
2020年11月17日（火）１7時～１８時３０分
主催：フィンランドセンター

フィンランド留学説明会

【本日の流れ】
1７:00 開会&ご挨拶
①17:05-17:30 留学概要説明 登壇者：原あかり (フィンランドセンター）
②17:30-18:00 コロナ禍におけるフィンランド留学体験談(Q&A含む）

登壇者：栗脇剛さん （東京藝術大学 美術研究科 建築専攻 修士課程/
Aalto University, Wood Program 2019-2020留学）

③18:00-18:30 大学紹介（フィンランドより生配信、使用言語：英語）
登壇者：Aalto University, Admission Services (アアルト大学入学課）

18:30   閉会

ー 秋のセミナーシリーズ 2020 最終回 ー

(Photo:AkariHara)



フィンランドセンターとは？
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フィンランドセンターは、フィンランドと日本のScience（学術）、
Culture（文化）、Higher Education（高等教育）の3領域において
対話を築き、相互協力を推進するフィンランドの政府系文化機関です。

主な事業例：女性のエンパワーメントやAI、トーヴェ・ヤンソン
に関わるコンファレンス等（学術）、Ivana Helsinki展、
編み物クラブ（文化）、欧州留学フェア他への参加（高等教育）

Photo:フィンランドセンター



参加者アンケートより・・・
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• 11/17 本日の留学説明会 参加者の皆さんの関心のある分野
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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）卒業年数（ボローニャプロセスを採用）
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: AkariHara



フィンランド留学までの基本ステップ
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留学先大学探し
(9月説明会 済)

出願 結果受理・
渡航

留学への
興味

留学に必要な語学スコアの取得
(10月説明会 済）

N年8月N年6月N-1年12月～N年1月秋学期から留学の場合

N年1月N-1年11月N-1年9月春学期から留学の場合



フィンランドの大学出願方法
•主に2種類の出願方法
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① Joint application （併願） ② Separate application（単願） そのほか
（交換留学）

対象 正規留学の方 一部の正規留学、Visiting 
student/Free mover の方

所属する大学にフィ
ンランドの大学との
協定校があることが
必須

出願締切 2021年 8・9月留学開始の場合：
1月7日～20日 出願受付期間
1月27日 添付書類・事前課題提出
6月4日 結果発表

大学・専攻コースによる独自の締切
（例：4月30日 東フィンランド大学）

所属大学による
出願校上限 6専攻（大学は異なっても可） なし
入学試験 大学・専攻コースによる 正規留学の場合は大学・専攻コースに

よる。なお、Visiting student/Free 
moverの場合は志望動機やCV、英語
力スコアの提出等が主流。

出願サイト www.studyinfo.fi 各大学ウェブサイト
受験料 なし なし Photo: SuomiFinland



1. Joint application（併願）
• 併願出願時期になると
studyinfo.fiのウェブサイ
ト上部にショートカットが
出現。
• 出願したいコースを選択
して一括送信。
※出願時に応募要項
や授業料、入学試験
の有無などを確認
しておくこと。
※入力方法の詳細は
studyinfo.fiまで。
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2. Separate application（単願）
• 大学・専攻コースによるため、各自要確認
• ！注意事項！
Visiting student/freemover
は「Exchange studies」の
括りに入れられることもあるので
情報収集時に注意！
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3. その他：フィンランドとの協定がある日本の大学
（2019年現在フィンランドセンター調べ）

http://www.finstitute.jp/ja/mobility_ja/

Image: University of Eastern Finland, https://www.uef.fi/en/exchange-studies



結果受理・渡航準備

• 合格発表
併願：2021年6月4日結果受理後、7月16日回答締切
単願：5月・6月ごろ結果受理

• 秋からの留学の場合、8月初旬ころにサマースクール（任意参加）、8月中旬
～下旬ころに留学生オリエンテーション（単位になることも）がある。
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例：実際に原が受け取ったメール(2010)

学生アパートの申請方法案内

その他授業に関する注意事項

チューターとなる現地学生紹介



留学体験談「コロナ禍におけるフィンランド留学」

•本日のゲスト：栗脇剛さん
東京藝術大学 美術研究科 建築専攻 修士課程在学
Aalto University, Wood Program, 2019-2020 留学

11Photo:TsuyoshiKuriwaki



フィンランド大学紹介（使用言語：英語）

•本日のゲスト： アアルト大学（Aalto University）
入学課（Admission Services）
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Photos: AkariHara



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
で調べてみてください！

https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-residence-permits-to-finland
https://www.studyinfinland.fi
https://studyinfo.fi/wp2/en/
https://www.oph.fi/en
https://www.jasso.go.jp
https://tobitate.mext.go.jp/countryguide/finland/
https://www.aarresaari.net/index.php?32&uniid=7&lang_id=1
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•フィンランド留学の紹介
１１月２０日（金）１６時～１６時４５分

