラン

スーベニアショップ

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
ムを頼んだりします。

エアポート内のレストランを想定した空間
には店員がおり、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のオーダ
ー体験をします。

エアポート内のおみやげ売り場を想定した
空間には店員がおり、自分の要望を伝えな
がらおみやげや旅に必要なアイテムを入手
します。

各プログラムを実施す
る部屋のイメージや、
そこで何をするのかを
記載しています。

エアプレイン
Airplane

プログラムの特長

海外旅行や留学をするときに乗る飛行機。機内で客室乗務員に対して機内食や飲み物の希望
を伝えたり、その他の要望を伝えたりすることは慣れていないとなかなかうまく言えません。

どんなやりとりができ
るようになるかを記載
しています。

機内でのやりとりを体験し、自分の希望などを堂々と伝えられるようになりましょう。

初級

各ゾーンでの
プログラムの説明

中級

上級
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ミッション例

 内で快適に過ごすために、雑誌や飲み物、ブランケットなどのアイテムを入手
機
する。

発話イメージ

 , please.や Iwant〜. などのシンプルなフレーズを使いながら、自分のほし
〜
いものを正確に伝える力を養います。

ミッション例

 況を説明したり、具体的な描写をしたりしながら、免税品や現地の情報を入手
状
する。

発話イメージ

 an I have 〜 ?／Because 〜. や I want to 〜.／Could you recommend
C
anyplaces?などのフレーズを使い、丁寧に質問する力を養います。

ミッション例

 席変更をお願いしたり、遅延で乗継便に間に合わないなどのトラブルに対処し
座
たりする。

発話イメージ

I’dliketo〜.／Inthatcase,couldI〜? など、状況にふさわしい表現を使う
スキルを磨きます。

（図版：ピクスタ）

14-21_TGG-4S_NTK_01.indd 14

2018/07/09 10:13

レベル別ミッション例

レベル別発話イメージ

与えられるミッションの例を
レベル別に記載しています。

プログラムで行われるやりと
りの例をレベル別に記載して
います。

Attraction Area

実施施設の
イメージ図・概要
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Attraction Area

エアポートゾーン
Airport Zone

エアポートゾーンでは、
「エアプレイン」
「レストラン」
「スーベニア
ショップ」の３つのプログラムをご用意。海外旅行では、飛行機内

対象レベル

初級

中級

での会話や食事でのやりとりをする機会がふんだんにあります。客

小





室乗務員や店員とのやりとりを通して、目的に合わせて要望を伝え

中





高





たり料理のオーダー体験をしたりと、海外旅行で誰もが経験しうる

上級

やりとりができます。
※ご体験いただくプログラムは順不同となります。

エアプレイン

レストラン

スーベニアショップ

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
ムを頼んだりします。

エアポート内のレストランを想定した空間
には店員がおり、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のオーダ
ー体験をします。

エアポート内のおみやげ売り場を想定した
空間には店員がおり、自分の要望を伝えな
がらおみやげや旅に必要なアイテムを入手
します。

エアプレイン
Airplane
海外旅行や留学をするときに乗る飛行機。機内で客室乗務員に対して機内食や飲み物の希望
を伝えたり、その他の要望を伝えたりすることは慣れていないとなかなかうまく言えません。
機内でのやりとりを体験し、自分の希望などを堂々と伝えられるようになりましょう。

初級

中級

上級
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（図版：ピクスタ）

ミッション例

 内で快適に過ごすために、雑誌や飲み物、ブランケットなどのアイテムを入手
機
する。

発話イメージ

 , please.や Iwant〜. などのシンプルなフレーズを使いながら、自分のほし
〜
いものを正確に伝える力を養います。

ミッション例

 況を説明したり、具体的な描写をしたりしながら、免税品や現地の情報を入手
状
する。

発話イメージ

 an I have 〜 ?／Because 〜. や I want to 〜.／Could you recommend
C
anyplaces?などのフレーズを使い、丁寧に質問する力を養います。

ミッション例

 席変更をお願いしたり、遅延で乗継便に間に合わないなどのトラブルに対処し
座
たりする。

発話イメージ

I’dliketo〜.／Inthatcase,couldI〜? など、状況にふさわしい表現を使う
スキルを磨きます。

アトラクション・エリア

レストラン
Restaurant
海外に行ったら楽しみの一つはグルメ。しかしレストランに入ると日本とは違った接客を受
けたり、味付けなど自分で選択したり希望を言わなければならないケースも多くあります。
実際に注文などを経験し、レストランでの食事がスムーズにできるようになりましょう。

初級

中級

上級

ミッション例

トッピングやドレッシング、サイドオーダー等も含めて、希望の食べ物や飲み物
を注文する。

発話イメージ

～, please. や I want ～. などのフレーズを使いながら、ほしいものを伝える力
を養います。

ミッション例

料理の具材を抜いたり追加したりして、好みに合わせた食べ物や飲み物を具体的
に注文する。

発話イメージ

Can I have ～ ? などに加えて、Can you make it with / without ～ ? など細
かい要望を伝えます。

ミッション例

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。

発話イメージ

Do you have any dishes without ～ ? など、
より細かな注文をします。
また、Excuse
me. This is not what we ordered.などの自然な表現でトラブルに対処します。

スーベニアショップ
Souvenir Shop
海外の空港などで立ち寄ることが多いおみやげ売り場。ほしいものを単に買うだけでなく、
包装を依頼したり免税などについて確認したりすることも想定されます。実際に自分の要望
を伝え、希望通りのおみやげが購入できるようになることを目指しましょう。

初級

中級

上級

ミッション例

サイズや色など、店員に好みを伝えながらおみやげを購入する。

発話イメージ

Do you have ～ ? A large one, please. などのフレーズを使ってほしいアイテ
ムを入手します。

ミッション例

特徴を挙げて品物を複数購入したり、ギフト包装してもらうなどの要望を伝えた
りする。

発話イメージ

I’ll take two of these. Could you please gift-wrap it? など細かなリクエス
トを伝える力を養います。

ミッション例

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。

発話イメージ

I bought ～ but I would like to return it, because ～. のようなフレーズを駆
使して状況を説明し、交換や返品の交渉をします。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Attraction Area

ホテルゾーン
Hotel Zone

ホテルゾーンでは、
「ホテル」
「クリニック」
「グローサリーストア」
の３つのプログラムをご用意。海外旅行でよくあるシーンとして、

対象レベル

初級

中級

チェックインや突然の体調不良などに役に立つ場面を設定していま

小





す。ホテルの部屋を具体的にリクエストしたり、病院で自分の体調

中





高





を伝えたり、食べ物や日用品を購入したりと、日常生活に寄り添っ

上級

た表現を豊富に学び、やりとりを実践できます。
※ご体験いただくプログラムは順不同となります。

ホテル

クリニック

グローサリーストア

ホテルのフロントを想定した空間で、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たりしま
す。

ケガをしていたり、具合が悪かったりする
という想定で、クリニックにいる医師に状
況を説明し、必要な薬などを処方してもら
います。

海外の食料品店を想定した空間で、店員と
会話しながら必要なアイテムを購入しま
す。サイズや色などの希望を細かく伝える
力を養います。

ホテル
Hotel
海外旅行に行くと誰もが滞在するホテル。チェックインから始まり、部屋の設備や朝食時間、
チェックアウト時間の確認など、何かと確認や質問をすることがあります。フロントでのや
りとりを経験することで安心してホテルに滞在できるようになります。

初級

中級

上級
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（図版：ピクスタ）

ミッション例

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。

発話イメージ

 選択肢を提示されて）Twobeds,please. や Oceanview,please.などと希
（
望を伝えます。

ミッション例

チェックアウトの時間を延長するなど、滞在のスタイルに合わせた希望を伝える。

発話イメージ

 ouldyoutellme〜?／Iwouldlike〜. などの丁寧な言い回しで要望を伝え
C
る力を養います。

ミッション例

 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
騒
する。

発話イメージ

Itseemsthat〜.／Woulditbepossible〜?など洗練された言い回しで問
題解決を図ります。

アトラクション・エリア

クリニック
Clinic
海外で病気になることは大きな不安の一つ。いざ病院に行っても自分の症状を正確に伝える
ことは意外に難しいものです。実際の海外の病院に行くことを想定し、症状などを伝えてみ
ることで、どういうことをうまく表現できないか、という気づきにもつながります。

初級

中級

上級

ミッション例

スポーツをしている時にケガをしたなどの想定でクリニックに行き、応急処置を
受ける。

発話イメージ

I hurt my ankle.などと痛む部位を伝えたり、I have a stomachache .などと
体調の悪さを伝えたりします。

ミッション例

食事後に気分が悪くなり、医師からの質問に答えながら適切な薬を処方してもらう。

発話イメージ

I started feeling sick after lunch. というように症状が出始めた時間を伝えた
り、I prefer tablets, please. など薬の形状の希望を伝えたりします。

ミッション例

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。

発話イメージ

I have to ～. Do you have any medicine that will not make me sleepy?
などのフレーズで状況を説明し、要望を伝えます。

グローサリーストア
Grocery Store
旅行中や留学中に必要になる様々な食料品や日用品。ほしい商品がうまく伝えられなかったり、
通じると思って伝えても実は和製英語で通じなかったりすることはよくあります。自分なり
にほしいものを表現したり要望を伝えたりする経験を通して海外での買い物に慣れましょう。

初級

中級

上級

ミッション例

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。

発話イメージ

A sponge and paper towels, please. や I want potato chips and ice
cream.などほしいものを伝え、必要に応じてサイズなども指定して購入します。

ミッション例

パーティーの準備などの設定で、食料品や日用品を必要な分だけ購入する。

発話イメージ

Could I get a bottle of BBQ sauce and ten paper plates? など、ものの数え
方なども学びながら、情報を伝えて買い物をする体験をします。

ミッション例

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。

発話イメージ

Is this still valid? などといったフレーズとともに割引クーポンを利用したり、
Could I get a refund? など、不良品の交換や返品のための交渉をしたりします。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Attraction Area

