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多様情の尊重と世界一の教育鵠度を学ぷ

フィンランド教育関係視察研修8日胃

脈行代金（東京発着）お一人様あたり

出発日

2月13日（月）

旅行代金（燃油サーチャージ込）

465,000円
1人部屋追加代金 70,000円
（相部屋条件：12/16までの相部屋希望を受け付けます。おひとり様参加でも相部屋をお選び
いただけます。12/ 16までのお申込みは相部屋が成立しない場合でも1人部屋追加代金はい
ただきません。期日以降、相部屋申込はできますが、最終的に相部屋が成立しない場合はl人
部屋追加代金が必要です。）※教職員（学生以外）のおひとり参加の場合、原則として 1 人部
屋となります。この場合l人部屋追加代金が必要です。

■食事：朝食5回 ・ 昼食 0回・タ食1回（機内食を除く）
■ 最少催行人員： 12名（定員20名）
■添乗員：添乗員は同行しません。 現地係員がお世話します。
■利用予定ホテル：下記の別表を ご覧く ださ い 。
■利用航空会社： ターキッシュエアラインズ（エコノミー クラス）
■ バスポー ト残存期間：出国時3ヶ月以上＋旅券の査証欄の余白が2ペー ジ以上必要
※燃油サー チャー ジは上記旅行代金に含まれております。旅行契約成立後に、燃油サーチャ ー

ジが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しは
ございません。

※現地空港諸税は上記旅行代金に含まれております。旅行契約成立後に、空港諸税の新設
または税額が変更された場合、為替変動により日本円加算額が変更となった場合でも、
増額分の追徴ならびに減額分の払い戻しはございません。

※下記は旅行代金に含まれませんので｀旅行代金と合わせてお支払いください。(2022年10月1日現在）
日本国内の 空港施設使用料（羽田：2,950円）、旅客保安サー ピス料（羽田：100円）および国際視光
旅客税1,000円

【札幌 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 福岡発着の方へ】
このツアー は羽田空港発羞となり、国内線は別手配となります。羽田空港までは各自移動、交
適機関はお客様自身の手配 ・ 負担となります。また乗り継ぎによって前後泊となる場合も宿泊
費はご自身の負担となります。
※このツアー は視察訪問団の一 員として簡単なお土産（折り紙•おもちゃ等）をご持参いただ
きます。詳しくはお申込後にご案内いたします。
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タンベレ オリジナルソコスヴィラ、スカンディックパー ク、スカンディック タンベレコス

キプイスト、スカンディックタンペレハーメンプイスト、ラップランドタンペレ

ヘルシンキ スカンディックパー ク、オリジナルソコスプレジデンティ

※タンペレ、ヘルシンキのホテルは基本的にバスタブなし＝シャワーのみのお部屋が一般的です。
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23:00頃 空路ヘルシンキヘ（イスタンブー ル乗継）
ナ機中泊亡0�

11:35頃 ヘルシンキ空港到着後、
ヘルシンキ
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係員の出迎えを受けタンペレヘ
【午後】オリエンテーション、「フィンランドの教育制度」講義

国タンベレ泊a[IJ

【午前］墓磁ギ杖砧問タンベレ
3濯f|（公共兌冒機関・ 【午後】タンペレ市内観光（タンペレ大聖堂、ピューニッキの丘など）

徒歩） タンペレ市内図書館訪問
国タンペレ泊 r;,rn

【午前］保育園見学
【昼】タンペレ大学食堂（費用各自）

タンペレ
4|2/16（公共兌厘機関． 【午後】タンペレ大学教育学部棟訪問

（お I 醗） フィンランドの教員養成システムについての講義
18:00頃 フィンランドレストランにて夕食交流会

国タンベレ泊ベロe
【午前】ネウボラ見学タンベレ

5|忽酌（公共克員機関． 【午後】高校／特色のある学校見学
疇） 【夕刻】ムーミン美術館見学（自由参加）
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7|2/19| f\Jレシンキ
（日） 。

国タンペレ泊5[I]

【午前］係員の案内でヘルシンキヘ
ヘルシンキ市内観光をして夕刻ホテルヘ

国ヘルシンキ泊 1"'irn

ホテルチェックアウH急出発まで自由行動
指定時間に再集合、係員とともに空港へ

l 5:00-1 8:00各自チェックインし、空路、帰国の途へ
（イスタンブー ル乗継） ナ機中泊ベロa

8|唸:io1 羽田 I l 9:00-20:00頃着後、解散 B仁［］

'!1計＃iiki]1全国大学生活協同組合連合会旅行センター

※上記日程は訪問先や講演者の都合により変更になる場合があります。
※タンペレ市内の移動方法は、一部専用バスを利用する場合もあります。

四＾「地球にやさしい旅人宣言」
一 自然や文化遺産を大切に 一

EE3 「落ちこぼれ」をつくらない教育
OECDの学習到達度調査(PlSA)

