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フィンランドセンターについて

　

フィンランドセンターは、日本とフィンランド両国の学術
(Science)、文化(Culture)、高等教育(Higher education)にお
ける対話を築き、より良い関係構築のために交流を促進する公
的機関です。

　高等教育分野では、フィンランドと日本両国の大学や研究者
間の協力体制の確立と充実を図り、高等教育における交流を推
進します。

を学ぶ「カルチャー留学」スタディー
ツアー（１週間程度）の企画・実施

〔プロジェクト例〕

・個別留学相談

・欧州留学フェアや海外留学フェア等、各種留学への参加

・留学セミナーの開催（年に２〜３回程度）

・最新動向・研究トピックのご紹介

・フィンランドにおいて、暮らしと文化
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コラム：〔チューター制度とは？〕
フィンランドの高等教育機関に留学が決定すると多くの場合、大学側から
チューターの紹介があります。チューターとは、留学生の生活サポートを
担当する現地学生です。留学決定直後から、チューターの学生にメール等
で連絡ができ、渡航前〜現地での生活の立ち上げおよび学生生活など、
様々なシーンでサポートをしてくれるので留学生活の強い味方です。

　

The Legatum Prosperity Index 2018において世界一の教育国に
輝くなど世界的に評価されているフィンランドの教育。ハイテク機器
のそろった図書館・大学施設や双方向で実践的な学びをすることの
できる授業環境が魅力的です。また、留学生への手厚いサポート体制
も整っています。      

　　 　 　　　

フィンランドにおける高等教育
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〔フィンランドの高等教育制度〕           〔フィンランド社会概要〕           

(Source: infofinland.fi)

・人口：約５５０万人
・国土：３３.８万km2

・言語： 9０% フィンランド語、
 　        5% スウェーデン語
                 （以上公用語）、
 　  サーミ語話者 約2,000人
・通貨：ユーロ（€１≒１２０円） 
・日本との時差：６時間（夏時間）
       　　　　  ７時間（冬時間）

フィンランドの公用語は、フィンランド語とスウェーデン語ですが、 
英語も広く通じ、全国の大学では英語で学べるコースが450コース
以上整備されています。           

英語での充実コース         

世界トップレベルの教育水準         



総合大学
①AALTO UNIVERSITY
②HANKEN SCHOOL OF 
   ECONOMICS
③LAPPEENRANTA-LAHTI 
   UNIVERSITY OF 
   TECHNOLOGY 
④TAMPERE UNIVERSITY
⑤UNIVERSITY OF 
　EASTERN FINLAND
⑥UNIVERSITY OF HELSINKI
⑦UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
⑧UNIVERSITY OF LAPLAND
⑨UNIVERSITY OF OULU
⑩UNIVERSITY OF TURKU
⑪ UNIVERSITY OF VAASA
⑫UNIVERSITY OF THE ARTS 
   HELSINKI
⑬ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

応用科学大学
⑭ARCADA UNIVERSITY 
    OF APPLIED SCIENCES
   （以下「UNIVERSITY OF   
  APPLIED SCIENCES」は省略）
⑮CENTRIA 
⑯DIACONIA 
⑰HAAGA-HELIA 
⑱HUMAK 
⑲HÄME 
⑳JAMK 
㉑KAJAANI 
㉒KARELIA 

①②⑥⑫⑭⑰⑱㉕㉖

③㉙
④㉞

⑤㉛

⑦⑳

⑧㉔

⑨㉘

⑪㉗㊱
　 ㉜

⑩⑬㉗㉟

⑮

⑯㉚

⑲ ㉓

㉑

㉓LAHTI
㉔LAPLAND
㉕LAUREA 
㉖METROPOLIA 
㉗NOVIA 
㉘OULU 
㉙SAIMAA 
㉚SATAKUNTA 
㉛SAVONIA 
㉜SEINÄJOKI 
㉝SOUTH-EASTERN FINLAND 
㉞TAMK 
㉟TURKU 
㊱VAASA
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⑤㉒

㉝
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③㉙

⑤㉛

⑦⑳

㉑

㉓LAHTI
㉔LAPLAND
㉕LAUREA 
㉖METROPOLIA 
㉗NOVIA 
㉘OULU 
㉙SAIMAA 
㉚SATAKUNTA 
㉛SAVONIA 
㉜SEINÄJOKI 
㉝SOUTH-EASTERN FINLAND 
㉞TAMK 
㉟TURKU 
㊱VAASA