駐日欧州連合代表部主催
欧州留学フェア2020内 フィンランド留学説明会紹介

ご予約はこちら↓



• 全7回で、テーマに沿ってフィンランドの大学が登壇。最新の研究や動向をわかりやすく
手短に発表（使用言語：英語）。今までの回はアーカイブもあり。

• エピソード６: Future is Made in Finland ‒ Design it yourself! /facilitated by 
Aalto University (本日１１月１７日（火）日本時間：19時～２０時３０分)

• エピソード７: Future is Female ‒ Discussions with Women in Science & 
Tech (１２月９日（水）日本時間：２０時～２１時３０分)
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Studyinfinland.fi 主催
FUTURE IS MADE IN FINLAND ウェビナーシリーズ

詳細・ご予約はこちら↓



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
2021年も留学説明会を
定期的に開催いたします！

◯教育に関するプロジェクト
今秋、始動！

最新情報はフィンランドセンターSNSにて！

原の留学体験に
ついて語っています



フィンランド留学体験記  

〜コロナ渦中の建築活動を経て〜 

栗脇　剛 



1.　自己紹介と留学の流れ 

 



　1.　自己紹介と留学の流れ_　 フィンランド留学のきっかけ  

7  8  9  10  11  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 12 

栗脇　剛 

 

2018年４月〜　　東京藝術大学大学院　 建築科　構造研究室　に所属  

→木という素材と、物づくりへの関心。 

→有名なフィンランドの木造建築に興味をもち、留学を決意。  

→2019年９月（修士２年後期）から休学。



　1.　自己紹介と留学の流れ_  どこで、どのような制作活動を？①  

7  8  9  10  11  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 12 

大学院 

コロナの影響下

Wood Program　所属　(2019年９月〜2020年6月)  

 

→アアルト大学の建築科に属する、 木造建築に特化した１年間コース。  

→座学や実験で、フィンランド産木材への理解を深める。  

→その後、一つの建築を 実際にグループワークで作る プロジェクトがある。  

→メンバーは十数人と少なめ。  

 



　1.　自己紹介と留学の流れ_  どこで、どのような制作活動を？②  

7 

Wood Program  

8  9  10  11  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 12 

大学院 

コロナの影響下

Atelje Sotamaa でインターンシップ　(2020年７月〜１０月)  

 

→ヘルシンキ 市内に位置する 建築設計事務所 。 

→木造住宅やインテリアのデザインを主に行う。  

→Woodで学んだ ノウハウが、フィンランドの 現場でどう活かされているか  

→帰国後の修了制作に活かす。 

→全計画はトビタテ！留学JAPAN による資金援助



1.　自己紹介と留学の流れ 

2.　フィンランドでの生活 

 



　2.　フィンランドでの生活_　 衣食住　〜多様性の国 〜  

 

・人生初のシェアハウス。  

・フラットメイト含め国民が 多国籍。 

 

・とにかく品揃えが豊富なスーパー。 

・お金のやりとりは キャッシュレスがメ

ジャー。 

 

・交通手段も多様。 

　→かなり生活インフラが充実 

 

・ 性差別が少なく、LGBTにも寛容。 

自室

改札がないメトロの駅

棚１つを埋め尽くすコーヒー

ユニセックスのトイレ



　2.　フィンランドでの生活_　 衣食住　〜特殊な地理的環境〜 　 

 

・施設や名所がまとまっており  

　移動時間も少なくすむ。  

・森林や海も身近にあり。  

 

 

・１年間で気候の移り変わりが激しい　　（ 天

候、気温、日照時間 ） 

・特に冬は気が滅入る 暗さ。 

 

・天候に関係なく楽しめる、  

　伝統のサウナやジムは国民的人気。  

ヘルシンキ  大聖堂

８月の昼

無料の公共サウナ

１２月の昼



　2.　フィンランドでの生活_　 アアルト大学の環境　〜教育システム〜 　 

・ヘルシンキ首都圏からメトロで１０分 ほどの好立地 

・講義室の他にも図書館や各種工房や学生寮など 施設も充実。 

・大学ウェブサイトで自分の教材が管理できる。  

　→しっかりデジタル対応。 

メインキャンパス主な行動圏

●
自宅

大学

首都圏



　2.　フィンランドでの生活_　 アアルト大学の環境　〜学生も多様〜 　 

・学生は幅広い年齢層（１０代から社会人経験者まで様々）。  

・多国籍な学生に合わせ、授業は基本的に 英語（特に大学院）。  

・科に関係なく好きな授業を履修できる。  

・学食も通常とヴィーガンメニューから選べる。  

 

