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OULU/オウル
オウルは北フィンランド最大の都市で、人々がのんびりと暮らし
活気あふれる文化的な町です。自然が身近にあり、夕暮れ時にヘ
ラジカを目にするなんてこともあるかもしれません。緑の豊かさ
と都会の雰囲気に加えて、北極の魔法-冬のオーロラと夏の沈ま
ぬ太陽-も楽しむことができます。

KALAJOKI/カラヨキ
カラヨキはその長く続くビーチで知られ、太陽を浴びながら浜辺
でリラックスし、ウォータースポーツを楽しむのにぴったりです。
夏は真夜中を迎える頃でも太陽が明るく、冬は雪に覆われた砂丘
と海が驚きの光景を見せてくれます。「ヒエッカサルカット
（Hiekkasärkät）」という砂丘エリアは小さなホリデーリゾート
になっていて、年間を通して家族みんなが楽しめる様々なサービ
スやアクティビティを提供しています。
visitkalajoki.fi

LIMINKA/リミンカ
リミンカはフィンランド国内で最も急成長している町で、自然愛
好家にとっては夢のような場所です。春には160種以上の野鳥が
この地に巣を作り、渡り鳥が飛来する春と秋には空を舞う無数の
鳥を目にすることができます。リミンカは北フィンランドにおける
最上のマウンテンバイクが通れる自然道ネットワークの一拠点で
あり、ファットバイクにまたがり野鳥観察に出かけるのもおすすめ
です。ホテルやカフェ、自然に関する展示など、リミンカベイビジ
ターセンターでは幅広いサービスやプログラムを提供しています。
visitl iminka.fi 

ROKUA GEOPARK/ロクアジオパーク
ロクアユネスコ世界ジオパークは、フィンランド・アウトドア・デス
ティネーション・オブ・ザ・イヤー2018にも選ばれ、雄大な自然を
体験できる場所です。その景観は氷河期に形成されたもので、こ
こでは自然と一体になることができます。ハイキング、釣り、また
マウンテンバイクなどで、このエリアを探索することもできます。
ロクアは世界で最も北にある認定ジオパークの一つです。
rokuageopark.fi

SYÖTE/シュオテ
シュオテのフェル（ラップランド特有の頂上付近に樹木のない丘陵）
地帯の中心部に二つのスキーリゾートと国立公園があります。雪に覆
われたフェルの景観は、暖かい飲み物を飲みながら、スキーなどの
アウトドアアクティビティを楽しむのに最高です。ここではフィンラン
ド最長のスノーパークやフリーライドのスロープを体験できます。ま
たお子様向けの専用スロープやスノーワールドという遊び場もありま
す。年間を通してハイキングやマウンテンバイクを楽しむことができ、
冬にはトナカイそりやハスキーサファリも体験できます。
syote.fi

このマニュアルでは、様々な教育視察サプライヤーや産業視察先、地
域のサービス提供業者の情報を見ることができます。このオウル教
育・産業視察マニュアルは、Attractive Oulu Region 2020プロジェクト
の一環として、ビジネスオウル（BusinessOulu）が編集しています。こ
のマニュアルではオウル市や周辺地域（シュオテ、ロクアジオパーク、
カラヨキ、リミンカなど）のプロダクトやサービスをご紹介しています。

詳細情報
特定の訪問先やプログラムについては、サービス提供事業者に直
接お問い合わせください。
総合案内やツアーオペレーター向け価格表については、
以下の担当者までご連絡ください。

Ms. SARI KASVI
(サリ・カスヴィ）
プロジェクトマネージャー 
BusinessOulu
sari.kasvi@businessoulu.com 
+358 40 724 9419

HANNA KARJALAINEN
（ハンナ・カルヤライネン）
アカウントマネージャー
VisitOulu
hanna.karjalainen@visitoulu.fi
+358 40 623 3847

マニュアルのダウンロードはこちら：www.businessoulu.com/tech-edu-visits
オウル地域の観光案内に関する情報はこちら：www.visitoulu.fi/en