トラベルゾーン
Travel Zone

トラベルゾーンでは、
「ファーマシー」
「ファストフード」
「トラベル
エージェンシー」の３つのプログラムをご用意。薬局やファストフ

対象レベル

初級

中級

ード店、旅行代理店などさまざまな店舗を幅広くご体験いただけま

小





す。薬局で自分の症状や要望に合った薬を処方してもらったり、旅

中





高





行代理店で希望のプランを伝えたりと、リアルな場面設定で店員と

上級

やりとりができます。
※ご体験いただくプログラムは順不同となります。

ファーマシー

ファストフード

トラベルエージェンシー

ファーマシーでは、用途や希望を店員に伝
えながら必要なアイテム（日用品など）を購
入します。症状を伝えて薬を入手すること
もできます。

海外のファストフード店を模したカジュアル
な空間で、希望の食べ物や飲み物を注文しま
す。セットメニューのほかに、具材を選ぶな
どカスタムオーダーをすることもできます。

旅行代理店を想定した空間で、旅行する人
数や行きたい場所などの基本情報を伝えな
がら旅行プランを決めていきます。

ファーマシー
Pharmacy
海外滞在中に歯磨き粉や鎮痛剤などが必要に。そんなときにファーマシー（ドラッグストア）
に行きますが、自分で陳列棚から選ぶだけでなく、カウンター越しにほしいものを伝える場面
もあります。商品名がわからない場合でも自分で工夫しながら伝えてみることで自信がつきます。

初級

中級

ミッション例

歯ブラシやつめきりなど、日常生活で使用するアイテムを購入する。

発話イメージ

 anIget〜 ? やDoyouhave〜 ? などのフレーズを使って、希望の商品を伝
C
え購入します。

ミッション例

体の具合が悪いという設定で、症状を伝え必要な薬などを購入する。

発話イメージ

Ihaveastomachache
［headache］.などと症状を正確に伝えて薬を入手した
り、Ineedabatteryfor〜. などと目的を伝えて、電池などの日用品を購入し
たりします。

上級
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（図版：ピクスタ）

ミッション例

 状を伝え必要な薬などをもらったが、体質に合わない成分を含んでいるので交
症
換したい、などの要望を伝える。

発話イメージ

Itcontains〜.I’mallergicto〜. などのフレーズを使って情報を伝え、自分の
要望を正確に伝える力を養います。

アトラクション・エリア

ファストフード
Fastfood Shop
海外滞在中に気軽に入れるのはやはりファストフード店。しかし海外のファストフード店で使
われる表現ややりとり内容は経験がないとわからないこともあります。”For here or to
go？”と突然言われてもわからないかもしれません。基本的なやりとりを経験してみましょう。

初級

中級

上級

ミッション例

ハンバーガーとポテトとドリンクなど、それぞれ種類やサイズなどの希望を伝え
ながら注文する。

発話イメージ

～, please. No ～, please. など、ほしいものや除いてほしいものを伝えながら、
食べ物や飲み物を注文します。

ミッション例

サンドイッチに追加してほしい野菜を伝えたり、氷なしのドリンクを注文したり、
より細かな希望を伝えながら商品を注文する。

発話イメージ

I’ll have ～ but no ～, please. や Can I get ～ without ～? など、より自分の好
みに合う食べ物や飲み物を注文できるようになります。

ミッション例

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。

発話イメージ

This is not what I ordered.と間違いを指摘したり、注文した直後にトッピン
グを変えてほしいなどの希望を伝えたりします。

トラベルエージェンシー
Travel Agency
海外旅行中に旅程変更やツアー内容変更などが必要に。このような場合に旅行代理店に相談
することがありますが、スケジュール、交通機関、料金など慎重に確認することがたくさん
あります。特定の設定の中でこれらを経験し、旅行関連のやりとりに慣れましょう。

初級

中級

上級

ミッション例

遊園地やハイキングなどに出かけるために、希望の場所や交通手段を伝える。

発話イメージ

We want to go to ～.／By bus［train］
.など希望を伝え、スタッフの質問に答
えながら旅行プランを立てます。

ミッション例

行きたい場所に加えて、体験したいアクティビティなどを伝え、細かな旅行プラ
ンを立てる。

発話イメージ

My friends and I want to go to ～ to do/see/ try ～. などしたいことの詳細
を伝えて、色々な選択肢の中から最善のプランを考えます。

ミッション例

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。

発話イメージ

I’ve already booked a tour to ～ but ～. Would it be possible to ～? などの
フレーズを使い、要望を伝えながら交渉をします。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Attraction Area

キャンパスゾーン
Campus Zone

キャンパスゾーンでは、
「スクールオフィス」
「ブックストア」
「カフ
ェ」の３つのプログラムをご用意。学生窓口のカウンターや書店な

対象レベル

初級

中級

ど、海外での学生生活をイメージした場面を設定しています。希望

小





するクラブへの入会方法や条件をたずねたり、クラス指定の教科書

中





高





を購入したりといったやりとりを通して、海外の学校へ来たかのよ

上級

うな体験ができるプログラムです。
※本ゾーンは中学生・高校生対象です。※ご体験いただくプログラムは順不同となります。

スクールオフィス

ブックストア

カフェ

留学先の大学の学生窓口を想定したカウン
ターで、学校生活に関連する手続きについ
てたずねたり、イベント参加の申し込みを
したりします。

キャンパス内のブックストアでは、ロゴ入
りのグッズや授業に必要な図書や文具など
を購入するやりとりができます。

キャンパス内のカフェでは、授業の合間に
軽食や飲み物を購入することができます。
細かな注文で自分の好みの飲み物を頼むや
りとりができます。

スクールオフィス
School Office
海外留学中に最も強い味方となるのがスクールオフィス。授業の取り方、イベントの参加方
法、下宿先についての情報収集、学費の支払い方法など、様々なことが相談できる窓口です。
想定される様々なケースを実際に経験し、将来の留学に備えましょう。

中級

上級
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（図版：ピクスタ）

ミッション例

サマーキャンプなどのイベントの日程を確認し、参加申し込みをする。

発話イメージ

I’minterestedin〜.と興味を示し、It’s〜,right ? などのフレーズで日程を確
認した上で申し込みをします。

ミッション例

 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
キ
募に必要な情報を得る。

発話イメージ

I’dliketoworkatleast〜daysaweek.などのフレーズを使って希望を伝え、
自分のスケジュールに合うアルバイトを紹介してもらいます。

アトラクション・エリア

ブックストア
Book and Stationery Shop
海外の教育機関に多く併設されているのが書店。学生は授業のテキストを購入しますが、どの
先生のどの科目の第何版のテキストを購入する必要があるか、など間違ったものを買わないよ
うに注意する必要があります。正確に情報を伝えて希望の書籍を購入する経験をしてみましょう。

中級

ミッション例

授業に必要なテキストや、宿題やプロジェクトで使う文具を購入する。

発話イメージ

Iwanttogetatextbookfor〜.などの説明をして授業で使うテキストを入
手したりします。その際に、授業のスケジュールや教授名など、詳細情報を伝え
る必要があります。

上級

ミッション例

 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
授
する。

発話イメージ

Iregisteredfor〜but〜.CouldIgetarefund ? などと状況を説明しながら、
要望を伝えます。

カフェ
Cafe
留学中にスクールカフェでクラスメイトと楽しくランチ。
「学食」
にあたりますが、注文する
ときに調理方法について細かく希望を伝えたり、特定のクーポンが利用できたり、思いもよ
らないルールがあったりします。留学先でのカフェの仕組みなどを体感できます。

中級

上級

ミッション例

ホイップクリームの追加やラテアートなど、細かい希望を伝えて注文する。

発話イメージ

I’dliketohaveitwith〜.などのフレーズを使いながら、メニューにない細か
い注文を伝えます。

ミッション例

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。

発話イメージ

Iboughtthis〜yesterday,butIrealized〜.Couldyou〜?などと状況を説明
しながら要望を伝えます。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

アクティブイマージョン・エリアの
ご紹介
アクティブイマージョン・エリアでは、ダンスやプログラミングなどの多彩な内容を英語で学べるプロ
グラムを豊富にご体験いただけます。

各プログラムのご紹介
プログラムには、CLIL（Content and Language Integrated Learning：内容言語統合型学習）の考え方を取り
込んだものもあり、内容に関する新しい学びや考え方、気付きを得ていく過程のなかで、必要な英語の語彙や表
現を学びます。グループワークで制作をしたり課題に対してディスカッションをしたりと協働性を育みながら、
主体的にやりとりをし、知識を深めます。
身近なものから効果音を作り出そう➡p.24

日本文化を学んでお茶体験をしよう➡p.32

コマ撮り作品を作ろう➡p.25

演劇をしよう➡p.33

橋を制作して強度を競おう➡p.26

東京の魅力を紹介しよう➡p.34

理想の町を作って紹介しよう➡p.27

マーケティングの考え方を学ぼう➡p.35

プログラミングを体験しよう➡p.28

企業を分析して投資先を考えよう➡p.36

自分の未来をカードで伝えよう➡p.29

SDGs 地球の17の目標を考えよう➡p.37

ダンスパフォーマンスをしよう➡p.30

身近な買い物からSDGs 目標12を学ぼう➡p.38

ニュース番組を作ろう➡p.31

地球の未来と森の役割を考えよう➡p.39
日本にいながら留学体験＠TGG➡p.40

プログラムの基本的な流れ
アクティブイマージョン・エリアの各プログラムは基本的に下記の流れで進行します。プログラムによっては、
60分コースに加えて、より深い学びが得られるように120分コースをご用意しているものもあります。
あいさつ・
ウォームアップ

