
アフタースクール

TGG スクール by LCA のご案内

習う 慣れる 試す



「学んだ英語」を「使える英語」にする実践の場として、2018年9月にTOKYO 
GLOBAL GATEWAY（TGG）が開業いたしました。
TGGは、東京都教育委員会が2016年3月に公募した「英語村（仮称）」事業実施
方針及び募集要項に基づき選定、設立された会社で、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社コンソーシアムで構成されていま
す。「TGG スクール by LCA」はTGGを構成する1社のひとつ、株式会社EDURE 
LCAが運営を担当しています。

TGG （ 東 京 都 英 語 村 ） と は
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EDURE LCAは、神奈川県相模原市で、LCA国際小学校、LCA国際プリスクール、
ウィークエンドプログラムを運営しています。

LCA国際小学校は構造改革特区を利用してできた日本初の株式会社立の私立学校
で、英語イマージョン教育を実施しています。1～３年生は国語以外の教科を英
語で学び、4年生以上は国語の他に算数・理科・社会を日本語で指導を受けます。

日本人としての教育をしっかり身につけながら、自分の意見を英語で発表できる
高い英語力を獲得できる学校です。また、幼児・学校教育に加えて、土曜日の
ウィークエンドプログラム（小学生プログラム、プリスクール、ミュージカルス
クール）またサマースクール、スプリングスクールなども実施しております。

EDURE LCA

LCA国際小学校・LCA国際プリスクール・ウィークエンドプログラム



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



対象： 小学1年生～6年生

開講日：カレンダーに記載する平日

(土日祝日、お盆・年末年始休みを除く）

開講時間：下校時刻（13時以降）～18時00分まで
※1

ご利用条件：週２回以上のご利用※2

特徴：

言語習得に大切な小学校低学年の時期に、できる限り英語に
触れる時間を持ち、「英語が大好き」、「英語で話すことは楽し
い」、「アフタースクールに行きたい!!」と感じていただけるプログ
ラムを提供します。テーマベースのレッスンは、4技能（読む、書
く、聞く、話す）をバランスよく習得できるよう英語習熟度別に行
います。

TGG スクール by LCA アフタースクール

※１ 時間の延長（最長20時まで）や長期休暇中は
別途料金で午前中から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回以上のご利用をお勧めします。

スクール概要

インストラクターは
全員経験豊かな



1日の流れ（例）

※1 
入室時刻は小学校の下校時刻（13時以降）に
応じて対応させていただきます。

※2 
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

入室※1

～16:00

Practical Englishタイム
・コミュニケーション
・知育ゲーム
・宿題サポート
・プログラミング
・運動遊び
・科学実験 など

16:00-16:15

～18:00

おやつ（軽食）

LCA English タイム （レベル別指導）
・Metrolearning™
・Grammar ・Reading
・Speaking ・Writing
・テーマに沿ったレッスン
TGGのアトラクションエリアやイマー
ジョンエリアでのレッスンも！！

18:15～ 帰宅※2



脳を日本語から英語に切り替える
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・自己学習
学校の宿題や英語の自己学習(問題集など）
英語試験対策

プログラミング ScratchやViscuit・タイピングゲームなど

科学実験や工作 （例）スライム・バスボム・

運動遊び 体を使った英語遊び

プログラム 内容と特徴 ⑴ Warm-up タイム

Practical English Time
• 好きなアクティビティを通して英語を試す



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）～）

• 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、急増する中学入試英語導入を

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、

★コミュニケーション力
★自分で考える力
★Be kind! Be safe! Have fun! 

文部科学省検定教科書（外国語・東京書籍）に当社の開発したメトロラーニングが採用され、
LCA代表の山口紀生が監修に携わりました。



プログラム 内容と特徴（３）

英語を実践で試す！アトラクションエリア



送迎バスサービス(別途料金）
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テキストブック・教材

LCAメソッド

METROLEANING
• 発話力を鍛え、会話力を身に着ける教材
• メトロノームのリズムに乗って楽しく単語や

センテンスを発話
• 文章で話せる！英語が楽しくなる！
• レベル１～2

TEXTBOOK
• レベル１～２



送迎バスサービス(別途料金）
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テキストブック・教材

LCAメソッド「習う」「慣れる」「試す」

RazPlus
• Raz Kids（ラズキッズ）とはアメリカの小学校をはじめ、世界中のインターナショナルスクール等で
使われているオンライン型図書システムです。
29のレベルに分かれた数千冊以上のデジタルブックを自由に多読することが出来ます。
★クラスの本と個別レベルに合った本の宿題
★クラス対抗、個人戦のコンペティションを開催