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
mailto:hanna.karjalainen@visitoulu.fi
https://www.businessoulu.com/en/frontpage-old/en/businessoulu-2/technical-and-educational-visits
https://visitoulu.fi/en/
https://www.rokuageopark.fi/fi/koe
https://syote.fi/en/
https://visitkalajoki.fi
https://visitliminka.fi/en/
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素晴らしい教育体験と
北の冒険をあなたに

オウル市 -
フィンランドの教育・産業視察
をリードする都市
北スカンジナビアの首都とも呼ばれるオウルは、北ヨーロッパで最も
成長が著しい都市です。スウェーデンやノルウェー、ロシアなどを含
む大きなマーケットエリアの中で、商業・運輸・文化の中心地になっ
ています。世界のどこからでも簡単にアクセスが可能で、ヘルシンキ
またはストックホルムからの飛行時間はわずか1時間です。毎日多く
の便が飛び交うオウル空港は、フィンランドで2番目に忙しい空港で
す。オウルの都市部以外にも、フィンランドで最も人気のリゾート地
であるカラヨキ、フィンランド初のユネスコ世界ジオパークがあるロク
ア、フィンランド最南端のフェル地帯となるシュオテ、ヨーロッパの中
でも指折りの野鳥観察スポットであるリミンカなど、様々な魅力ある
地域が周辺に広がっています。

教育をリードする町
フィンランドの教育制度は世界的にも有名で、その質の高さはPISA
（OECD生徒の学習到達度調査）などでもたびたび証明されていま
す。オウル市では、このフィンランドの教育について深く学び、実際に
体験することができます。オウルは北フィンランドで最も学生の多い
街であると同時に、新たな教育哲学を生み出し先駆的に取り入れて
いる地方中枢都市でもあります。教育視察ではテーマ別学習や生涯
学習など多くの実践例を体験することができます。地元の生徒達と交
流すれば、彼らの英語力の高さに驚かされることでしょう。

イノベーションが動かす町
ヘルステクノロジー、プリンテッドインテリジェンス、クリーンテック
など、オウルではICT関連産業の最先端研究が大学を中心に行われ
ています。5Gや6Gの通信技術やIoTのフィンランド本拠地でもあるオ
ウルにはノキアがあり、試作機含む基地局を何十年以上も前から製
造し、また5Gネットワークを取り入れた革新的な大学病院の設計・建
設が始まっています。クリエイティブ産業が進む中、オウルではゲーム
開発も盛んに行われています。

北極圏の体験
北極圏が間近にあることもあり、オウルや周辺地域はフィンランドの
中でも特に面白いエリアの一つです。ここでは、氷海での浮遊体験や
夜空を舞うオーロラ鑑賞などのアクティビティなど、この地特有の自
然環境と北国らしいおもてなしを組み合わせた、特別な体験をするこ
とができます。また、この地域全体の落ち着いた雰囲気は、ネット
ワーク作りや国際ビジネスの場にも最適で、ビジネスでの訪問もおす
すめです。
このマニュアルでは、学生や専門家、個人から団体まで、様々な方を
対象とした、刺激的な教育・産業視察プロダクトやプログラムを紹介
しています。
世界レベルの現場の裏側をより興味深く観察できる機会を提供し、
皆さまをお迎えできること、そして将来一緒に連携できることを楽し
みにしています。

このクールな北の地、フィンランドの教育・産業視察をリードするオ
ウルへ、皆さまを温かく歓迎いたします。

JUHA ALA-MURSULA
（ユハ・アラ - ムルスラ）
ディレクター / BusinessOulu
juha.ala-mursula@businessoulu.com
www.businessoulu.com

PÄIVI PENTTILÄ
（パイヴィ・ペンッティラ）
マネージングディレクター / Visit Oulu
paivi.penttila@visitoulu.fi  
www.visitoulu.fi/en

mailto:juha.ala-mursula@businessoulu.com
www.businessoulu.com
mailto:paivi.penttila@visitoulu.fi
www.visitoulu.fi/en
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1 CITY OF OULU 
EDUCATIONAL
PROGRAMMES

