
202１年３月2４日（水）１７時～１８時３０分
主催：フィンランドセンター

フィンランド留学オンラインセミナー

(Image:����
��	�) 【本日の流れ】
17:00 開会
17:05-17:30 フィンランド留学概要説明 テーマ「大学・専攻の探し方」
フィンランドセンター 原あかり

17:30-18:00 フィンランド留学体験談
東京大学経済学部4年 安山瑠衣子
ヘルシンキ大学社会学部 留学(2018年8月-2019年5月)

18:00-18:30 フィンランド大学紹介「ハーガヘリア応用科学大学」
(Haaga-Helia University of Applied Sciences )

18:30 閉会
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フィンランドの教育制度
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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。

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）。
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フィンランドの高等教育機関には2種類：①総合大学
(yliopisto)と②応用科学大学(ammattikorkeakoulu)
で合計36校。
・総合大学 : 大学規模大きく、基礎研究に注力
・応用科学大学：大学規模小さく、実践に注力
いずれも文系・理系学科がある。
（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～
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フィンランドの教育
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フィンランド長期・短期留学の種類
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フィンランドの大学留学までの基本ステップ
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留学先大学探し
（本日のテーマ）

出願
（５月度テーマ）

結果受理・
渡航

（６月度テーマ）

留学への
興味

留学に必要な語学スコアの取得

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



留学先大学・コースとの出会い方は様々
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キャリアチェンジした
いけど、どんな大学・
コースがある？ 通っている日本の

大学に交換留学制度
がある。

住むならヘルシンキ
がいい！

協定校がないから、
英語で学べる大学希望！

Image: EVENTs Design



フィンランドの大学や開講しているコースを自分の興味分野別に
検索してみよう！
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• 専攻分野別の大学検索サイト https://studyinfo.fi/app/#!/selailu/aihe
→この他にも、studyinfo.fiには留学に必要な情報が多数掲載！



•例：Gender Studiesに興味がある場合：
Social Sicences and Lawで検索してみました
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専攻分野別の大学検索サイト



•英語で受講するGender Studiesの場合、2校がヒット！
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専攻分野別の大学検索サイト

教授言語（英語）、
現在の学歴、大学
種別など

大学、
コース名など



専攻分野別の大学検索サイト
• 気になる大学をクリックすると、コース概要が出現。

※奨学金：EU圏外の学生向けに各大学が独自の奨学金制度（給付型）を設置。
敷居が低く受給実績あり（例：合格通知から●週間以内に返信をすれば１年目は
▲%減免。２年目は1年目に60 ECTS取得すれば▲%減免、など）
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応募要件、出願手順、
奨学金情報などが記載
学費や卒業に必要な単位数など。
大学・専攻により異なるが
約100万円～230万円
(€8,000-18,000/年) ただし、
博士課程は国籍に関わらず無料。
※1ユーロ≒129円



参考：新型コロナウイルスによる大学生活への影響
• 現時点でフィンランドへの入国は可能（ただし陰性照明など条件あり）。
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic

• 大学・コースにより対応が異なるので、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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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
• 日本学生支援機構(JASSO)フィンランド留学ページ
https://ryugaku.jasso.go.jp/oversea_info/region/europe/finland/
• 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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•お申し込みはリンク� https://higheduclinic0325.peatix.com
またはQRコードから 14
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※内容は一部変更となる場合がございますのでご了承ください。
15

ご予約はこちらから▼

n k u r t (2021 )



KIITOS PALJON!

留学に関するお問合せ・個別相談：science@finstitute.jp

過去の留学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

u v SNS :

留学経験について語っています



フィンランド留学
#「理想の教育」を探しにフィンランド留学したら、 
　人生の見方が変わったお話



フィンランド留学
• 留学のきっかけ 

• ヘルシンキ留学の実際 

• 留学で学んだこと



留学のきっかけ



留学のきっかけ

画像：https://www.moomin.co.jp



ヘルシンキ大学を選んだ理由

1. 北欧の教育を学びたい　　⇨　スウェーデン or フィンランド 

2. 交換留学がある大学　　　⇨　ストックホルム or ヘルシンキ 

3. たくさん授業をとりたい　⇨　ヘルシンキ



留学の実際



ヘルシンキ大学
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平日の過ごし方
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休日の過ごし方