スペシャリストが生
徒たちに自己紹介し
たり、生徒がペアや
グループなどで簡単
なやりとりをしたり
します。

レクチャー

スペシャリストの問
いかけに答えながら
テーマについて学ん
だり、グラフやデー
タなどを読み取りな
がら知識を深めたり
します。

グループワーク

エージェントのファ
シリテーションのも
と、グループで制作
をしたりディスカッ
ションを通して課題
について考えたりし
ます。

発表

グループやクラス全
体に制作物について
発表したり、考えに
ついてプレゼンテー
ションしたりします。

まとめ

スペシャリストがテ
ーマについてまとめ
たり、振り返りをし
たりします。

５つのレベル別展開
アクティブイマージョン・エリアでは児童・生徒の習熟度に応じて、「初級」
「初級＋」
「中級」
「中級＋」
「上級」の５
つのレベルを設定しています。クラス全体を運営するスペシャリストやグループ単位でサポートするエージェン
トは、このレベルを意識してやりとりをすることに加えて、児童・生徒一人ひとりに対して話すスピードを変え
たり言い換えて伝えたりするので、個人・レベルに合わせたやりとりができます。
レベルの目安……TGGでは、「初級・初級＋」を英語初学者から英検５級レベル（CEFR-JのA1未満）
、「中級・中級＋」を英検５級から準２級レベル（CEFR-Jの
A1~A2）
、
「上級」を英検２級レベル以上(CEFR-JのB1以上)と設定しています。
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アクティブイマージョン・エリア

プログラムページの見方
対象レベル表

プログラムを通して学ぶ内容や、生徒が発話したりスペシ
ャリスト／エージェントが使ったりする語彙・表現などを
記載しています。

Active Immersion Area

身近なものから効果音を作り出そう
Sound Effects

さまざまな素材を使って足音や雨音などの効果音の作り方を学びま
す。与えられたシーンに対して、何を使ってどんな音をつくるかを

場所 チャレンジエリア（２階）
時間

考えることを通して、想像力や発想力を養います。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・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

初級

中級

上級

小
中
高

・自分のアイディアを提案したり、相手の意見に賛成・反対したりする表現
を理解し、使う

プログラムの内容
効果音を表すときの英語と日本語の違いを学んだり、写真や音がない映像を
見てそこで起きていることや適する効果音等をグループで話し合ったりしま
す。さまざまな素材を組み合わせて独自の音を作り、与えられたテーマに合
わせて効果音を作り出します。グループ間で、テーマに対して何を使って・
どんな音を作り出したかを発表し合います。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をする。
色々な音を聞いて、それが何の音なのかを当てる。

15分

レクチャー・
ディスカッション

写真や映像を確認しながら、グループごとにそこで起きていることや適する効果音などについて話し
合う。

30分

グループワーク

グループごとに与えられたテーマに合わせて、効果音を作り出す。ディスカッションを通して、さま
ざまな素材を組み合わせて独自の音を生み出す。

10分

発表・まとめ

グループどうしで出来上がった映像と効果音を発表し、どのように効果音が作られたかを伝える。

5分

プログラムの流れ

中 級 の60分 コ ー ス を
例として、基本的な流
れを記載しています。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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初級

中級

woodやmetal, plastic など物の素材
を 表 す 語 彙 を 学 ん だ り、rainingや
walking, running など状態や動作を
英語で表現したりする。色々な音を作
り な が ら、Try this.／This is good.
などとグループで話し合う。

It’s raining. The door is closing. な
ど状況を簡単な英語で描写する。ま
た、音 を 作 り な が ら This sounds
like ~. な ど と 感 想 を 述 べ た り、Let
me try ~. や I’ll use ~. な ど 自 分 が 使
いたい素材を伝えたりして、グループ
で協力し合う。

対象レベルの
ご用意が
ないものです。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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プログラム内の言語活動で
期待できる発話例
本プログラムで生徒が内容を学んだ
り知識を得たりする上で発話しうる
語彙や表現を記載しています。

Active Immersion Area

縦を校種、横を英語レベルとし、どの校種に何レベルのプログ
ラムがより適するかを確認できます。
◎は校種・英語レベルともに問題なくご体験いただけるもの、
○は発達段階の観点などからご体験いただく際の配慮が必要な
もの、－（ハイフン）はプログラムのご用意がないものです。

目標・ねらい
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Active Immersion Area

身近なものから効果音を作り出そう
Sound Effects

さまざまな素材を使って足音や雨音などの効果音の作り方を学びま
す。与えられたシーンに対して、何を使ってどんな音をつくるかを

場所 チャレンジエリア（２階）
時間

考えることを通して、想像力や発想力を養います。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・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

初級

中級

上級

小
中
高

・自分のアイディアを提案したり、相手の意見に賛成・反対したりする表現
を理解し、使う

プログラムの内容
効果音を表すときの英語と日本語の違いを学んだり、写真や音がない映像を
見てそこで起きていることや適する効果音等をグループで話し合ったりしま
す。さまざまな素材を組み合わせて独自の音を作り、与えられたテーマに合
わせて効果音を作り出します。グループ間で、テーマに対して何を使って・
どんな音を作り出したかを発表し合います。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をする。
色々な音を聞いて、それが何の音なのかを当てる。

15分

レクチャー・
ディスカッション

写真や映像を確認しながら、グループごとにそこで起きていることや適する効果音などについて話し
合う。

30分

グループワーク

グループごとに与えられたテーマに合わせて、効果音を作り出す。ディスカッションを通して、さま
ざまな素材を組み合わせて独自の音を生み出す。

10分

発表・まとめ

グループどうしで出来上がった映像と効果音を発表し、どのように効果音が作られたかを伝える。

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例

24

初級

中級

woodやmetal, plastic など物の素材
を 表 す 語 彙 を 学 ん だ り、rainingや
walking, running など状態や動作を
英語で表現したりする。色々な音を作
り な が ら、Try this.／This is good.
などとグループで話し合う。

It’s raining. The door is closing. な
ど状況を簡単な英語で描写する。ま
た、音 を 作 り な が ら This sounds
like ~. な ど と 感 想 を 述 べ た り、Let
me try ~. や I’ll use ~. な ど 自 分 が 使
いたい素材を伝えたりして、グループ
で協力し合う。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

コマ撮り作品を作ろう
Still Animation Movie

たくさんの写真を連続させたコマ撮り映像を作ります。さまざまな
アイテムや自分たちの姿・ポーズを少しずつ動かしながら撮影して、

場所 チャレンジエリア（２階）
時間

与えられたテーマに合わせて映像を制作します。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・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

初級

中級

上級

小
中
高

・基本的な動作を表す語彙やフレーズを理解し、使う
・自分のアイディアを提案したり、相手の意見に賛成・反対したりする表現
を学ぶ

プログラムの内容
コマ撮り作品がどのように作られているのか、また、どんな動きができるの
かを様々な動画を見ながら学習します。専用のソフトを使いグループごとで
のディスカッションを通して、役割分担をしながら自分たちの持ち物やさま
ざまな素材、時には自分たち自身の姿を連続して撮影して、コマ撮り映像を
作っていきます。出来上がった作品をグループごとに発表します。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をする。
コマ撮りアニメーション作品などにはどんな作品があるか話す。

15分

レクチャー・
ディスカッション

コマ撮り作品の作られ方等について、さまざまな動画を見ながら学習する。作品づくりにあたり、「撮
影する人」
「素材を動かす人」等の役割分担を決める

30分

グループワーク

与えられたテーマに対して、どのように表現するかを話し合った後、役割分担に沿って撮影をする。
生徒どうしで途中で意見を交換するなど修正して、ブラッシュアップをする。

10分

発表

グループどうしで出来上がった作品を発表し、どのように動きを表現したか、どの部分を工夫したか
などを伝え合う。

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
初級

中級

first, next, last など手順を示す表現
を使いながら、動きを決めたり役割分
担をしたりする。体や物の動きを表す
語彙を学ぶと同時に、move, stop, a
little, once more など指示を出すた
めの語句を使ってグループワークをす
る。

stretch, bend, fold, put などの語彙
を使うとともに、Could you take a
picture of this? など撮影のための指
示を出したりする。コマ撮り作品を完
成させるために意見を出し合い、最後
にWe like this part. や The difficult
part was ~. などと表現しながら発表
する。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

橋を制作して強度を競おう
Shapes and Designs

骨組みや長さ、幅などを工夫し、どのような形状がもっとも頑丈な
橋となるかをグループで考え、棒と粘土を使い実際に制作し、グル

場所 サイエンスラボ（３階）
時間

ープ対抗で強度を競います。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・橋の強度を計算し骨組みや長さ・幅などを考え、頑丈な橋をつくるための
方法を学ぶ
・形、色、重さ、数など、橋を制作する上で必要な形状表現や単位に関する

初級

中級

上級

小
中
高

語彙を理解し、使う
・グループメンバーと制作を進める上で必要となる質問の仕方やプロセスの
確認方法などを理解し、使う

プログラムの内容
形や単位に関する語彙などを学びながら、丈夫な橋の骨組みのあり方、長さ
などを各グループで相談・制作し、橋をつくります。グループごとに、どの
ように制作したか、どのような特長があるか、どの部分を特に工夫したかな
ど発表し、おもりを使って耐久テストをし、グループ対抗で強度を競います。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をする。
橋がどんな図形の組み合わせでできているか話す。

15分

レクチャー

橋の制作に関わる形や色、重さや長さなど単位を示す語彙などを学習しながら、写真やイラストを使
って橋の構造や設計の仕方などをクイズ形式で学ぶ。実際に使用する道具や物を確認し、どのように
組み合わせると橋が制作できるかを考える。

30分

グループワーク

グループごとに作り方を確認したり、どうやって強度のある橋にするかをディスカッションしたりし
て、グループでオリジナルの橋を制作する。

10分

発表・まとめ

グループごとに制作した橋について、作り方やポイントなどを発表する。その後、おもりを使ってど
れほどの重さに耐えられるか実験をし、強度を競う。
より強度がある橋の工夫点などをディスカッションし、発見点などをスペシャリストがまとめる。

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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初級

中級

square, triangle, cubeなど形を表す
語彙、色や道具の語彙を学ぶ。また、
それらをグループワーク時に確認する
際の疑問文や同意する際の表現なども
学 ぶ。（ 例：What shape ?／What
color ?／How many sticks?／I like
it.／It’s nice.など）

形や色を表す語彙だけでなく、weight,
heightなどの語や、強度を表す語彙
などを学ぶ。また、橋の設計時や制作
時に必要となるより細やかな確認表現
なども学ぶ。（例：Which one is the
best ?／How many items do you
need?／What is next?／How much
does this weigh ?など）