オウルは教育分野において高い品質のプロダクトや
サービスを幅広く提供しています。フィンランド教育に
関する知識を共有したいと思っている、多くの教育専門
家や教員、校長、研究者、現場のリーダー達がいます。
教育の知識において、特にオウルの強みとなるのが、地

域の異なる教育機関との広い協力関係です。このネット
ワークが、乳幼児教育から初等教育、中等教育、高等教
育、職業教育までの専門領域を含む、総合的なオー
ダーメイド教育プログラムの提供を可能にしています。

私達のプログラムでは、オウルの近代的な学校やその
他の学習環境および施設（例：オウル市立図書館）へ
の訪問が可能です。また教員向けの専門性を深めるプ
ログラムや学校の管理職向けのリーダーシップ研修、さ
らには参加者の所属する学校や組織へのコンサルティ
ングや研修も行っています。

オウルの教育関連組織や企業への訪問を加えて、より
総合的なプログラムを作成することも可能です。

オウル市教育
関連プログラム



オウル市教育文化サービスは、北フィンランドで高い品
質の教育を提供しています。保育所、小学校、中学校、
高等学校を管理し、大人のための教育（生涯学習）も
実施しています。また、青少年のためのサービスや文
化・レジャープログラムも提供しています。さらに、カリ
キュラム作成や児童・生徒の福祉に関する開発分野で
働く、教育のエキスパートも数多く在籍しています。

問い合わせ： 
Ms. Eija Ruohomäki（エイヤ・ルオホマキ）
eija .ruohomaki@ouka.fi  
+358 44 703 9189
www.ouka.fi/educat ionalv is i t s
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PROGRAMMES FOR EDUCATIONAL EXPERTS, TEACHERS, 
PRINCIPALS, ADMINISTRATORS, RESEARCHERS
EDUCATIONAL AND CULTURAL SERVICES, CITY OF OULU

教育専門家、教員、校長、学校管理職、研究者向けのプログラム
オウル市教育文化サービス

EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE 
乳幼児期の教育とケア1.

フィンランドの乳幼児教育とケア（ECEC）は、子供達の安定した
成長や発達、学習をサポートしています。子供は皆それぞれ主体
的で能力があり、価値ある存在です。私達の目標は、子供が健
康かつ幸福で、毎日学ぶことの喜びを体験し成長していくことで
す。フィンランドの乳幼児期の教育とケアに関する教育論とその
実践は、身体を使った活動や遊び、芸術的な体験、自己表現や
探求がベースになっています。

5日間の乳幼児教育とケア研修プログラムには下記のような内容
が含まれます。

1日目：フィンランドにおける乳幼児教育とケアの紹介
2日目：乳幼児教育学
3日目：横断的な資質・能力（Transversa l Competenc ies）
4日目：学習環境
5日目：フィンランドの教育ケアモデルの現場への導入

所要時間：1～5日

CURRICULUM WORK
カリキュラムの働き2.

オウル市の小・中学校には6つの異なるカリキュラムパスがありま
す。それら6つのテーマは、心身の健康と幸福、持続可能性、文
化、グローバル・シチズンシップ（地球市民権）、情報管理、アン
トレプレナーシップ（起業家精神）です。これらを基にした活動
が、異なる教科の融合や生徒の取り組みへの参加、新たな体験の
提供、地域の方々との協力や機会の活用へと繋がっています。
このカリキュラムパスに加えて、オウルで学ぶ子供達が多様なス
キルを習得できるよう、様々な学習方法を取り入れています。例
えば、生徒主体の活動、テーマ別学習、乳幼児言語学習、言語と
文化への意識、地球市民になるための学び、ICTと情報管理スキ
ル、メディアリテラシースキルなどです。
オウル市教育文化サービスは新カリキュラムの実施に関しても豊富な経
験があり、他国の学校現場がしっかりとそれを導入できるようサポートし
ます。このプログラムを通して、既存の学校から新しい学校まで、フィン
ランド式のカリキュラムを日々の学校運営に活用することができます。

所要時間：1～5日
カリキュラム開発のコンサルティングから導入まで、プログラムを長期間
（最大1年）で提供することもできます。

OPERATIONAL CULTURE IN SCHOOLS
学校運営の文化3.

