
■■旅 行 期 間旅 行 期 間	：		：	 2022 年2022 年
	 		 	 6 月 25 日 土 ～ 6 月 26 日 日6 月 25 日 土 ～ 6 月 26 日 日 2 日間2 日間
■■旅 行 代 金旅 行 代 金	：		：	 大人お 1人様大人お 1人様

（1名 1室利用）（1名 1室利用）　　170,000170,000円円
■■申 込 締 切申 込 締 切	：	 2022 年 4月 29日	金	：	 2022 年 4月 29日	金
■■最少催行人員最少催行人員	：	 20 名様	：	 20 名様
	 		 	 （定員に達し次第、申込締切前に募集を終了させて頂く場合もございます）（定員に達し次第、申込締切前に募集を終了させて頂く場合もございます）

■■食 事 条 件食 事 条 件	：		：	 朝食 1回・昼食 0回・夕食 1回（計 2回）朝食 1回・昼食 0回・夕食 1回（計 2回）
■■利用ホテル利用ホテル	：		：	 京急EXイン	羽田イノベーションシティ京急EXイン	羽田イノベーションシティ
	 	 （洋室・シングル利用）	 	 （洋室・シングル利用）
■■お 申 込 金お 申 込 金	：	 30,000 円	：	 30,000 円
本研修では徹底した感染症対策を実施します。本研修では徹底した感染症対策を実施します。
対策の内容は、必要に応じて変更する場合があります。対策の内容は、必要に応じて変更する場合があります。

ミュンヘン市内のブルーテンブルク城にある世ミュンヘン市内のブルーテンブルク城にある世
界最大規模の児童図書館です。「子どもの本を界最大規模の児童図書館です。「子どもの本を
通じた国際理解」という理念に基づき、企画展通じた国際理解」という理念に基づき、企画展
示・巡回展示、講演・講座、学校向けプログラ示・巡回展示、講演・講座、学校向けプログラ
ム、国際推薦児童図書目録刊行など幅広い活動ム、国際推薦児童図書目録刊行など幅広い活動
を行っています。を行っています。

オスロ大学はノルウェーで最古、最大規模の大オスロ大学はノルウェーで最古、最大規模の大
学です。ノルウェー国内や北欧における図書館学です。ノルウェー国内や北欧における図書館
間のネットワークと、そうしたネットワークを間のネットワークと、そうしたネットワークを
活用したオスロ大学図書館のサービスについて活用したオスロ大学図書館のサービスについて
お話しいただきます。お話しいただきます。

■企画協力 ■旅行企画・実施／お申込み・お問い合わせ先

株式会社 JTB 東京中央支店

本研修は私立大学図書館協会の海外研修の助
成対象です。詳細は私立大学図書館協会ホー
ムページをご覧ください。
https://www.jaspul.org/collegium/cat3/

丸善雄松堂のウェブサイト上で、本研修の詳細を
ご案内しております。下記URLより、「海外図書
館フィールドワーク型研修」の頁をご覧ください。
http://library.maruzen.co.jp/jigyo/index.html

本研修に参加される方でご希望の場合は、６月
２３日から２８日に開催されるアメリカ図書
館協会 (ALA) のオンライン年次総会へのご
登録を研修事務局が代行いたします。総会に
ついては以下よりご確認いただけます。
https://2022.alaannual.org/

	月日（曜） 場　所 時　間 スケジュール 食　事

2022 年
6/25	
（土）	

羽田イノベーションシティ
コングレスクエア羽田

1 3 : 0 0

午 後

羽田イノベーションシティにご集合

ミーティング：アジアの図書館　	

ミーティング：オスロ大学図書館　

基調講演	長塚	隆	氏（鶴見大学	名誉教授）

夕食懇親会

<宿泊：京急EXイン羽田イノベーションシティ>

朝：ー	

昼：ー	

夕：〇	

6/26	
（日）	

羽田イノベーションシティ
コングレスクエア羽田

午 前

午 後

1 8 : 0 0

特別講演：海外機関による特別講演
ホテルにてご朝食

ミーティング：ニューヨーク公共図書館　		

ミーティング：アジアの図書館　		

各自でご昼食

参加者間での議論を深めるディスカッション

ミーティング：ミュンヘン国際児童図書館

現地解散

朝：〇	

昼：ー	

夕：ー	

　※午前＝ 06:00-12:00、午後＝ 12:00-18:00、夜＝ 18:00-23:00
　※この行程は予定であり、ミーティング先の都合等により変更になる可能性がございます。

WORLD LIBRARY TOURWORLD LIBRARY TOUR
海外図書館オンライン研修海外図書館オンライン研修

本研修のポイント本研修のポイント
■　�ARL■　�ARL※※関係者による特別関係者による特別

講演講演

■　�海外の図書館■　�海外の図書館55館との館との
オンラインミーティングオンラインミーティング

� ※��米国研究図書館協会�(Association�of�� ※��米国研究図書館協会�(Association�of�
Research�Libraries)Research�Libraries)