授業風景 学食（通常メニュー）



　2.　フィンランドでの生活_　 Wood Program での学び　〜座学と実践〜  

 

・留学の主目的 

・校舎の工房設備を使って自由に  

　作業できる。  

 

・座学では木の生物的性質や構法、 

　建築の歴史など幅広く学ぶ。  

 

 

 

・森林や製材所に見学に行くことも。  

 

・それら知識を課題の中で実践し  

　確実に習得していく。  

大学の木工室

森で伐採の実演も

構法の授業

製材所を見学



木で自由に立方体を作る課題

耐久実験で強い接続方法を考える

木の表面を自由に加工する課題

パビリオン（仮設の建築）を設計する課題

　2.　フィンランドでの生活_　 Wood Program での学び　〜様々な加工課題〜  

 

・木材と直に触れることでノウハウをしっかりと

身につける。  

・デザインと構造両方のスキルを磨く  

 

・よく言われた言葉は  

” Simple is Best ” 

” TEAM WORK ” 

 

 

等身大の骨組みを作る課題



　2.　フィンランドでの生活_　 課外活動　〜ヘルシンキ市内〜  

OODI図書館

スオメリンナ軍艦島

テンペリアウキオ教会

アアルト自邸ヘルシンキ  スタジアム

フィンランディアホール



　2.　フィンランドでの生活_　 課外活動　〜フィンランド国内〜  

ユヴァスキュラ

フィスカス

ロヴァニエミ

タンペレ



トルコ

デンマーク

ロシア

イタリア

　2.　フィンランドでの生活_　 課外活動　〜他ヨーロッパ諸国〜 　 

スウェーデン

フランス



1.　自己紹介と留学の流れ 

2.　フィンランドでの生活 

3.　コロナ禍による生活の変化 

 



　3.　コロナ禍による生活の変化_　 学外　〜かつてない混乱〜  

 

・3月、殆どの物資がスーパーから消える。  

・買い物時以外は外出を控えるようになる。  

 

・マスクの習慣がなく 着用率は低め。  

　（徐々に増えていったが）。  

 

・フィンランドはまだ感染者が少なかったが  

　政府は早めに対策を打つ 

・多くの店やサウナが 一時休業に。 

・もちろん大学も（後述）。  

トイレットペーパーの品切れはフィンランドでも 駅の石像はマスクを着用



　3.　コロナ禍による生活の変化_　 学習環境　〜オンラインの利点・欠点〜  

 

・工房を含め大学全域が 出入り禁止。 

・行事はすべてオンライン体制に（わりかしスムーズに移行できた）。 

 

・Wood の実施プロジェクト は危うい状況になる。 

・ひとまず３、４月は zoomで打ち合わせ。  

　→直接書き込む、作って見せるなどできない点が不便。。。  

学生アカウントで自由に zoomが可能何度でも見返せるよう授業も録画されている



支柱となる木の幹

大量の部材を切り出し、まとめる 打ち合わせ風景

現場作業

　3.　コロナ禍による生活の変化_　 学習環境　〜現場作業の再開〜  

 

・５月中旬、ついに工房が使えるようになる。

ただし３週間だけ。 

・期間内に完成するよう に大きさや場所を調

整。 

・詳細も含めて綿密に計画を練る。  

 

 

 

・時間のかかりすぎ、設計ミスなど アクシデン

トも多発。 

・時間を無駄にしないよう  

優先順位をはっきりさせながら進める  

 

・かなりの緊張感。 



完成したパビリオンと Woodのメンバー

　3.　コロナ禍による生活の変化_　 学習環境　〜かろうじて完成〜  

 

・6月中旬、パビリオン完成。 

 

・達成感と作業時間がいただけた事への感謝  

 

 

 

〜今後の課題〜  

コロナ禍のような状況でも  

変わらず物を作るには  

どうすればいいのか？  

 



　3.　コロナ禍による生活の変化_　 インターン　〜フィンランドの労働環境〜  

 

　Atelje Sotamaa  

・フィンランド人の兄妹で経営。  

・所員やインターン生は皆他国出身という  

　インターナショナル な事務所。 

・自己紹介文とポートフォリオ をメールで送りアプライし

た。 

 

・勤務時間は午前９時〜午後５時まで  

・土日は休み、徹夜NG  

・余裕を持ってスケジュールを組む 

　傾向アリ。  

 

・もともと少人数だったこともあり、  

　作業は事務所で。 

　→コロナの影響はあまり受けず。  

 