TEXTBOOK
初級
• アルファベットフォニックス
• 読み書きの基礎を身に付ける

Worksheet
中級～上級
• 文法
• 文章の読解力
• 文章を書く力



・
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送迎バスサービス(別途料金）

近隣小学校や学校近くまで専用バスでお迎え

(お台場・有明・東雲・豊洲・辰巳地区）

お帰りはご自宅近くまでお送り

安心・安全な送迎のため、バス会社に運行を委託

整備の行き届いた緑ナンバーのバスと二種免許所持のプロのドライバー

習い事の送迎
バス事故が増
えています。



・
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コミュニケーション (塾アプリComiruを利用）

保護者様とのスムーズなコミュニケーションのために！！
専用アプリComiru・LINE@連携

◦ お知らせ、お問い合わせ、アンケートなどすべてペーパーレス、アプリで対応

◦ 指導報告書の送付

◦ 請求書の送付

◦ 口座振替の手続きもアプリ上で完了

◦ 毎日の入退室もアプリでお知らせ

◦ 動画の共有



こだわりポイント

アフタースクール専門のおやつ・お弁当外部業者に委託

おやつは袋菓子か手作りから選べます。

手づくりおやつは小麦・乳・卵などアレルゲン28品目不使用で国産肉、
地元の野菜を使用

献立は事前に配布
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おやつ・お弁当について

お弁当

袋菓子

手作りおやつ

献立例
• キャベツメンチカツ
• わかめおにぎり
• 大学芋

• ミートソーススパゲ
ティ

• ハッシュドポテト
• 竜田揚げ

献立例
• おっとっと
• 快適野菜ゼリー
• 大学芋
• 星たべよ
• つぶグミ
• ラムネ



料金表 ※全て税込み表示

入会金 初回のみ ¥33,000

週5回 ¥59,400
週4回 ¥55,000
週3回 ¥45,100
週2回 ¥33,000
諸経費 月額 ¥3,300(週2),  ¥3,850(週3/4),  ¥4,400(週5)

おやつ 1,540円/月（週2）・2,420円/月（週3）・ 3,300円/月（週4）・ 3,960円/月（週5）
＊袋菓子か手作りお菓子より選択 原則全てのお子様にご注文をして頂きます

お弁当 880円/回 ＊栄養管理や素材・調味料に配慮したヘルシーなお弁当

延長料金 660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・検定料 実費負担

アフタースクール費用 （月額） ※ 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

その他の諸経費

オプション（有料）
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■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、PBL）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33,000円を11,000円とさせていただきます



バス利用料金表（税込み表示）
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送迎 お迎えのみ 送りのみ

週2回 ¥11,319 ¥6,116 ¥5,203

週3回 ¥13,288 ¥8,085 ¥6,820 

週4回 ¥16,170 ¥9,823 ¥8,316 

週5回 ¥18,480 ¥11,088 ¥9,240



17

TGGスクール by LCAが大切にしていること

⚫ 楽しいスクール！ 先生が好き！
⚫ アトラクションエリアなどTGGの広い施設を活用（総面積は約7,000㎡）

⚫ School Trip

⚫ サマーキャンプ・スプリングスクールなど

⚫ 質の高いレッスン
⚫ インストラクターへのトレーニング

⚫ レベル別

⚫ LCAメソッドを使ったオリジナルカリキュラム作成

⚫ フルタイムインストラクター

⚫ 保護者様とのコミュニケーション重視
⚫ Comiruを活用

⚫ TGGスクールの一番の自慢はお預かりしているお子様です。



お申込みの流れ
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入会申込書・利用申込書に必要事項を記入の上、下記までご提出ください。

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 
株式会社TOKYO GLOBAL

「TGGスクール by LCA 事務局」 宛

ご入会のご連絡をご登録頂いたメールアドレスに送付します。

（銀行振込、入会書類を自宅郵送、コミルアプリ登録などのご連絡）

お問い合わせやご質問は、『TGGスクール by LCA 』担当の後藤・田口・高畠まで
ご連絡ください
Mail: school-by-lca@tokyo-global-gateway.co.jp TEL: 03-5962-4355

mailto:school-by-lca@tokyo-global-gateway.co.jp