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

理想の町を作って紹介しよう
Giving Directions

警察署や銀行など一般的に町に存在する様々な建物やその中で働く
人々の職業やサービスなどについて考えます。また、自分なりに建

場所 チャレンジエリア（２階）
時間

物を配置し、道案内の表現を学びます。

60分

対象レベル

目標・ねらい

初級

中級

上級

小

・建物やそこで働く人々の職業、サービスなどについて学ぶ
・道案内をするための表現を学習し、自分で設計した町を使って実際に道案
内をしてみる

中
高

・自分で設計した町がどのような町か、グループの他のメンバーに紹介する

プログラムの内容
公共の建物内で行われるサービスやそこで働く人々の職業などについて学び
ます。また、道が描かれた地図のワークシートを使用し、各自が地図上に町
を設計し、その地図を使って道案内をするための表現を学びます。後半には
グループやペアとなり、それぞれが設計した町を紹介した上で、道案内を実
践します。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をする。
自分の町について、どんな建物があるかなどを話す。

20分

レクチャー

公共の建物やそこで働く人々の職業やサービスなどについて考える。道案内をするための表現、建物
の所在地についての説明のしかたなど、様々な案内表現を学ぶ。

20分

ワーク

各自が地図のワークシート上に自分なりの町を設計し、その地図を使ってグループ内で道案内の練習
をする。

15分

発表、まとめ

ペアになり、地図を使いながらそれぞれの町を紹介し合い、道順を伝えて目的地を当てるゲームをす
る（道案内表現の定着）。

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
初級

中級

police station, fire department,
clerkなど、建物、職業などの語彙を学
ぶ。また、Go straight. や Turn right.
などの基礎的な道案内表現や、Which
way？／Where is the building?な
どの方角や道を確認するための表現も
習得する。

community building, librarianな ど
建物、職業などの語彙を学ぶ。また、
Go straight for 3 blocks.やTurn right
at the first light.な ど 一 般 的 な 道 案
内 表 現 や、Which direction?／How
many blocks？などの方角や道を確
認するための表現も習得する。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

プログラミングを体験しよう
Programming

ロボットなどをプログラミング操作し、思い通りに動かします。方
向や距離、速度などを計算しながら操作し、
「目的地にたどり着くに

場所 チャレンジエリア（２階）
時間

はどうしたらよいか」といった論理的思考力を養います。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・身の回りのプログラミングについて学んだり、ゴールにたどり着くための
解決法を論理的に考えたりする
・ロボットを操作するために必要な方向や距離、速度などを表現する語彙を

初級

中級

上級

小
中
高

理解し、使う
・自分の意見について理由を添えながら論理的に伝える

プログラムの内容
日常生活のまわりにある様々なプログラミングロボットについて学んだ後、
ロボットなどを実際にプログラミングして思いのままに動かします。グルー
プで方向や速度、距離などを計算したり、どのように修正するかをディスカ
ッションしながら操作したりします。
「目的地にたどり着くにはどうしたら
よいか」を論理的に考えられます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

10分

あいさつ・
ウォームアップ

身の回りにあるロボットなどについて知っていることを、ペアやグループで話し合ったり、クラス全
体にシェアをしたりする。

10分

レクチャー

身近な例を用いながら、プログラミングによって世の中が便利になったり、問題が解決されていたり
することを学ぶ。

30分

ディスカッション・
グループワーク

プログラミングソフトやワークシートを使って、記録をつけながらグループごとにロボットを操作す
る。「どこに・どれだけ動かすか」についてディスカッションをしながらグループ間でのスピード競
争などを通してロボットを動かす。思ったように動かなかった場合は「どうしたらよいか」を考える。

10分

発表・まとめ

グループごとに、ロボットの操作に対してどんなアプローチをしたか、どんな対策をしたかを発表する。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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初級

中級

上級

square, rectangle, triangle など物の
形を表す語彙を学び、centimeters,
degrees などロボットを動かすための
プログラミングに必要な語句を使って
指示をする。ワークシートを使いなが
らHow far?／How many degrees?
などのやりとりを通して、目的地に
たどり着くように協力する。

sensor, object な ど の 語 彙 を 学 び、
We need to program ~. や Click
on (sensor). のように指示を出し合
う。What settings? やWhat
number should we set? などと質問
しながらプログラミングをする。

自分たちでプログラミングしたものを
テ ス ト し、What ~ do we add? や
What do we change? などと相談し
な が ら 調 整 す る。Don’t you think
we should ~? や I think it would
be better if ~. の よ う に 相 手 を 尊 重
しながら意見を述べ、ゴールを目指
す。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

自分の未来をカードで伝えよう
Future Planning

自己分析をしながら、将来どのような分野でどういった働き方をし
たいかを模索し、セルフプロモーションカードを作成します。自分
の強みを分かりやすく伝える工夫を学べ、自己PRする力を養います。

場所 クラフトラボ（３階）
時間

60分

対象レベル

目標・ねらい
・適性や関心と職業の結びつきを考えながら、主体的に進路を選択するため
の素地を作る

初級

中級

上級

小
中
高

・世の中に存在する色々な職業を知り、英語で言えるようにする
・自分の興味や強み、将来の夢を英語で伝えられるようにする

プログラムの内容
様々な業種や職業、世界各国の同世代がどのように進路を選択していくかな
どを学びながら、自分の興味や強み、未来の自分像についてグループメンバ
ーと一緒に考えます。他者の多様な価値観や考え方に触れることでダイバー
シティー社会の中での自分らしい生き方について考えます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

10分

あいさつ・
ウォームアップ

ペアで質問し合ったり、ゲームやクイズを通して、業種や職業とその内容を学んだりする。

10分

レクチャー

実際に世の中で活躍している人たちがどのような適性を持ち、どのようなキャリアパスを形成したの
かなどの具体例に触れ、キャリア選択の理解を深める。

15分

ディスカッション

インタビューやディスカッションを通して、自分の興味や強み、これまでに達成したことなどを分析
する。それらが将来の進路にどのように結びつくか、どういう働き方をしたいかなどを考える。

15分

グループワーク

自己分析やグループワークで発見したこと、将来進みたい分野や職業なども含めながら、自分をアピ
ールするためのカードを作成する。

10分

発表・まとめ

数名のグループで、作成したカードを元に発表し合い、お互いに質問をする。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
初級

中級

上級

様々な職業を表す絵や写真を見なが
ら、programmerやchildcare
workerなどの語彙を学習する。I like
〜. やI can 〜. などのフレーズを使っ
て興味や特技を伝えたり、I want to
be 〜.と将来つきたい職業を述べたり
する。

I like to 〜. や I’m good at 〜. などの
フレーズを使って自分の性格や強みを
伝 え る。In the future, I want to 〜
because 〜. な ど の 複 文 で、興 味 の
ある業種や職業とその理由を述べる。

これまでに達成したことを述べたり、
I tend to 〜.やMy family［friends］
say I am 〜.などと自分の性格を伝え
たりする。また、In 20 years, I’ll be
〜.のように将来の自分像を発表する。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

ダンスパフォーマンスをしよう
Rhythm and Dance

グループでダンスを創作したり、発表したりします。多様なダンス
のステップを覚えながら語彙を学んだり、与えられたテーマに合わ

場所 スタジオA（３階）
時間

せたオリジナルのダンスを作ったりできます。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・ダンスの基礎ステップを練習しながら、特有の動きやリズムを体感する
・動きを身につけながら、体の部位や動作を表す語彙を理解し、使う
・チームメイトと振付を揃えるために、簡単な指示やフィードバックの伝え

初級

中級

上級

小
中
高

方を理解し、使う

プログラムの内容
体の部位や方向、動きなどの語彙をふんだんに使いながら、いくつかの基本
のステップや体の動きをマスターします。グループに分かれ、テーマに合わ
せてどの順番で・どのステップを・どう取り入れるか、曲とテーマに合わせ
てアレンジを加えながら、グループオリジナルのダンスパフォーマンスを考
えます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

10分

あいさつ・
ウォームアップ

好きな音楽、スポーツなどについてペアやグループで話し合ったり、クラス全体にシェアをしたりする。

10分

レクチャー

ダンスの特有の動きやリズムを体感するために、基礎的な動きやステップを覚える。動きの名称やそ
の背景などを知り、ダンスの多様な文化を学ぶ。

25分

グループワーク

グループごとに与えられたテーマを元に、先に習ったステップの組み合わせを考えながらオリジナル
のダンスを創作する。練習をしながら、メンバー間でフィードバックをし合い、ブラッシュアップす
る。

15分

発表・まとめ

グループごとに発表をし、ダンスのテーマや練習の感想について伝える。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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初級

中級

上級

head, shoulders, knees, toes,
hands, hips, heelsなどの体の部位を
表す語彙を学び、ステップに合わせて
体 を 動 か し な が ら、march, twist,
try againなどの語彙やフレーズを発
話することで定着を図る。また、発表
時 に は It was easy / hard / fun. な
どコメントを添える。

step to the right / leftやgo back /
front, move faster / more slowly
などのダンスの練習に必要なフレーズ
を身につけるとともに、First, Next,
Then…などステップの順序を説明す
るための表現、Good idea ! I like it.
／How about you ?／It’s a good
idea, but…. など、グループワークに
必要な表現を学ぶ。

I think we should 〜. や Why don’t
we 〜? など、提案したり意見を述べ
たりする際の丁寧で自然な表現を学ぶ
と と も に、他 の グ ル ー プ の 発 表 後、
“Which step was the most
difficult?” “The part where you 〜
was rhythmic.” などと質問したり感
想を述べたりする。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