〈科学的リテラシー〉2018年
第1位エストニア

第2位日本

OECD （経済協力開発機構）の実施した国際的な学習到達度調査
(PISA) で、毎年上位にランキングされるフィンランド。でもフィンランド

教育の本質はそれだけではありません。フィンランドの教育の特徴のひ

第3位フィンランド

第4位韓国

第5位カナダ

第6位ポーランド

第7位ニュージーランド

第8位スロベニア

第9位イギリス

第10(立オランダ

とつが「落ちこぼれ」をつくらない
ことであり、18歳までに社会生活
ができる人間として自立させるこ
とが目標だといいます。子どもの
発達に応じた教育が、保護者の
経済状況に関わらず平等に保障
されている社会システムとその背
景にあるものを実際の教育施設
の訪問を通して学んでいきます。

*PISAとは…OECD （経済協力開発機構）が実施した総合的な学力を測
る学習到達度調査。2018年には世界79カ国・地域の義務教育修了段階
15歳の生徒約60万人を対象に実施した。知識や技能を、実生活の様々
な場面で直面する課題にどの程度活用できるかどうかを評価する。
2018年調査では科学的リテラシーを中心分野として重点的に調査した。
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l．募集型企画旅行契約
(|）この旅行は全国大学生活協同組合連合会 旅行センタ ー

（東京都杉並区和田3-30-22、観光庁長官登録旅行業 1642
号、以下 「当会」といいます）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会と募集型企画旅行契約を締
結することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容 ・ 条件は、下記に記載され て
いる条件のほか、別途お渡しする旅行条件書（海外旅行取扱
生協（ 以下、生協店舗といいます）でお受け 取りください） ・ 出発
前にお渡しする最終旅行日程表および当会募集型企画旅行
契約約款によります。

2．旅行のお申込みと契約の成立時期
(|）お申込みは下記の3つの方法のいずれかでお受けします。
①生協店舗でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話でのお申込
みをお受けしていない場合もございます）
(2)旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、生協
店舗が申込金(I万円以上）を受領した時点とします。
(3)ガイドブック 「出発までに＆旅先で・・・」を必ずお受け取り＜
ださい。

3．旅行代金のお支払い
|．旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前までに、生
協店舗が確認出来るようお支払いください。 生協店舗にお申
込みの方は、申込生協店舗へお支払いください。相談会会場、
電話によるお申込みの方は、別途のご案内の方法でお支払い
ください。
2.クレジットカ ードによるお支払いも旅行開始日の31日前まで
にお申込み窓口にて所 定の手続きを行ってください。
3.トラベルロ ーンご利用の場合は 「ロ ーン申込書」にて直ちに
手続きをしてください。ロ ーンのご利用は旅行開始日の 1 か月
前で締め切らせていただきます。

4．旅行代金に含まれるもの
|．旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運
賃（コ ースにより等級が異なります。 別途明示する場合を除き
ェコノミ ー クラスとなります。）
2.旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空路 ・ 駅 ・ 埠頭と宿
泊場所）

お問い合わせ•お申込先

3.旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
4.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サー ビス料金(2人
部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）
5.旅行日程に明示した食事の料金・税・サー ビス料
6. 現地出入国税、国内外空港諸税、航空保安料、旅客保安
サ ー ビス料
7.運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サ ーチャ ー ジ）
8. CO-OP海外あんしんサポート24（海外旅行保険含む）
9.手荷物の運搬料金
お1人様スー ッケ ＿ス1個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場
合はお1人様20kg以内が原則となっております が、ご利用等級や
方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。）
10.団体行動中の心付け（チップ）
| |．添乗員付コ ースの添乗員の同行費用
上 記費用はお客様のご都合により、一部利用され なくとも原則
として払戻しはいたしません。

5．取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ
でも旅行契約を解除することができます。 ただし、契約解除のお
申し出は当会に営業時間内にお受けいたします。
a: 「特定日」(4/27~5/6、7/20~8/3| 、| 2/20~1/7)に旅行を
開始する旅行
b: 「特定日以外」に旅行を開始する旅行

契約解除の日
旅行開始日がピー ク時の旅行で
あって、旅行開始日の前日から起
算してさかのぽって40日目に当た
る日以降31日目にあたる日まで。
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって30日目に当たる日以
降3日目にあたる日まで。
旅行開始日の前々日以降旅行
開始日まで。
旅行開始後の解除又は無連
絡不参加の場合。

a:「特定日」に旅行を b: 「特定日以外」に旅行を
開始する旅行 開始する旅行

旅行代金の1 0% 無料

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

6．旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2022年I 0月1日を基準としております。 ま
た、旅行代金は、2022年10月1日現在有効なものとして公示されて
いる航空運賃・適用規則を基準にして算出しています。

全国大学生活協同組合連合会旅行センタ ー

インターネットホームページ URL http://travel.univcoop.or.jp/ 

総＾細」 ＇ I[111附笛理石とは、お客様の旅行を取り扱う宮集所Cの取引に関する責任者です。この旅行四0・に関し、
担当者からの闘明にこ不明な点があれば、こ遠慮なく上記の総合旅1」未易取扱管理者にお訊ねください。

広島修道大学生活協同組合 旅行部
〒731-3195　広島市安佐南区大塚東1-1-1
広島県知事登録 旅行業 第3-200号　TEL 082-830-1004

総合旅行業務取扱管理者　中村 ひろみ


