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2018/10/14 SUN 9：00～16：30

Access

東京都英語村は市進教育グループが運営に参加しています。
2018.7

TGG 国内英語留学 特別プログラム

※当日は、市進グループ生だけが対象となります。

東京都英語村×市進教育グループ

「英語を」活用、「英語で」挑戦

まるで海外！疑似空間プログラム

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

所在地
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立川 新宿 東京

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
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※10/14（日）市進特別プログラム当日の
　市進貸切バスにつきましてはPage-6をご覧ください。

■着いた瞬間からそこは英語だけの世界
■CLIL（内容言語統合型学習）で楽しく修得
■約7,000 ㎡のスケールに、体験施設も高水準
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TGGで過ごす間は各グループで活動を行います。

エージェント：グループをナビゲートするイングリッシュスピーカー（各グループに1人います）

TOKYO GLOBAL GATEWAYでの活動

rogramP

TOKYO GLOBAL GATEWAYでの1日
TGGでは1日中英語で過ごします。

+
▲

エージェント

TOKYO GLOBAL  GATEWAYへようこそ！

TGG（TOKYO GLOBAL GATEWAY） 企画で、市進が目指す英語力の最終目標

アトラクション・エリア

TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）は外国にいるようなリアルな　空間の中で、英語でのコミュニケーションに挑戦する体験型施設です。
国や言語･文化の違う人たちとのコミュニケーションを思う存分､たっぷりと　楽しんでください。

9:00～
チームビルディング

9:45～12:00
セッション1，2
それぞれのグループで
活動を楽しみます。

それぞれのグループで
活動を楽しみます。

12:00～13:00
ランチプログラム

13:00～15:15
セッション３，４

15:15～16:30
振り返り

1日の活動の振返りを
英語で行います。

相手に考えを伝え、ディベートができ、
相手を説得し、あるいは反論できる英語力

自ら発信して、さまざまな場面で交渉し、
問題解決できる英語力

自分のグループを担当する
エージェントに会って自己
紹介などをします。

ランチタイムも英語に
親しみます。

英語教育の専門チームが開発した充実のプログラム！

ミッションカードを使って海外で起こりうる場面に挑戦！ アクティブ イマ―ジョン・エリア 映像制作やビジネス・プログラムなど、英語「で」挑戦！

▲ ▲ ▲ ▲
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参加費用

9,990円（税込）

①バス利用

集合およびバス利用について

・各自持ち込みとなりますので、あらかじめご用意願います。

昼食について

・保護者のTGG付添入館:TGG入館料1,080円（税込）/お一人様につき

保護者の付添入館について

・市進ホームページの「TGG市進の日」お申し込みフォームより先着順
 【定員になり次第〆切となります】

お申し込み方法

・English Camp参加者の皆様 先行受付:7/17（火）10:00開始 【7/17・18はEnglish Camp参加者のみ受付】
・English Camp参加者以外の皆様:7/19（木）10:00開始

お申し込み日程

【本体価格9,250円】バス利用、現地集合とも同価格

・バス発着予定地：新宿・千葉・津田沼・柏の4か所
・集合時刻：7:15　発車時刻：7:30（予定）　→　現地発車時刻：17:00　解散時刻（予定）：18:00

②現地集合
・集合時刻　8:30　→　解散時刻　16:30

※バス費用については、参加希望者が近距離・遠距離にかかわらず参加できるように、
　市進教育グループで負担し、参加者のご負担を請求しておりません。

※バス利用は、参加者のみとなります。保護者の方のバス利用はできません。
　保護者の方のTGG付添入館希望の場合は、現地集合となります。
※定員になり次第、締め切りとなります。その場合は、現地集合となりますので、あらかじめご了承願います。

保護者のアトラクション参加はできません。付添については、TGG側の基準に従っていただきますのでご了承願います。

当日の持ち物

■事前にお渡しするTGG教材
■筆記用具

注意事項

一部写真撮影ができない部分がございます。
保護者様は見学スペースにてご見学をお願いしております。

■昼食と水筒（休憩時間に外出することはできません）

2018/10/14 sun
東京都英語村×市進教育グループ　TGG 国内英語留学 特別プログラム

※お申し込みフォームは
　こちらから〉〉〉
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TGG Education Center