代表のKivi Sotamaa氏（兄）とTuuli Sotamaa氏（妹）



　3.　コロナ禍による生活の変化_　 インターン　〜取り組んだプロジェクト〜  

ゲストハウスの模型 博物館展示の模型

古民家の改修プロジェクト

 

・住宅やインテリアデザイン を担当。 

 

・仕事は基本的に 図面や模型制作。 

 

・デジタル傾向の強いフィンランドでは 珍しい

制作方針。 

 

 

 

・Woodの授業で参照した素材や工法が  

実際に活用される場面も。  



1.　自己紹介と留学の流れ 

2.　フィンランドでの生活 

3.　コロナ禍による生活の変化 

4.　学べたこと 



　4.　学べたこと_　〜修士制作とその後の人生に向けて〜　” Simple is Best ” は全てに通ず  

 

・休むことも計画のうち。 

→生活環境の向上 にもっと時間を割く。結果、生産性は上がる。  

（日常生活での教訓）  

 

・作業の更新は小刻み&確実に。 

→内容や伝達手段は、極論 なんでもいい。 

（Wood &インターンでの教訓）  

 

・どんなシチュエーションでも 即座に動けること。 

→生活基盤と情報の整理。何を最優先すべきかを 日頃から考えるようにする。  

（コロナ渦中のフィンランドでの教訓）  



Kiitos paljon.



Aalto University
shaping the future



Agenda

1. General
2. Master’s
3. Bachelor’s
4. Scholarships and tuition fees
5. Links



• Approximately 11000
students

• Main campus located
in Espoo (Finland)

• More than 40%
of Finnish listed
companies’ CEOs
are alumni of Aalto
University

Made in Aalto University



3 fields

6 schools

All study options available at Aalto University:
https://www.aalto.fi/study-options

Three fields, six schools

School of Arts, Design and Architecture
School of Business
School of Chemical Engineering
School of Electrical Engineering
School of Engineering
School of Science

Art and Design,
Business and Economics
Science and Technology



Master’s



Master’s admissions

1. Over 70 study options available in English
1. In all 3 fields (Arts, Biz and Tech)
2. Multidisciplinary programmes available

2. Application period: 1 Dec 2020 - 4 Jan 2021
3. Applications through Studyinfo.fi
4. Results published (earliest):  22 March.
5. Accepting offered study place by 20 April.
6. Studies start August/September 2021



Admission criteria
1. Eligibility

1. Bachelor’s degree (Completed by end of July 2021)

2. Required documents
1. Educational documents

1. E.g. transcript of records and degree certificate
(And official translations if documents are not in English/Swedish/Finnish)

2. Language test result (e.g. IELTS Academic, TOEFL)
3. Copy of a passport
4. Documents required by study option

E.g. CV, Portfolio

https://www.aalto.fi/node/135606



Bachelor’s



Bachelor’s admissions
(programmes in English)

1. 8 Study options available
1. ARTS: Design
2. BIZ: Economics, International Business (Mikkeli)
3. TECH: Chemical Engineering, Computational Engineering, Data Science, Digital Systems and

Design, Quantum Technology

2. Application period 7 - 20 Jan 2021
3. Applications through Studyinfo.fi
4. Results published 4 June 2021
5. Accepting the offered study place by 16 July 2021
6. Studies start August/September 2021



Admission criteria
1. Eligibility

1. You have completed e.g. a degree or qualification outside Finland
that in the awarding country gives eligibility for university studies.

2. You will complete a degree granting eligibility to higher education
studies in Spring 2021.

2. Required documents
1. Educational documents

1. E.g. transcript of records and degree certificate, as well as official
translations if applicable

2. Copy of a passport
3. Field specific requirements (e.g. SAT test(s), language test,

assignments etc.)



Scholarships and Tuition Fees



Scholarships and tuition fees
1. Non-EU/EEA citizens are charged tuition fees in programmes

taught in English.
1. 12 000 €/year for Bachelor’s
2. 15 000 €/year for Master’s

2. Scholarships are available for students liable to pay tuition
fees

1. Applied on the application form during the application period.
No separate scholarship application form.

2. Tuition fee waivers, 50% or 100%
3. Scholarships are merit based and granted on competitive

basis. Criteria are mentioned on study options page.



More information



Links and contact information

aalto.fi/studies
• Bachelor’s:

https://www.aalto.fi/en/admission-services/bachelors-admissions

• Master’s:
https://www.aalto.fi/node/135606

• Scholarships and tuition fees:
https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

• Contact information (Admission Services)
https://www.aalto.fi/en/admission-services/contact-information-of-aalto-university-admission-services

• Doctoral programmes:
https://www.aalto.fi/en/research-art/how-to-apply-for-doctoral-studies

• Studyinfo.fi
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