教育学部の授業
グループワーク 学校見学 エッセイ



学外での活動
インターン イベント運営 TA ベビー

シッター



留学で学んだこと



「良い教育」は 
目的があって初めて定められる



人を図る物差しは一つではない



人生自分なりに楽しめばいい



最後に

• 異なる価値観・生活様式に触れたい 

• フィンランドに学びたいことがある 

• 英語が心配だけど留学したい

• がっつり勉強がしたい 

• 外国人の友達とたくさん遊びたい 

• 寒いのが苦手

画像：https://www.moomin.co.jp



Haaga-Helia
OPENS DOORS TO FUTURE CAREERS



� 11,000 students

� 5 campuses

� 650 faculty and specialists

� 1,100 international degree students

� 350 incoming exchange students

� Over 100 different nationalities
� 200 partner universities around the  

world (exchange studies)
� 10 international double degree  

partners
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WHY FINLAND?

#1 Happiest country in the world
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2019

#1 Most peaceful and sustainable  
country in the world
The Fund for Peace, Fragile States Index 2016

Best Higher Education and Training  
System in the World
World Economic Forum 2015

Finland has the world’s cleanest air
World Health Organization 2018
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HELSINKI, PORVOO & VIERUMÄKI



Bachelor’s degree programmes in English

Bachelor of Business Administration  
(Tuition fee 8500€/year)

• Aviation Business (PORVOO)
• International Business (HELSINKI)
• Business Information Technology (HELSINKI)
• Business Service Solutions and Languages  

(HELSINKI)

Bachelor of Hospitality Management  
(Tuition fee 9500€/year)

• Hospitality, Tourism and Experience Management (HELSINKI)
• Tourism and Event Management (PORVOO)

Bachelor of Sports Studies (9500€/year)

• Sports Coaching and Management (VIERUMÄKI)
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Bachelor’s degree programmes in English

Master of Business Administration (Tuition fee 9500€/year)
� Business Technologies (HELSINKI)
� Leading Business Transformation (HELSINKI)
� Strategising in Organisations (ONLINE)

Master of Hospitality Management (Tuition fee 9500€/year)
� Aviation and Tourism Business (HELSINKI)
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ADMISSION – GENERAL FEATURES
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Degree Programmes start twice a year in January andAugust
Application rounds
� Main application rounds open for 2 weeks in January & September
� Rolling SAT-admission

Entrance exams
All eligible applicants will be called for an entrance exam. Exams are organised online,  
but also on premises in Finland, Russia, Vietnam and China.

SAT Score
All eligible applicants who score the required minimum points will be accepted
� BBA - 500 points in Evidence-based reading and writing and 500 points in Math
� BHM - 500 points in Evidence-based reading and writing and 400 points in Math

Master’s degrees
� Applications open for two weeks each September, studies begin in January
� Advance assignment, CV, Online entrance exam + interview

� English language certificates are NOT required in (e.g. IELTS / TOEFL)



WHY CHOOSE US?
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� Largest offering of Business degree 
programmes taught in English in 
Finland
� First in Finland to receive THE-ICE 

accredition for hospitality and tourism
education
� Over 200 partner universities to 

choose from for your exchange 
studies
� Truly international environment with 

over 100 nationalities
� Main campus located in the heart of 

the Finnish capital city Helsinki



TESTIMONIALS
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“Excellent School with Excellent Teachers”
- Edward (BHM, Hospitality, Tourism and Experience 

Management)

“Hands-on learning and amazing student culture!”
- Elena Popovici (BBA, International Business)

“International study environment opens doors to the 
world”

- Säde Viitanen (BBA, Aviation Business)

“The impression I got from Haaga-Helia was that it is 
very pragmatic and practical and is very close with 

businesses, companies and start-ups thus, I chose to 
study here”

- Fairouz Hussien (Alumni, BBA International Business)



THANK YOU & FOLLOW US!
Website: www.haaga-helia.fi/en

Twitter: HAAGAHELIAamk

LinkedIn: Haaga-Helia University of Applied Sciences

Facebook: HaagaHeliaAMK

Instagram: haagahelia

Snapchat: Haaga-Helia amk

YouTube: HaagaHeliaAMK

Virtual campus tour:
haaga-helia.fi/en/about-haaga-helia/campuses