Media Lab

Studio B

高校生プログラム 英語でコミュニケートし、
渡り合う能力をつける。

for High School Students
グループワークをベースに「ディスカッション」や「プレゼンテーション」スキルを身につけます。環境問
題やサイエンステクノロジーなどのテーマを、英語で考え、英語で意見を伝えることを学びます。将来英
語を使って仕事をしたり、留学をしたい高校生におすすめのコースです。

■主なプログラム

❶ニュース番組作成

「ディレクター」や「キャスター」などの役割り分担をし、オリジナ
ルのニュース番組を英語で作成します。 

❷SDGｓ：持続可能な開発目標
国際開発協力機関と連携して開発したプログラム。地球規模の
課題について考えたり問題解決に向けたディスカッションをし
ます。

❸留学体験

オーストラリア・クイーンズランド州との共同企画。クイーン
ズランド州の教員による現地の特色ある授業を体験します。

❹キャンパスゾーン

海外での学生生活をイメージした場面設定です。海外の学校
へ来たかのような体験ができるプログラムです。

※SDGｓ…「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
　2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年～2030年の
　15年間で達成するために掲げた目標のことです。

目的！
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中学生
プログラム❷

英語で考えを伝える。モノを操作し、創造する。
for Junior High School  Students

これからの高校入試は英語で自分の考えを表現できる力が求められます。
「プログラミング」などの体験を通じて、英語で自分の考えを表現する英語力を身につけることができます。より高度な英会話を
体験したい中学生におすすめのコースです。

■主なプログラム（グループにより体験できるプログラムが異なります）

❶未来カード
自分の興味や強み、将来の夢を英語で伝えられるように
します。

❷プログラミング（上級）
ロボットを操作するために必要な指示を英語でできるよう、表現に
用いる語彙を学びながら実際にロボットをプログラミングします。

❸トラベルゾーン
「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。リアルな場面設定で店員とやり
とりができます。

❹エアポートゾーン
「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。海外旅行でだれもが経験しうるやりとり
を体験できます。

Quick Bite Craft Lab

小学生プログラム
英語をどんどん使おう。
たくさん使う。楽しく使う。

for Elementary School Students

中学生
プログラム❶

英語を使いこんで、英語に対する自信をつける。
for Junior High School  Students

空港やホテル、お店、レストランのエリアで英語を使って買い物を楽しみましょう。また、英語でダンスを習う
セッションで、身体の部位や動作を示す言葉を理解したり、楽しくわくわくするプログラムがいっぱいです。

■主なプログラム（グループにより体験できるプログラムが異なります）

Get Well Clinic

TGG Airlines World Bistro

海外旅行体験や「効果音づくり」などのグループディスカッションを通して、普段の英語の勉強が実際の英会話でも役立つことを
体験できます。英語をどんどん活用したい中学生にぴったりのプログラムです。

■主なプログラム（グループにより体験できるプログラムが異なります）

❶効果音作り
効果音を表すときの英語と日本語の違いを学んだり、さまざまな
素材を組み合わせて効果音を作り出します。

❷コマ撮り作品
基本的な動作を表す語彙やフレーズを理解しながら、コマ撮り映像
を作成していきます。

❸理想の町紹介
道案内をするための表現を学習し、自分で設計した町がどのような
町か、他のメンバーに紹介します。

❺エアポートゾーン
「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。海外旅行でだれもが経験しうるやりとりを体験できます。

❹ホテルゾーン
「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。海外旅行で役に立つ英会話表現を実践練習します。

目的！
目的！

目的！

❶プログラミング
ロボットを操作するために必要な方向や速度、距離などを表現する
語彙を学びながら実際にロボットをプログラミングします。

❷丈夫な橋づくり
形､色､重さ､数や単位などに関する表現を理解しながら､橋をつくり、
グループ対抗で強度を競います。

❸ダンス
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。

❺エアポートゾーン
「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。海外旅行でだれもが経験しうるやりとりを体験で
きます。

❹ホテルゾーン
「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。海外旅行で役に立つ英会話表現を実践練習します。

Room C
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