その他、その他、
世界中の様々な 世界中の様々な 
図書館との 図書館との 
ミーティングを ミーティングを 
設定予定設定予定

■　�海外の図書館トレンド■　�海外の図書館トレンドをを��
紹介する紹介する基調講演基調講演

長塚 隆�氏
鶴見大学名誉教授
1948 年生。現在、情報知識学会副会長、
NPO法人日本農学図書館協議会会長、国際図書館
連盟（IFLA）地域資料と系図学常設委員会事務局長。

オスロ大学図書館オスロ大学図書館

オンライン オンライン

本研修は国内研修であり、海外渡航は行いません

イメージイメージイメージイメージ

丸善雄松堂では例年、図書館総合展運営委員会との共催で、図書館支援サービス事業の一環として、海外の図書館や関係
機関を訪問するフィールドワーク型研修を実施しております。2022年は新型コロナウィルス感染症の影響により現地での
研修が難しいことから、国内の拠点に集い、時差を利用して、世界各国の図書館職員とオンラインミーティングを行います。

ミュンヘン国際児童図書館ミュンヘン国際児童図書館

photo	by	International	Youth	Library,	CC	BY-SA	4.0photo	by	International	Youth	Library,	CC	BY-SA	4.0 photo	by	Kjetil	Ree,	CC	BY-SAphoto	by	Kjetil	Ree,	CC	BY-SA



ご旅行条件（要約）

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ＪＴＢ（東京都品川区東品川 2‐ 3 ‐ 11　観光庁長官登録旅行業第 64
号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は
当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、
旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする
最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、

旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨

通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（３）		旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）：30,000 円
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが
間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カー
ド会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用な
どをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出が
ない限り、お客様の承諾日といたします。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し
受けます。

契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

１．	21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅
行にあっては 11日目） 無料

２．	20 日目（日帰り旅行にあっては 10日目）
にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の２０％

３．	７日目にあたる日以降の解除（４～６を
除く） 旅行代金の３０％

４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％
６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％

※	貸切船舶を利用する旅行については、上記の表によらず、コースページ内に記載する取消
料に拠ります。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、及び消費税等諸税
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしま
せん。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型
企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然
な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の
金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。　　死亡補償金：１５００万円、
入院見舞金：２～２０万円、通院見舞金：１～５万円、携行品損害補償金：お客様１名に
つき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の
署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）
を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行
業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行
業者により異なります。）

（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail
等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。ま
た申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契
約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であっ
た場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算し
て 7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、
当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当
社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの
限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事
故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これ
らの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の
国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せ
ください。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等
旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情が
ある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

●個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい

て、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた
旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当
社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並
びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込
みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会
社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係
る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

（２）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連
絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった
場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。
お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の
方の同意を得るものとします。

（３）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」
をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となり
ます。

株式会社 JTB	お客様相談室　〒 140-8602　東京都品川区東品川 2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2022 年 3 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2022 年 3 月 1 日
現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

■旅行企画・実施 ■お申込み・お問い合わせ先■企画協力

株式会社 JTB
観光庁長官登録旅行業第 64 号　( 一社 ) 日本旅行業協会正会員
住所：〒 140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11

図書館総合展運営委員会
� URL� :� https://libraryfair.jp/
丸善雄松堂株式会社
� URL� :� https://yushodo.maruzen.co.jp/
� Mail� :� BizDev@maruzen.co.jp

WORLD LIBRARY TOUR 海外図書館オンライン研修　申込書WORLD LIBRARY TOUR 海外図書館オンライン研修　申込書

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

お申込み先　FAX：03-6737-9284
株式会社 JTB東京中央支店　　担当：西澤
TEL：070-4011-7121　営業：平日 9:30 ～ 17:30（休日：土日祝）

上記に記載の旅行条件に同意します。
また、旅行手配およびお客さまと連絡等のために必要な範囲内での運送機関、サービス提供機関への個人情報の提供について同意の上、
以下に申し込みます。　
（FAX送信後は、お手数ですが、上記の担当者へ着信確認のご連絡をお願い致します。）
フリガナ 性別 年齢 自宅電話番号 携帯番号

氏　　名 男・女 （　　　）	　　	－ （　　　）	　	　－

現住所
（〒　　　　　　） メールアドレス

□勤務先
□自宅

勤務先名称
勤務先電話番号 勤務先FAX番号

（　　　）	　　	－ （　　　）	　	　－

勤務先住所
（〒　　　　　　）

■書類送付先について　（いずれかにチェックをお願い致します）	 □お勤め先	 □ご自宅
■国内旅行保険について（いずれかにチェックをお願い致します）	 □加入する	 □加入しない
※国内旅行保険加入希望の方は、後日お手配させて頂きます（保険料は旅行代金と別途必要となります）

株式会社 JTB 東京中央支店
営業 1課　担当：西澤
TEL� ：� 070-4011-7121
FAX� ：� 03-6737-9284
住所� ：� 〒 100-0004　東京都千代田区大手町 2-2-1　新大手町ビル 1階
営業時間�：� 月～金 09:30 ～ 17:30（土・日・祝祭日は休業）
総合旅行業務取扱管理者：河村　謙介

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。


