
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いろはじゅくからえいごむらまでのいきかた 

 

＞＞いき 【いろはじゅく 7:30 しゅうごう】  

 

とうぶバス：「いちばさかうえ」ばすてい  7：45 しゅっぱつ 

→しきえき 8：07 しゅっぱつ 

→テレコムセンターえき 9：24 とうちゃく 

→TGG（とうきょうとえいごむら）まであるいて 5 ふんでとうちゃく 

【TGG（とうきょうとえいごむら） 9：30 とうちゃく】  

 

 

＞＞かえり 【TGG（とうきょうとえいごむら） 15:30 しゅっぱつ】  

 

→テレコムセンターえき  15：46 しゅっぱつ 

→しきえき 17:03 とうちゃく 

→こくさいこうぎょうバス：しきえき 17：10 しゅっぱつ 

【いろはじゅく 17：15 とうちゃく】 

 

※いろはじゅくに とうちゃくしたら、それぞれ きたくします。 

※おうちのひとと いっしょにきている人は、かえりのとちゅうで 

かいさんしてもよいです。  

とちゅうで かいさんするばあいは、かならず まえもって  

まきせんせいにつたえてください。 

学童保育ルーム いろは塾 

-１- -2- 

■ランチの ばしょと じかん 

てのしょうどくをしっかりおこない、しょくじのときは おしゃべりをしないよ

うにしましょう。ランチのじかんとかいじょうは、とうじつにわかります。 

せんせいからきいて、じかんにおくれないようにあつまりましょう。 

 

 



■TGG タウン（えいごむらのまち） ⇒ 2 かい 

・ミッションをクリアするとエージェント（スタッフのひと）がパスポートに 

スタンプをおしてくれます。 

※TGG タウンは かいがいの まちなみそっくりの エリアです。 

Pharmacy   くすりやさん 

 Travel Agency りょこう だいりてん 

 Fast Food store ファーストフード レストラン 

 Clinic     クリニック おいしゃさん 

 Hotel     ホテル 

 Airlines    こうくう かいしゃ 

 Souvenir Shop おみやげ やさん 

 Restaurant   レストラン 

 Market     いちば 

 

・TGG タウンでは、みなさんの えいごのレベルは 初級（しょきゅう） 

レベルで エージェント(スタッフの人)と おはなしができます。 

きにいったところに、なんかいでも さんかすることも できます。 

(おなじプログラムでもミッションは いろんなものがあるので、あきずに  

なんかいでも ちょうせんする ことができます。） 

 

・エアプレイン（Airlines  こうくう かいしゃ）のしせつは、 

すわるせきにかぎりがあるので、ひとり１かいだけしかりようできません。 

 

エアプレインの チケットは、まえもって マキせんせいからうけとり、きめられ

たじかんに みんないっしょに にゅうじょうします。（ほかの プログラムは チ

ケットをもらわなくても じゆうに はいることが できます） 

 

・TGG タウンでは ビンゴカードで あそぶことができます。 

 ３ビンゴで オリジナルシールが もらえます。 

■そのほかのエリア⇒ 2 かいの TGG タウンいがいのエリア ＋ 3 かいのエリア 

・ミッションをクリアすると、エージェント（スタッフのひと）が パスポート

にスタンプを おしてくれます。 

 

・よみきかせは１ねんせい～２ねんせいのおともだちにむいています。 

（おうちのひとやきょうだいといっしょにさんかしても OK です） 

 

・てつどうがすきなひとは りんかいせんクラフトがおススメです。 

（おうちのひとやきょうだいといっしょにさんかしても OK です） 

 

・プログラミングけいのイベントについて。 

「アイロボットの Root でプログラミングたいけん」は、ぱそこんで もじを 

 にゅうりょくしたり マウスの そうさが できる人が たいしょうです。 

 

・アーティストに えを ならうものも にんきです。 

（えいごでエージェントの いうことを りかいできる人が  

たいしょうです。） 

 

・タイムテーブルを まえもって よんで、どのように プログラムを まわり

たいのかを すこしでも かんがえておくと よいでしょう。 

 

■クイズラリー 

・TGG の たてものの なかに はってある クイズをとき、クイズのこたえを

「うけつけ」で おはなしすると プレゼントがもらえます! 

 

・プレゼントの ひきかえは、ゆうがたが こんざつします。  

こたえがかけたら、11:00 すぎたら はやめにプレゼントをひきかえることを 

オススメします。 

※プレゼントこうかんは 1 かい 受付（うけつけ）にて 
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■プログラムのまわりかた 

・TGG の たてものの なかを まわるときは、おともだちどうしが  

いっかしょに かたまらないように しましょう。 

 

おなじばしょに いちどに たくさんの人があつまると こみあってしまい まち

じかんも ながくなって しまいます。 

 

まちじかんは もったいないので、ならぶ人が すくないところから どんどん 

さんかして みることを おススメします。 

 

■TGG（えいごむら）についたら 

・9：30 に TGG につくよていです。 

・みんないっしょに グループせんようの いりぐちから にゅうじょうします。 

・いりぐちで、しょうどく・けんおんをおこないます。 

・１かい グローバルステージで  10 じまで まちます。 

・まきせんせいのあとにつづいてすすみ、２かいのイベントスペースに 

いどうします。 

※マキせんせいが せつめいや ちゅういじこうを はなします。 

だいじな はいふぶつも あります。 そのばしょにいて よくきいて ください。 

 

 

■とうじつ みんなに はいふするもの 

・パスポート 

・ビンゴカード（２かい TGG タウンでつかいます） 

・クイズラリーの ようし 

・イベント リーフレット（ちず やタイムスケジュール がかいてあるもの） 

・ネーム ストラップ（じぶんのなまえのプレートがはいっているもの） 

 

 

 

※ネームストラップいがいは もちてがついた とうめいのバッグに 

いれておきます。 

※０～６さいのこどもは、フューチャーチャレンジャーというステッカーを 

むねにはります（プログラムは けんがくのみで さんか できません）。 

※イベントでつくったものや、プレゼントをもらうこともおおいので、このとう

めいバッグにまとめていれるようにしましょう。 

 

■いえからもってくるもの 

・ひっきようぐ（クイズラリーのときに つかいます） 

・すいとう（たてもののなかにも じどうはんばいきが あります） 

・おべんとう 

・こうつうけい IC カード 

（パスモ・スイカなど。おうふくで 1000 円ほどかかります。 

あらかじめ カードにチャージして じゅんびしてください。りんじのときに そ

なえて、チャージするおかねは、1500 円くらい いれておいたほうが あんしんで

す。） 

 

※にもつは あるきまわりやすい ちいさめのカバンを よういするのが おスス

メです。おとしものや わすれものを しないように、とうめいのバッグに  すぐ

に もちものを しまうように しましょう。 

 

※たてものの なかでは、どこでもじゆうにすいぶんほきゅうを してよいです。

ねっちゅうしょうの しんぱいも あるので、すいぶんを じゅうぶんにとるよう

にしてください。 

 

※だいじなもの（ゲーム、スマホなど）は できるかぎり もってこないように

してください。なくしてしまった ばあいは プログラムのとちゅうで さがし

にいったり することができません。 
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