
2020年8月20日（木）１４時～１５時
主催：フィンランドセンター

フィンランド留学 オンライン座談会 vol.3

【本日の流れ】
• 14:00 開会
14:05-14:20 登壇者紹介

• 14:20- 対談&質疑応答
• 15:00 閉会

在日フィンランド商工会議所(FCCJ)
専務理事

アンティ・クンナスさん

フィンランドセンター
アカデミックリサーチ・コーディネーター

原あかり

ー 第5回フィンランド留学オンライン説明会 ー
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学術(Science)

(Photos:Finnish Institute in Japan)

文化(Culture)

高等教育(Higher	Education)

• フィンランド⼤使館
• フィンランド⼤使館商務部
（ Business Finland）

• フィンランドセンター
• 在⽇フィンランド商⼯

会議所(FCCJ)
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フィンランドの教育制度と留学

プレスクール(6歳)	esikoulu

幼児教育(5歳以下）päiväkoti

⼩学校(7~12歳)/中学校(13~16歳)	 peruskoulu

・未成年（18歳以下）の単身留学は基本的にNG。
親の転勤・留学などであれば子の帯同も可能。

また、高校生での単身留学の場合は、国際的に認めら
れた組織（ライオンズクラブ、YFU、AFS、ロータ
リークラブなど）での学生交換留学派遣制度を利用
すれば可能（１年程度）。

普通⾼校 lukio

学⼠課程

就業体験

学⼠課程

職業学校 ammattikoulu

⼤学⼊学試験

博⼠課程

修⼠課程修⼠課程

総合⼤学(13校) 応⽤科学⼤学(23校)

就業3年

・フィンランドの高等教育機関には2種類
（総合大学(yliopisto)と応用科学大学
(ammattikorkeakoulu)）、
全国で36大学ある。

（参考）学士課程: 3年～
修士課程: 2年～

Photo:Suomi Finland
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フィンランド留学の種類
学⼠号・修⼠号

（総合⼤学・応⽤科学⼤学）
博⼠号

（総合⼤学）
その他:短期留学
（ワーホリは未締結）

半年〜１年 １年以上の⻑期 短期〜⻑期 最⼤90⽇間
①交換留学
：在籍する⼤学がフィ
ンランドの⼤学と提携
している場合、学内
選考等を経て決定。

②Visiting	Student/	
Free	Mover

：在籍する⼤学に協定
校がなくても単独で出
願可能。留学先⼤学で
は単位互換も可能。Free
Mover枠ではインターン
や論⽂執筆時期の滞在
もあり。
（※全ての⼤学・専攻が留学⽣
枠を設けている訳ではないので
要注意）

正規留学
（学位取得留学）

受⼊先による ・フィンランドの⼤学が
開催するサマースクール
（２〜３週間）
・国⺠成⼈学校(kansanopisto)

夏季⼤学（kesäyliopisto）

公開⼤学（avoin yliopisto 
/avoin ammattikorkeakoulu)

労働者教育センター
(kansalaisopisto/työväenopisto)

など⽣涯教育センターでの
⾔語、IT、⼿芸等講座受講
・フィンランドセンター
主催カルチャー留学
(春・秋各１週間）

Photo:Suomi Finland

秋留学（前年11⽉〜翌1⽉頃出願→6⽉頃合格通知→8⽉渡航準備・出発→9⽉新学期開始）
春留学（前年9⽉頃出願→11⽉頃合格通知→12⽉渡航準備・出発→1⽉新学期開始）



テーマ：出願
• Q1 :どうやって留学先大学を見つければいいですか？
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大学との出会いは、様々です。たまたま出会った先生・研究室、住みたい都市
などで選んでもいいでしょう。参考までに、次のウェブサイトで専攻分野別の
大学検索が可能です。ぜひご覧ください。
▶https://studyinfo.fi/app/#!/selailu/aihe

応用科学大学の中でもHaaga-Helia大学は歴史も長く、規模も大きく企業との
繋がりも密接なので、選びました。首都圏にあるので、アクセスの面でも魅力
的でした。



テーマ：出願
• Q2：大学教育過程における「年齢」や国籍は

気になりますか？（社会人、子連れの留学なども可能ですか？）
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（参考）フィンランドの高等教育機関における外国人学生の割合(2017年）
総合⼤学：7%
応⽤化学⼤学:	6.8% OECD平均：5.7%	(2016年）
出典：https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/167121_factsexpress9b_2018_0.pdf

留学生の多い専攻(2017年）

年齢については、フィンランドでは気にしません。ご本人が
気にすれば気になるかもしれませんが、フィンランドの大学
では様々な年齢の方々が同じ授業を取っています。年齢差が
あってもお互いから学べることも多いと思います。

国籍については、様々な国からの学生がいます。特にアジア
系だからという理由で差別されることは聞いたことがありま
せん。地方都市だと外国人が珍しく視線を感じるシーンもあ
るかもしれませんが留学生というより一市民として心地良く
暮らせると思います。



テーマ：出願・大学生活

• Q3:総合大学と応用科学大学の違いは何ですか？
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総合大学・応用科学大学どちらがいいか？という議論もありますが、アプロー
チが違うと思います。応用科学大学でももちろん理論からスタートしますが、
企業のマーケティング専門家から話を聞いたり実践から学ぶ場が多いのが特徴
だと思います。自分に合うアプローチを展開している大学を選択したらいいと
思います。