ニュース番組を作ろう
Original News Program

一人ひとりがキャスターや撮影スタッフになりニュース番組を作る
プログラムです。専用機材を使いながら学校紹介や天気予報、時事

場所 メディアラボA・B（３階）
時間

ニュースなどを紹介します。

60分

対象レベル

目標・ねらい
・順序や場所に関する表現を学びながら、
「いつ」「どこで」「誰が」等の５
W１Hを意識したニュースの作り方を学ぶ

初級

中級

上級

小
中
高

・実践的なニュースの読み方を理解し、読み上げる
・撮影工程を通して、指示を出したり受けたりする表現を理解し、使う

プログラムの内容
「ディレクター」や「キャスター」など役割分担し、オリジナルのニュース
番組を制作します。ニュース番組の構成やニュース原稿の実践的な書き方を
学びながら、グループオリジナルの番組を制作したり編集したりします。そ
の後、専用の放送機器を使って役割分担をもとに撮影します。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

5分

活動
あいさつ・
ウォームアップ

活動例
「ふだんどのようなニュースを見るか」などのテーマをもとに、ペアやグループで話し合ったり、ク
ラス全体にシェアをしたりする。

15分

レクチャー・
グループワーク１

ニュースの構成やニュース原稿の作り方を学ぶ。見本を参考にしながら原稿を書きおこしたり、使用
する映像の選択等を行ったりする。撮影に向けた役割分担をする。

30分

グループワーク２

原稿をもとに、グループごとにニュース番組を撮影する。それぞれの立ち位置や映り方を確認したり、
スタッフ役の生徒の指示を受けたりする。

10分

まとめ

グループごとに制作した番組を見たり、ニュースの内容や活動について振り返ったりする。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
中級

上級

ニュース番組を作る上で必要な役割の
呼称（anchor, prompter等）や機材
の名称（screen, lights等）をそれら
が使われる状況に合わせて学び、応用
す る。場 所 の 表 現（in front of…,
next to… 等）や 命 令 文（Cue, Turn
on/off…等）も学び、指示を出した
り受けたりできるようにする。

中級レベルで学ぶ語彙・表現に加え
て、ニュース・トピックに関連した語
彙を学ぶ
（headlines, weather forecast
等）。また、より的確な指示が出せる
ように、接続詞や助動詞を使った複文
（When〜, the director must〜 等）
を用いて、撮影の工程を進める。ま
た、I think 〜等、提案や意見を述べ
る表現を学ぶ。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

日本文化を学んでお茶体験をしよう
Tea Ceremony

日本文化を学んだり歴史深い所作や茶室の装飾についての理解を深
めたりしながら、茶道を体験できます。お茶会を企画し、おもてな

場所 ジャパニーズカルチャー・スペース
（３階）
時間

しの心を育みます。

120分

対象レベル

目標・ねらい
・お茶の飲み方やたて方などの茶道の基本や、所作の背景となる考え方につ
いて学習する

※本プログラムは120分のみと
なります。

初級

中級

上級

小
中
高

・茶道具や動作を表す語彙や表現を理解し、使う
・お茶会の企画時などに、自分の意見の伝え方や相手の意見の引き出し方を
理解し、使う

プログラムの内容
やりとりを通して茶道の基本について学んだり、茶道具等の語彙を使ったり
しながら、お茶をたてる体験をします。その後、グループごとに独自のお茶
会について、招きたい人を決めたりその人をどうもてなすかを考えたりなど
の企画をします。

プログラムの流れ（例：中級・120分）
時間

活動

活動例

15分

あいさつ・入室

あいさつを行ったのち、順番に茶室に入る。“Excuse me.”など相手を気遣う表現等を学ぶ。

25分

レクチャー・
ディスカッション

実際の動作をしながらお茶の飲み方やたて方を学んだり、茶室の装飾について理解を深めたりする。
定着に向けて、ディスカッションを交えながらクイズ形式で学んだ内容の確認をする。

35分

茶道体験

スペシャリストが生徒一人ひとりに説明をしたり手助けをしたりするなかで、生徒がお茶をたてる。
その後、定着に向けてディスカッションを交えながらクイズ形式で動作や所作の確認をする。

30分

グループワーク

グループごとにお茶会の企画に向けてディスカッションをする。ワークシートを活用しながら、招き
たい人に対してどのようなおもてなしをするか等を考え、グループでまとめる。

15分

発表・まとめ

グループごとに考えたお茶会の企画を発表する。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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中級

上級

fan, hanging scroll, tea whisk,
sliding doorなどの名詞、bow, hold,
place, turn などの動詞、first, second
など順番を表す表現を使ってお茶会で
の動きを学ぶ。Who do you want to
invite?, What flower do you like?
などの表現を使って話し合いをする。

仮定法 If I were to hold a tea party,
〜. , Who would you invite 〜? な
どの表現を使って想像のお茶会の企画
を 行 う。What do you think about
〜? など相手の意見を引き出す表現
や、Why would you like 〜 ?など理
由や根拠を求める表現を使って意見交
換を行う。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

演劇をしよう
Performing Arts

与えられた台本やテーマをもとに演劇をします。話すとき／セリフ
を言うときの抑揚や間の取り方について学んだり、それぞれの登場
人物の感情を汲み取ったりしながら、グループごとに演じます。

場所 ジムナジウム（３階）
時間

60分

対象レベル

目標・ねらい
・話すとき／セリフを言うときの間や抑揚、強調の効果を理解したり、感情
が伝わる発声方法を学んだりする

初級

中級

上級

小
中
高

・登場人物の感情を表現する語彙やフレーズを理解し、使う
・自分のアイディアを提案したり、相手の意見に賛成・反対したりする表現
を理解し、使う

プログラムの内容
抑揚や強調、間の取り方などのボーカルトレーニングを行います。各グルー
プに与えられた場面に沿って、割り振られた登場人物になりきって練習を重
ねます。登場人物の感情を汲み取りながらセリフを言うことを通して、声に
感情を乗せる手法を学びます。一部のセリフは場面の流れを意識しながら生
徒自身が考えて組み入れるため、オリジナルの台本で演じられます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

15分

あいさつ・
ウォームアップ

あいさつや自己紹介をしながら、声を出すウォームアップをしたり身体を動かすゲームをしたりする。

15分

レクチャー

イントネーションやポーズ、強調の仕方などを学んだり、それぞれの効果を体感したりする。スペシ
ャリストの発音例を真似ながらボーカルトレーニングをする。

20分

グループ練習

台本や与えられた場面を参考に、シーンの背景や役柄の特徴などを理解したり、セリフを一部自分た
ちで考えたりする。暗記をすることより、生き生きとセリフを言えるよう練習する。

10分

発表

グループに分かれて発表し、感想を述べ合う。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
中級

上級

短い日常会話文の抑揚、効果的なコミ
ュニケーションのための強調、間の取
り方 を 学 ぶ。Yes, and…/ It’s good,
and…/ I agree with you… / I think
that…so〜など意見を述べるための
表現や、How about reading/saying
it slowly/quickly/weakly/happily?
などの提案の表現を用いてグループ活
動を行う。

やや長いセリフでの抑揚、強調、間の
取 り 方 を 学 ぶ。What do you mean
by …? / Can you give an example?
/ What do you think comes next?
などの質問をする。他のグループの発
表後、“What role do you like best
and why?” “The play was
interesting , because….”など質問し
たり感想を述べたりする。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

東京の魅力を紹介しよう
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、訪日外
国人の傾向を学びながら、都内でおすすめしたいスポットや食事な

場所 リサーチラボ（３階）

60分 120分

どを紹介。その場所へ行ってみたくなるような表現で発信する工夫

時間

を学びます。

対象レベル

初級

中級

上級

小

目標・ねらい

中

・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し、使う

高

・紹介したい場所やそこでの体験の特長を伝えたり、すすめたりする表現を
理解し、使う

プログラムの内容
近年の訪日外国人に関するデータやインタビューを通して、
「相手のことを
知り情報を伝える」ことを学びます。
「東京の魅力紹介」をテーマとして、お
すすめしたい場所に関して、紹介したい相手により楽しんでもらえるように
情報収集をして、プレゼン用のコンテンツをグループで作り上げます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

5分

活動
あいさつ・
ウォームアップ

活動例
「自分が住んでいる地域のオススメしたいポイント」や「自分の好きな場所」等についてペアやグル
ープで話し合う。

15分

レクチャー

訪日外国人に関する近年の傾向について、グラフや表を読み取りながらクイズ形式で学んだり、日本
への関心の高まりや興味・関心のある事柄が何かを考えたりする。

30分

グループワーク

エージェントを仮想のターゲットとして、趣味や週末の過ごし方等インタビューを行う。収集した情
報を踏まえて紹介したい場所やそこでの体験、食事などのテーマを選び、写真入りのストーリーボー
ドやナレーションを作成する。

10分

発表

グループに分かれて発表し、生徒同士で感想を述べ合う。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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中級

上級

It is 〜 yen. / It is in 〜 , near …
station. / It takes 〜 minutes on
foot.など情報を説明する。How about
〜？/ You can 〜.などを使って提案を
する。場所や事柄を表現するいろいろ
な形容詞を用いて、お勧めする場所や
事柄を魅力的に伝えられるようにする。

I think 〜 is the best because…. /
I agree. / I see your point, but〜.な
ど、話し合いをする際の表現を学ぶ。
You can 〜. / You should 〜. / You
could 〜.などの提案の表現。他のグ
ループの発表後、“Your presentation
was interesting. I like 〜.”な ど 他 者
の良い点を評価できるようになる。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

マーケティングの考え方を学ぼう
Marketing

ビジネス教育研修企業と連携して開発。
「ターゲティング」などマ
ーケティングの基礎知識を学ぶことを通して、自分の消費活動と経

場所 リサーチラボ（３階）
時間

済活動のつながりを理解できます。

60分 120分

対象レベル

目標・ねらい
・マーケティングの基礎知識を得ることを通して、消費者のニーズを学んだ
り実生活と経済のつながりを理解したりする

初級

中級

上級

小
中
高

・マーケティングに関する語彙について理解し、使う
・習慣を伝えたり傾向を客観的に表したりする表現を理解し、使う

プログラムの内容
マーケティングの主な基礎知識である「ターゲティング」などを学ぶ中で、
自分自身の日々の消費活動について客観的に分析します。企業が行う様々な
マーケティング戦略について、多様な事例を交えながら学習します。その内
容や効果についてグループで話し合ったり、各々のマーケティング戦略を考
え発表したりします。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