⑤㉒

㉝

　留学の種類

・学位取得留学

学士号、修士号、博士号の習得を目指します。ただし、英語で履修す
る場合、コースによって英語での開講がなかったり、内容が年によ
り異なることもありますので各大学ウェブサイトで最新情報をご
確認ください。

・交換留学（半年〜１年）

フィンランドの大学との大学間協定を締結している大学にご在籍
の方向けです。詳細は各大学の交換留学制度をご確認ください。

・FREE MOVER/VISITING STUDENTとして留学（半年〜１年）

学士課程の留学について、大学間協定に依らずご自身で学校探し
から出願までを行います。留学中は、交換留学生とほとんど変わら
ない身分でコースを受講できます。

１

・総合大学（１3校）

科学研究を実施し、それに基づく指導および大学院教育を行う  
高等教育機関。文系・理系学科あり。

・応用科学大学（２3校）

職業のエキスパート育成と教育および地域開発による研究開発を
実施する高等教育機関。文系・理系学科あり。

出願校・コースの決定

　

　

留学の種類

出願手順
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出願書類作成

・出願書類

出願動機書や履歴書の提出など各大学各コースにより異なります。
各大学の募集要項を熟読し、締め切りに間に合うよう出願準備を
進めます。

〈言語要件〉

英語で受講する学科の言語要件は、各大学各コースにより異な
りますが、IELTS 6-6.5ポイント、TOEFL PBT 550-580ポイン
ト、TOEFL IBT72-92ポイント前後となっており、英語圏へ留学
する場合と遜色ない英語力を求められます。

出願
出願コース・大学が定める締切に間に合うように出願をします。

基本的に、フィンランドの大学の新学年は秋に始まり、９月入学の
場合、前年の秋１１月〜翌１月のいずれかの間に出願受付期間が
設けられます。

入学審査結果の確認／入学申請
入学審査結果を受け取り、入学が
許可されたら入学申請をします。
その後、住居（学生アパート）や
入学までの準備事項について大学
側から連絡があります。
また、各自で渡航準備を進めます。

２

３

４

出願方法の詳細は、STUDYINFO.FIを
ご覧ください。
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link: HTTPS://www.STUDYINFINLAND.FI/ADMISSIONS/HOw-APPLY

link: HTTPS://www.STUDYINFINLAND.FI/ADMISSIONS/HOw-APPLY
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・各大学が提供する奨学金

フィンランドの大学には様々な種類の奨学金があり、出願する際に
同時に奨学金を申し込みます。詳細は、留学を希望するフィンラン
ドの大学ホームページをご確認ください。

・フィンランド政府奨学金

主に大学や研究機関に博士課程生として留学する外国人留学生向
けにフィンランド政府が3~9ヶ月の奨学金を提供しています。
詳細はFINNISH NATIONAL AGENCY FOR EDUCATION(HTTPS://www.
OPH.FI/EN)をご覧ください。

・日本学生支援機構  

詳細は海外留学支援サイト（HTTP://RYUGAKU.JASSO.GO.JP）を
ご覧ください。

・トビタテ！留学JAPAN（文部科学省）

・エラスムス・プラス ERASMUS+ 

・そのほか日本の公共団体・民間組織等が募集する奨学金 　ほか

・2017年以降、EU/EEA圏外からの留学生に対して、授業料が
有償となりました。 ただし、留学先大学・コース、留学形態、学位
レベルにより異なるため、詳細は各大学にお問い合わせください。

学費および生活費用についての詳細は、以下のサイトをご確認くだ
さい。
HTTPS://www.STUDYINFINLAND.FI/SCHOLARSHIPS/
　　　　　　　　　　　　　　　　　FEES-AND-COSTS

留学費用について

奨学金
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フィンランドセンター
                          
〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39
電話: 03-5447-6037
メール: SCIENCE@FINSTITUTE.JP

ウェブサイト www.FINSTITUTE.JP

発行 フィンランドセンター

@FINSTITUTEJAPAN

@FINSTITUTEJAPAN

@FINSTITUTEJP