一般的に、総合大学では学術的理論が中心で、応用科学大学は卒業後の就労ス
キルに直結するような学びを展開しています。私自身、どちらの大学でも学び
ましたが、どちらかというと応用科学大学の方がより現場を重視しており学外
での機会も多い印象を受けました。



テーマ：現地での学生生活
• Q4: フィンランドの大学に在籍・卒業することは

難易度が高いですか？
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フィンランド人学生は学費が無料なので、卒業に関するプレッシャー自体も少
ないように思います。学生それぞれのペースや狙いによって卒業年数も柔軟に
変えられます。

フィンランドの大学では、入りやすさの面で人気の学科という差はありますが、
自分の研究ミッションや学びたいビジョンを描きつつ、行動すればしっかりと
評価してもらえます。留学についても、英語のスコアが達していなくてもそれ
を補う行動や姿勢を見せて合格したパターンもあるので、積極的に動けば柔軟
に対応してくれることも大いにあります。



テーマ：現地での学生生活
• Q5：フィンランド留学のユニークなところ、

醍醐味/メリットは何ですか？
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「自由と責任」が特徴的だと思います。日本留学も視野に入れており、時間割
も柔軟に個人で組みました。そうすることで学生時代にやりたいことを同時に
叶えていきました。

学びに対して柔軟であること、学びが日常生活とかけ離れていないことが特徴
であると感じました。自分が学びたいと思えば、学びの源泉となる「教科書」
も学外にもたくさん転がっていると思うので、アンテナを広く学びを吸収して
欲しいと思います。



テーマ：現地での学生生活
• Q6: フィンランドでの大学生活で困ったことは

何ですか？
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フィンランド人は学費が無料でしたが、生活は親からの仕送りも通常もらいま
せんので、金銭面で少し困りましたね。学生はやりたいことが多いので、アル
バイト含め時間の使い方は工夫が必要でした。とはいえ、大きな困ったことと
いうのは、なかったと思います。

取りたい授業がその年は開講されていないことが現地に到着して早々判明した
ことです。チューターの現地学生等に相談をしたりする中で発想を転換し、他
大学での授業受講や研究につながるボランティアを行うことにしました。結果
として、人脈や行動の幅がより広がったと思います。



テーマ：現地での学生生活
• Q7：留学費用はどのくらいかかりますか？
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一般的な留学生の生活費・学費は以下と言われています。
なお、学費は公用語（フィンランド語またはスウェーデン語）で履修すれば日
本人でも無料となります。併せて、大学が提供する手厚い奨学金も利用してみ
てください。
【生活費】€700 - €900/月（約84,000円～10万8,000円）
【学費】 €4,000 - €18,000/年(48万円～216万円）
https://www.studyinfinland.fi/scholarships/fees-and-costs

セーフティネットとして、各種奨学金も用意されているので、積極的に利用し
てみたらいいと思います。



テーマ：留学後
• Q8：留学後の就職活動やキャリア形成について

教えてください。
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他人に合わせ、社会の通例に流されるのではなく、フィンランドに留学して、
自分が自分の人生でやりたいこと、何が自分にとって幸せな選択肢なのかを考
えるようになりました。海外就職中（アイルランド）も、フィンランドへの情
熱は温め続け、仕事としてフィンランドに貢献する機会を探っていました。

私も、フィンランド・日本関連の仕事をしたいと思っていましたが、いつも
チャンスがあるとは限りません。実際に、フィンランドではない外資系企業で
経験を積んできました。機会がいつ来るかわからないので、その時まで経験を
積んでおくのが大切なことだと思います。



参考：新型コロナウイルスによる大学生活への影響
•詳細は留学先大学のウェブサイト等をご確認ください。
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▲出典 University of	Turku

▲出典 University of Helsinki
▼出典 Tampere	University



フィンランド留学お役立ちリンク
• 在留許可申請について（フィンランド大使館ウェブサイト）
https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-residence-permits-to-finland
• StudyinFinland: 大学リスト、出願、留学生活など全般
https://www.studyinfinland.fi
• StuyInfo: 出願（併願）手続き、大学情報等が概要全般
https://studyinfo.fi/wp2/en/
• 教育文化省: 教育制度、政府奨学金（博士号）、統計等
https://www.oph.fi/en
• 日本文部科学省: 奨学金、留学制度等
https://www.jasso.go.jp
• トビタテ！留学JAPANフィンランド留学ガイド
https://tobitate.mext.go.jp/countryguide/finland/
• 現地でのインターンシップ検索サイト
https://www.aarresaari.net/index.php?32&uniid=7&lang_id=1
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フィンランドの各⼤学が独⾃
の奨学⾦制度を設けているこ
とが多いので、各⼤学ウェブ

サイトで調べてみてね！



KIITOS PALJON!

留学に関するお問合せ：
science@finstitute.jp

過去のセミナーのアーカ
イブや留学情報等：
http://www.finstitute.
jp/ja/プロジェクト/高等
教育/

@finstitutejapan

@finstitutejapan

@finstitutejp

留学経験について
語っています

◯フィンランドの高等教育に関する
セミナー、イベント

秋以降も月１回程度やります！

最新情報はフィンランドセンターSNSにて！

本⽇の事後アンケートに
ご協⼒お願いします▼