買い物をするとき、何を基準にして選ぶか、商品が気に入った理由は何なのか等をグループで話し合
い、自分自身の消費活動について考える。

15分

レクチャー

ディスカッションをしながら、マーケティングにおける商品価値やターゲティングなどについて学ぶ。

25分

グループワーク

ターゲットを中高生において成功した商品事例を取り上げ、グループでその戦略を分析する。その後、
与えられたテーマを元に自分たちのマーケティングプランを作成する。

10分

発表

グループごとにマーケティングプランを発表する。他のグループの生徒は質問をしながらより具体的
な情報を得て、自分たちのアイデアと比較する。

まとめ

市場の理解と分析におけるマーケティングの役割などについて理解を深める。

5分

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
中級

上級

product, target, buyerな ど マ ー ケ
ティングの仕組みについて話す際に必
要 な 語 彙 を 学 ぶ と と も に、usually,
often, everなどを使って買い物の習
慣 に つ い て 話 す。（ 例：“I usually
buy 〜. Do you ever buy 〜 ?”）ま
た、“I think the targets are 〜.”な
ど意見を述べる練習もする。

consumer, target, be designed
for 〜などの語彙を使って、自分のグ
ループのマーケティングプランについ
て 話 し 合 い、発 表 す る。“We think
that people will buy this product
because 〜.”などの文を使って提案
の内容を説明したりする。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

企業を分析して投資先を考えよう
Finance and Investment

金融情報メディア企業と連携して開発。投資や多角的な企業評価の
ポイントを学び「自分だったらどこに投資するか」を考えたり、効

場所 テックラボ（３階）

60分 120分

果的なプレゼンテーションについて学習したりします。ビジネスで

時間

用いられる分析の手法などを切り口に、論理的思考力を養います。

対象レベル

初級

中級

上級

小

目標・ねらい
・投資に関するさまざまな視点に触れながら投資先について論理的に考える
・将来に直結するビジネス関連の語彙や、グラフから読み取れる傾向などを

中
高

表す言い回しを理解し、使う
・
「どのような視点で」
「なぜ」投資先を選んだかについて論理的に伝えられる

プログラムの内容
身の回りの事例を用いながら投資について学んだ後、ビジネスパーソンが実
際に使用している端末を使って、
「株価」
「売上」
「商品群」等の様々な視点
でいくつかの企業を比較・評価します。それらをもとにディスカッションを
してグループで投資先を決め、プレゼンテーションをします。
「ビジネスパー
ソンが投資をするときの考え方」を通して、将来につながる体験ができます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

10分

あいさつ・
ウォームアップ

自分たちが知っている企業について、ペアやグループで話し合ったり、クラス全体にシェアしたりす
る。

20分

レクチャー・
ディスカッション

身近な事例を用いながら投資の流れや仕組みについて学んだり、クイズややりとりを通して株の仕組
みやその利益について知ったりする。実際の投資情報端末を使用しながら、投資にはさまざまな観点
があることを学ぶ。

20分

グループワーク

10分

発表・まとめ

端末やワークシートを活用しながら、企業の「株価」
「売上」
「商品群」等について調べる。それらの情
報やグループでのディスカッションを通して、投資先を決める。役割分担をしながら「どんな観点で」
「なぜ」その企業を選んだかのプレゼンテーションスライドを作成する。
グループやクラス全体に、投資先について理由を添えて発表し合う。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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中級

上級

corporation, investment, stockな
ど金融や投資に関連する基本的な語彙
を学ぶ。low/high riskやreturn など
の語彙を使いながら企業を分析し、I
want to invest in ~ because ~. と
投資先と選んだ理由を述べる。

端末を使いながら、
financial performance,
risk, short/long term な ど の 語 彙 を
使って企業について読み取れる情報を
分析する。If I had ~, I would invest ~.
などの表現を使って、もし自分ならど
の企業にどのように投資するか、また
その理由を述べたり、Why would you
~? と質問をしたりする。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

SDGs 地球の17の目標を考えよう
The 17 Sustainable Development Goals

国 際 開 発 協 力 機 関 と 連 携 し て 開 発。
「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals：SDGs）
」に つ い て 学 び、

場所 スタジオB（３階）

60分 120分

地球規模の課題について考えたり、
「自分のこと」として捉えられる

時間

ような意識づけをしたりします。

対象レベル

中級

上級

小

目標・ねらい
・SDGsの17の課題について学び、世界の国々や日本が抱えている問題を
学習する
・写真から内容を推察し描写する言い方を学び、自分の意見を明確に伝える
表現を使えるようにする

中
高

SDGsとは？

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable

・他者の多様な意見を聞くことを通して、賛成したり反対したりする表現を
理解し、使う

Development Goals）
」のことであり、
「世界を
変えるための17の目標」と言われています。以
下はその17の目標です。

プログラムの内容
SDGsの17の課題について写真から推察できることを通して、物事を多面
的に考えたり他者の考え方を理解したりし、問題解決に向けたディスカッシ
ョンをします。加えて、持続可能な開発のための課題が複合的で正解のない
問いであることを理解し、それらを自分の問題として捉える素地を養います。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

初級

活動

目標1：貧困をなくそう
目標2：飢餓をゼロに
目標3：すべての人に健康
と福祉を
目標4：質の高い教育をみ
んなに
目標5：ジェンダー平等を
実現しよう
目標6：安全な水とトイレ
を世界中に
目標7：エネルギーをみんな
にそしてクリーンに
目標 8：働きがいも経済
成長も
目標9：産業と技術革新の
基盤をつくろう

目標10：人や国の不平等
をなくそう
目標11：住み続けられる
まちづくりを
目標12：つくる責任つか
う責任
目標13：気候変動に具体
的な対策を
目標14：海の豊かさを守
ろう
目標15：陸の豊かさも守
ろう
目標16：平和と公正をす
べての人に
目標17：パートナーシッ
プで目標を達成
しよう

活動例

あいさつ・
ウォームアップ

自分たちの国が抱える社会問題についてペアやグループで話し合いながら、世界各国の問題を学んだ
り、意見を出し合ったりする。

15分

レクチャー

SDGsについて学んだり、開発問題の複合性や先進国の現状などについて理解を深めたりする。

25分

ディスカッション

グループごとに、途上国などの写真と持続可能な開発目標が書かれた17枚のカードを、写真に写っ
ている人や場所を観察して意見交換をしながらマッチングする。

10分

発表

グループ内やクラス全体に、写真の様子やそれにマッチさせたカード内容について発表する。

まとめ

SDGsが日本においてどの程度実現しているか、日本における課題は何かについて理解したり、「自
分の問題」として捉えられるよう考えたりする。

5分

5分

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
中級

上級

population growthや rightsな ど
SDGsの課題に関連する語彙を学ぶと
ともに、推察や推量を表現するための
助動詞、could, mightなどを使った文
章表現を練習する。
（例：This photo
might match this goal because…）
また、I agree.やI’m not sure.などの
ディスカッション表現も学ぶ。

poverty, equalityや solutionなど
SDGsの課題に関連する語彙を学ぶと
と も に、It seems 〜.やThis photo
reflects 〜.などの文を使って写真の
内容を説明する。また、プレゼンテー
シ ョ ン で はAs you can see 〜., We
learned that 〜.などの表現を使って
意見を述べる。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

身近な買い物から
SDGs 目標12を学ぼう
Ecological Responsibility

広告会社と連携して開発。
「買い物」をテーマに、
「持続可能な開発
目標
（Sustainable Development Goals：SDGs）
」
の目標12
「つくる責任・つかう責任」について学び、ビジュアルカード等を用
いて感じたことを効果的に伝えます。

場所 スタジオB（3階）
時間

60分

対象レベル

初級

中級

上級

小

目標・ねらい

中

・SDGs目標12について体系的に学習する
・課題に対する自分の気づきについて、理由を添えながら論理的に伝える

高

・自分の考えを効果的に伝える語彙や言い回しを理解し、使う

プログラムの内容
「意思のない消費をし続けると地球の資源はどうなってしまうのか」という
課題を身近な買い物を例に動画で学びながら、SDGs目標12や「国際認証
ラベル」について学習します。
「ビジュアルカード」等を使って、感じたこ
とを「デザイン」と「ことば」で伝えることを通して、自分の意見を効果的
に、かつ印象的に伝える手法を学びます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

活動

活動例

10分

あいさつ
ウォームアップ

「使いきれなかった文房具」などのテーマをもとに、ペアやグループで話し合ったり、クラス全体に
シェアをしたりする。

20分

レクチャー＆
ディスカッション

SDGsや目標12「つくる責任・つかう責任」について、ディスカッションを通して学習する。動画を
視聴しながら意志のない消費が及ぼす地球への影響を知ったり、「国際認証ラベル」について最新の
データを用いながら学んだりする。

20分

グループワーク

グループでのディスカッションをもとに、自分が感じたことについて「ビジュアルカード」等を使っ
て表現する。「なぜ」そのことを伝えたいのかを考え、重要だと感じたフレーズを盛りこむ。

10分

発表・まとめ

グループやクラス全体にカードを見せながら、自分が伝えたいことについて理由を添えて発表し合う。
まとめとして、地球の課題であるSDGs 目標12は、身近な買い物を通して実現しうることを学び、
自分の行動が未来を変えられることを意識する。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
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中級

上級

I always/sometimes ~. など頻度を表
す副詞を使って自分の消費傾向を伝えた
り、I think I should ~ because ~. な
ど自分なりの解決策とその理由を述べた
り す る。I want to think about ~. や I
chose this because ~. などビジュアル
カードで何を伝えたいかを発表する。

I learned ~ from ~. のように、動画や
チャート・グラフなどで得た情報を述
べ、自分の感想を付け加える。In order
to ~, I suggest ~. や If we ~, we can
~. などのように目的や理由を沿えて、こ
れから取るべきアクションを説明したり、
自分の意見を発表したりする。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

地球の未来と森の役割を考えよう
Environmental Sustainability

環境保護団体と連携して開発。紙ができる流れを学びながら、立場
が異なる当事者の主張をもとに様々な角度から環境問題や身近なエ

場所 スタジオB（３階）

60分

コを考える環境教育プログラムです。ディスカッションを通して、

時間

問題解決力を育みます。

対象レベル

初級

中級

上級

小

目標・ねらい
・日本や世界の紙の消費量や輸出入の現状について学び、多角的な視点から
問題を考える

中
高

・立場が異なる当事者の言い分を考えながら、自分の意見について理由を伴
って伝えられるようにする
・数量を表す言い方や増加・減少等の傾向を表す語彙を理解し、使う

プログラムの内容
紙の大量消費が木々や動物たちに及ぼす影響をリアルな写真素材とともに学
びます。
「動物」
「生産者」
「販売者」
「消費者」等、立場が異なる当事者にな
りきり、木を守ることのメリット、また逆に伐採することのメリットを考え
ます。他者の考え方を理解することや、自分の意見を主張することなどを通
して、木と紙をめぐる環境問題の多面性を学びます。

プログラムの流れ（例：中級・60分）
時間

5分

活動
あいさつ
ウォームアップ

活動例
「最近実践したエコなこと」などをテーマに、ペアやグループで話し合ったり、クラス全体にシェア
をしたりする
最新のデータを用いながら、クイズ形式で日本の紙の消費量や輸出入国について学び、それらが木々
や動物たちに及ぼす環境問題について知る。

10分

レクチャー１

25分

グループワーク・
発表

「動物」「生産者」「販売者」「消費者」等の立場が異なる当事者に生徒それぞれがなりきり、異なる言
い分を互いに伝え合う。「それぞれが納得するにはどうしたら良いか？」をグループでディスカッシ
ョンする。どんな解決法が出たか、どんな問題点があるかをグループごとに発表する。

20分

レクチャー２・
まとめ

解決法の一例として、
「FSCラベル」について学ぶ。どんなチェック項目があるのか、身の回りに
「FSCラベル」をつけた商品がどれほどあるか等を知り、「自分の行動が環境問題の解決につなげられ
ること」を理解する。

プログラム内の言語活動で期待できる発話例
中級

上級

We use ~ to ~. や ~ is made of/from
~. など物を作るときの材料について
話し、We need (to) ~. など必要性を
伝 え る 表 現 を 学 ぶ。whenやif, then
などのいくつかの関連する出来事を述
べられるようになる。

global issue, solution, environment
など、環境問題を語る上で不可欠な語彙
を学び、それらを使ってディスカッション
する。produce, consume, purchase な
どの語彙を使って、If I were ~, I would
~ because ~. などのように自分が置かれ
る立場を仮定して意見を述べる。

※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。
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Active Immersion Area

特別企画！

日本にいながら留学体験＠TGG
Overseas Study Program

日本にいながらにして海外留学を体験。第一弾はTGGとオーストラリ
ア・クイーンズランド州教育省の共同企画、
「TGG×QLDクラスルー

場所 オーバーシーズ・スタディルーム
（3階）

60分 120分

ムプロジェクト」
。クイーンズランド州の教員がTGGに常駐し、現地

時間

の特色ある教科を本邦初公開となる「クイーンズランド・カリキュラ

対象レベル

ム」の手法による参加型の授業スタイルで展開します。

目標・ねらい
・海外の参加型、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

初級

中級

上級

小
中
高

どを理解し、実践する
・知識の習得だけでなく、思考力・判断力、多様性を大切にし、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

プログラムの内容
クイーンズランド州現地の学校の授業を、現地の現職教員が実施するので、国内にいながら留学体験ができます。素
材として用いる教科はSTEM（Science, Technology, Engineering and Mathematics。いわゆる理数系）、社会
など様々です（具体的な教科のラインアップは現在調整中です）
。クイーンズランド州で行われているアクティブラ
ーニング形式で実施し、知識の習得だけでなく、思考力・判断力、多様性を大切にし、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を通じて、子供たちに気づきや驚きを与えます。また、海外の授
業に参加する際には必須となる、授業中の発言の仕方やタイミング、グループワークでの協働力などを、体験を通じ
て育むことができます。

「クイーンズランド・カリキュラム」って何？
オーストラリア・クイーンズランド州政府は、未
来を先取りしたカリキュラムを目指して見直しと
改革を果敢に続けています。世界でも有数の多民
族多文化共生社会として、異文化間の協働力を育
みます。また、創造力とそれを実生活へ応用する
力や、柔軟かつ分析的な思考力、教科横断的な能
力などに着目しながら、生徒の個性や才能を最大
限に導き出し、自信を持たせることを優先事項に
しています。更に、生徒が学習内容をどのように
咀嚼し発展したかについて、教員が多面的かつ丁
寧に評価する点も強みです。先端科学教育やデザ
イン、ファッションなど、幅広い教科に力を入れ
ています。

Queensland Department of Education
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※プログラムは全て開発中のものです。内容が変更になる場合があります。

アクティブイマージョン・エリア

!
Coming soon

開発中のプログラムを
ご紹介します！
下記のプログラムは、現在開発が進んでいるものです。完成しだい、選択可能なプログラムとして追加
される予定です。開発中のものだけでなく、プログラムは、みなさんの体験によって日々進化していき
ます。最新情報は、ウェブサイトなどをチェックしてください。

世界の料理を作ろう
Cooking

場所 クッキングスタジオ（３階）

クッキングスタジオを活用！
世界の食文化を「作る」体験から学ぶ

時間

世界で調理されるさまざまなレシピをもとに食文化を体験で

60分 120分

対象レベル

きるプログラム。グループでレシピを学び、役割分担しなが

小

ら調理をする。世界のさまざまな料理に関する映像を通じて、

中

各国の食文化を幅広く学習。

高

初級

中級

上級

開発中

※プログラムはすべて開発中のものです。内容が変更になる場合がございます。
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2019年度（平成31年度）ウェブ予約の手引き
Making reservations via the web

2019年度から予約システムがバージョンアップし、プログラムを選んで予約することができるように
なりました。そこで、学校利用の予約方法について、STEPに沿って流れをご紹介します。
予約方法、プログラム選択についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。

予約完了までのカンタン3ステップ！
STEP

STEP

STEP

利用日・校種・人数など
必要事項を入力します

システムが自動的に
プログラムを選択、
仮・行程表を表示します

仮・行程表を確認し
ご希望の内容に修正して
予約完了！

予約受付画面で、必要事項を入力

記入された人数からグループ数

仮・行程表は、自分で内容を組み

すると、予約受付のプロセスがス

（8人1組）を計算し、システムが

替えることができます。参考プラ

タート。まずは「利用予定日が予

グループごとにプログラムを自動

ンとして表示した内容をご希望に

約可能か」を判断し、OKであれ

選択。参考プランとして仮の行程

近い形に修正したら、予約完了で

ば先に進みます。

表を表示します。

す。行程表は、いつでも「マイペ

1

2

3

ージ」で確認できます。

まずはTGGウェブサイトにアクセス！

https://tokyo-global-gateway.com

■ TGGウェブサイトの予約フォームで、利用予約の年度を選択します
総合トップページ

「学校関係者の方はこちら」をクリック

学校関係者向けトップページ

利用予約の年度などを選択するページ

「予約する」をクリック

2018年度の予約を選択し
た 場 合 は、従 来 ど お り 日
程・人数のみでの予約とな
ります。

①「学校関係者の方はこちら」を選択
②2019年度（平成31年度）の日程で申込むを選択
③東京都にある学校でしょうか？について選択
※東京都外にある学校の予約開始時期は異なります。（2018
年5月1日以降）

次のページから、2019年度
（平成31年度）
の予約受付の流れに進みます
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STEP 1

STEP

1

-1

必要事項を記入

利用日・利用コース・利用人数などのほか
学校情報など、必要事項を入力します

学校関係者向けフォーム

利用日や利用コース（半日、1日コースなど）と、学校情報
（校種、名称や所在地など）
、希望の英語レベルを入力しま
す。この情報をもとに、まずは利用予定日に予約可能かど
うかを判断します。

■宿泊／昼食／バスの手配について
各種手配につきましては、お問い合わせください

利用する時間帯、セッション数を決定します
TGGには、半日・１日の利用プランが用意されています。１つの「セッション」で展開されるプログラムは60分が
基本（一部120分も）
。入場から退場までは下のようになりますので、どのパターンを選ぶかご検討ください。
1日コース

半日コース
（セッション1、2）

半日コース
（セッション2、3）

半日コース
（セッション4、5）

8：30
入場

入場

チーム・ビルディング

チーム・ビルディング

セッション1
9：45～10：45

セッション1
9：45～10：45

セッション1
9：45～10：45

休憩

休憩

セッション2
11：00～12：00

セッション2
11：00～12：00

セッション2
11：00～12：00

セッション2
11：00～12：00

ランチ・プログラムⒶ
12：00～13：00

振り返り

ランチ・プログラムⒷ
（オプション）
12：00～13：00

9：00
9：30
10：00
10：30
11：00
11：30
12：00
12：30

入場

チーム・ビルディング

13：00
13：30

セッション3
13：00～14：00

セッション3
13：00～14：00

セッション3
13：00～14：00

休憩

セッション4
14:15～15:15

セッション4
14:15～15:15

振り返り

14：00
14：30
15：00
15：30
16：00

セッション5
15：30～16：30

入場

チーム・ビルディング
セッション4
14:15～15:15
休憩

振り返り

セッション5
15：30～16：30

16：30

振り返り

17：00
17:30
18：00
18：30
19：00

セッション6
17：45～19：45

19：30
20：00

※
「半日コース」
はプログラムをセッション1～５の枠から連続する2コマをお
選びいただきます。
※
「宿泊コース」
を選択された場合、
セッション6に実施す
るプログラムを、
オプションで追加できます。
※
「チーム・ビルディング」
の30分前が集合時間となります。
※上記以外の利用方法をご希望の場合は、
お電話にてお問い合わせください。

次のページへ進みます

ご利用料金

（学校利用）

日帰り

価格はすべて税別

宿泊

詳細はお問い合わせください

コース

都内

都外

1日コース

4,800円

6,800円

ランチ・プログラムⒶ

半日コース

2,400円

3,500円

ランチ・プログラムⒷ

※ランチのご注文は別途500円～承ります
（弁当持参も可）
。
1日コースには、
ランチプログラムが付属します。
半日コースのランチプログラムはオプションで承り、
別途1,400円を頂戴いたします。

STEP 1-2
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確認

STEP

1-2

グループ数・利用予定日に選択できないプログラムを確認

①グループ数を確認
［例］

利用日：2019年12月2日
校種：小学校

利用コース：半日（セッション1・2）

参加生徒数：30名
TGGでは児童・生徒8人に1人のエージェントが付き添うた
め、事前に学校でグループ分けを行っていただきます。ここ
では、利用予定人数から8人1組のグループをいくつ作れる
かを表示します。このグループ数でよいかどうか、ご確認く
ださい（変更の必要がある場合はお問い合わせください）
。

②選択できないプログラムの確認
利用予定日にすでに予約済みのプログラムや実施予定のないプログラ
ムなど、選択できないプログラムをセッションごとに表示します。選
択予定だったプログラムが予約できるかどうか、ここでご確認ください。
ここで表示されたプログラムを選択したい場合は、利用日や人数を変
更してください。

STEP 1-1

利用日などを選択する画面に戻って再入力

表示された内容でよろしければ
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利用日や人数を変更して再確認
利用規約に同意し「確認」

STEP 2

STEP

2

自動的に仮プランを作成！

グループごとに体験するプログラムの行程表を自動で表示します。
希望するプログラムが盛り込まれているかなど、ご確認ください
利用希望日に選択可能なプログラムを抽出し、仮の行程表を自動的に作成します。この「仮・行程表」を
修正する形で、ご希望に近いプランに変更することが可能です。

貴校のグループ番号
を上から下へ表示

利用コースのセ
ッションを表示

貴校のグループ
総数表示

仮・行程表

体験するプログ
ラム名を表示

①プログラムを変更する
一部のプログラムを変更したい場合は、プルダウンメニューから選択

STEP 3-1

すべてのプログラムを自分で選択したい場合は、

STEP 3-2

をクリック

②仮・行程表のまま予約する
をクリックし、次画面にて予約内容を最終確認します
表示された内容でよろしければ……

送信

予約完了！

をクリック

表示された内容を変更したい場合は……

をクリック（再度修正します）

入力したメールアドレス宛に予約完了メールが届きます
予約内容に間違いがないかご確認ください。
予約内容の変更などございましたら、お問い合わせください。
■予約についてのご相談は… e-mail tgg@tokyo-global-gateway.co.jp

Tel. 0120-86596-1
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STEP

3-1

一部のプログラムのみ変更する場合
変更したい部分のプログラム名をクリックし、プルダウンメニューより体験するプログラムを選択してく
ださい。

プルダウンメニューに選択できるプログラムを表示します。変更し
たいプログラムを選択してください。
選択できるプログラムのみ表示します。

STEP

3-2

すべてを空にして手動で設定する場合
グループごとに、各セッションのプログラムをす
べて選択してください。選択する方法はSTEP 3-1
を参照ください。

入力した内容を確認
をクリックし、次画面にて予約内容を最終確認します
表示された内容でよろしければ……

送信

予約完了！

をクリック

表示された内容を変更したい場合は……

をクリック（再度修正します）

入力したメールアドレス宛に予約完了メールが届きます
予約内容に間違いがないかご確認ください。
予約内容の変更などございましたら、お問い合わせください。
■予約についてのご相談は… e-mail tgg@tokyo-global-gateway.co.jp
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Tel. 0120-86596-1

予約完了からご利用まで
Pre-boarding

利用予約完了から利用後までにしていただく準備、TGGからの郵送物、利用後のフィードバックまでの
流れをご案内します。

13
～

か月前

Ⅰ

予約を確定するための「申込書」を、TGGからお送りします
（2018年度（平成30年度）
は行程表もお送りします）

Ⅱ

Ⅰの「申込書」に「学校印」をご捺印の上、TGGにご返送ください⇒予約手続きが完了します

Ⅲ

TGGでⅡの「申込書」を受領後、TGGより事前資料・教材をお届けします
TGGから届きます

①事前学習資料など

一部プログラム
専用学習教材
一部のプログラム
では基本的な知識
を予習するための
教材が追加される
ことがあります

館内で使用する
基本フレーズなど

②パスポート

③事前事後
アンケート

利用前（表）と利用後（裏）
のアンケート

利用のガイドとも
なります

マイページよりダウンロード
④入館証
入退館に必要なもの

Ⅳ

Ⅲで送付された資料をもとに、以下のご準備をお願いします

①児童・生徒のグループ分けをお願いします
②事前アンケートのご記入をお願いします
③事前学習資料をご活用ください

当日
Ⅰ 「パスポート」「入館証」
「事前・事後アンケート」をお持ちください
※円滑な入場のため、「パスポート」及び「入館証」は、入場時までに各児童・生徒にご配布をお願いします

Ⅱ

終了時に「事前アンケート」と「事後アンケート」が記入されたものをエージェントが回収します

利用後
Ⅰ

児童・生徒の活動の様子に関するエージェントによるフィードバックを、学校宛にお送りします
参考資料としてご活用ください

Ⅱ

TGGから請求書が届きますので、指定の期日までにご入金をお願いします
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よくいただく質問
FAQs

TOKYO GLOBAL GATEWAYの施設やスタッフ、ご利用方法などについて、
学校関係の皆様から多く寄せられたご質問にお答えします。

利用方法について

Q

希望者、クラブ活動等の少人数での利用は可能でしょうか。
可能です。ただし、学校利用としてご利用いただくには原則8名以上で、学校を通じてのお申し込みに
限ります。
※「学校」
とは、学校教育法第一条に定める教育施設と、それに準ずる施設と東京都教育委員会が認めた施設です。

Q

半日コース、1日コース以外の利用は可能でしょうか。
通常のプログラムのほか、複数日程で連続性を持つプログラムの提供が可能です。具体的なプログラム
や宿泊を伴うご利用の場合、また特にアレンジをご希望の場合はお問い合わせください。

Q

オリジナルプログラムの実施は可能ですか。
学校のご利用目的や習熟度等によってアレンジも可能です。詳細はご相談ください。

Q

将来の職業を意識したビジネス・プログラムはありますか。
仕事、国際協力、ボランティアなどの切り口から、実社会を垣間見るプログラムがあります。英語を使
えるようになることで、こんな風に仕事の可能性が広がるんだと、実感できるようになります。国際関
係機関や企業等とも連携し、より実践的なプログラムをご用意いたします（35～39ページ参照）
。

Q

バスの駐車場はありますか。
近隣にご用意がございます。またバスのご手配等につきましてもご相談ください。
※東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、2020年度（平成32年度）以降は近隣のバス駐車場の手配ができなくなる場合があります。
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プログラムについて

Q

プログラムの難易度設定を教えてください。
アトラクション・エリアは3段階、アクティブイマージョン・エリアは5段階でCEFR-J に基づく難易度
※

設定をされたプログラムをご提供いたします。本誌では、それぞれのプログラムに対応レベルを記載し
てあります。
※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です。

Q

学年・クラスで受講するプログラムは全員一緒ですか。
プログラムごとに収容人数を設定しており、申込人数や当日の予約状況により全員が同じプログラムを
利用できない場合があります。42ページからの予約方法をご参照いただき、グループごとに行程を作る
方法となることをご理解いただければ幸いです。

引率教員について

Q

教職員の当日の役割を教えてください。
当日、施設内では「エージェント」が児童・生徒に付き添いご案内します。教職員のみなさまは児童・
生徒が活動する様子をご見学いただけます。

利用中の災害対応について

Q

近隣の緊急避難場所はどこですか。
TGGの所在する江東区青海2丁目は、東京都により「地区内残留地区」に指定されており、災害時は広
域的な避難を要しない場所となっています。災害時はビル内あるいは地区内にとどまり、その後行政か
らの指示により移動することが想定されます。

予約について

Q

利用予約はウェブサイトでしかできないのでしょうか。
先着順で予約を受け付けていますので、原則ウェブサイトからをお願いしております。インターネット
のご利用が困難等の事情がございましたら、お電話でご相談ください。また、予約画面の操作方法やプ
ログラム（行程表）
の組み方など、お気軽にご相談ください。

■TOKYO GLOBAL GATEWAYお問い合わせ先

e-mailで
お電話で

tgg@tokyo-global-gateway.co.jp
70120-86596-1
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↑新橋

台場フロンティアビル
シェルミュージアム
お台場海浜公園

←大
崎

アクアシティお台場

台場
フジテレビ

潮風公園

デックス
東京ビーチ

お台場海浜公園

トレードピア
お台場

首都高速湾岸線
新木場→

東京テレポート

ダイバーシティ東京プラザ

りんかい線
夢の大橋

水の科学館

センタープロムナード

東京国際
交流館

青海北ふ頭公園
東京湾岸
警察署

日本科学
未来館

ウエストプロムナード

東八潮緑道公園

船の科学館

船の科学館

パレットタウン

青海

ゆりかもめ

豊洲→

フジテレビ
湾岸スタジオ

TGG
テレコムセンター
大江戸
温泉物語

テレコムセンター
（展望台）

立川

新宿

東京

青海南ふ頭公園

バスでお越しの方

車でお越しの方

所在地
お問合せ先

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38分 東京駅から32分

立川駅から90分

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
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
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 1〜3階
施設の利用・予約に関するお問合せは 70120-86596-1
受付時間／月〜金 9:00〜17:00（祝日・年末年始除く）

■ 会社概要

株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY
（株式会社学研ホールディングス執行役員）
代表取締役社長・CEO 織田 信雄
■ 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、
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 開業予定

最新情報を更新中！
https://tokyo-global-gateway.com
TGG東京都英語村

検索

本誌の内容は2018年4月1日現在のものであり、
予告なく変更する場合がございます
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