このプログラムでは、オウル市の学校教員やその他教育関係職
員、管理者の専門的な知識や現場でのノウハウを学ぶことができ
ます。物理的な学習環境、心理的要素、学校コミュニティにおける
社会的関係など、学校運営に必要とされるものを学びます。
未来に必要なスキルを生徒達に指導するのであれば、学校は日々
の業務にもそれらを反映させるべきです。例えば、どのように学校
を運営し教員間で協力できるのか、日々の学校生活でどのように
生徒がスキルを活用できるのかなど、それらは学校の日常の中に
も見られるはずです。
この学校運営の文化プログラムは、オウルにて1～5日間で企画で
きます。また参加者の自国の学校にて、より深く実践的なアプロー
チで実施することも可能です。

mailto:eija.ruohomaki@ouka.fi
https://www.ouka.fi/oulu/english/educationalvisits
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STEAM-BASED LEARNING 　
STEAMベース学習4.

STEAM教科（通常は科学、技術、工学、芸術、数学だが、オウル
市では数学の代わりに手工芸を推奨）は、学習を通して生徒が自
ら意思決定をしたり、他者と交流する力や批判的思考を養えるよ
うにデザインされています。困難に立ち向かい、責任感をもち、協
力しながら果敢に問題を解決できるようにするためです。

オウルで開発されたSTEAMベースの学習パスは4つのパートから
成り立ち、それぞれ工作と建設、探求と革新、コーディングとプロ
グラミング、デジタルマニュファクチャリングです。オウルはフィン
ランドで最初にファブラボ（Fab Lab）を総合学校に導入した地域
でもあります。

ファブラボと呼ばれるデジタルファブリケーションの工房では、遊
んだり、創作したり、新しいモノを発明することもできます。低学
年から高学年の生徒はもちろん、先生やその他の大人にとって
も、学びと革新を体験できる素晴らしい場所です。誰もがほとん
ど何でも作れるよう、ファブラボには環境、材料・素材、高度な技
術が揃っています。

所要時間：通常は3～6時間。長めの実施も可能。

MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY CENTERS
多機能コミュニティセンター5.

多機能コミュニティセンターは官民パートナーシップ（PPP）モデ
ルにより実現された施設です。

施設は主に教育的な用途として使用されるため、空間デザインは
教育学の専門家の意見に基づいています。多様な活動の機会や刺
激を与え、子供達が様々な設備を利用しながら個人やグループで
学べるようにつくられています。優れた学習環境は柔軟で適応性
があり、見た目の美しさや安全性にも配慮されています。
多機能コミュニティセンターでは、次のような施設の職員を集めた
専門チームを手配することができます。

• 学校
• デイケアセンター（保育所）
• 青少年サービス
• 図書館
• コミュニティカレッジ
• 文化サービス
• スポーツサービス 
• ヘルスサービス

所要時間：3～6時間
建築・建設会社のプレゼンテーションを加えて、長めのプログラムにする
こともできます。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STUDIES
持続可能な開発のための教育 7.

人類と環境が生き残るためには、持続可能な生活様式を取り入れ
ることが不可欠です。世界中の人々の行動を変えるには、持続可
能性について教育することが重要でしょう。持続可能な開発のた
めの教育をより有意義なものにするためには、どうしたらよいので
しょうか？オウルの学校では、持続可能な開発のための教育目的
として、エコ社会に意識的な市民の育成を掲げています。若者達
が自身の行動が他者や環境、社会全体へと及ぼす影響を理解し、
知識に基づいた行動をとれるようにするためです。

オウルの学校では、プレスクールから高等教育まで、持続可能な
開発をテーマにした学習を毎年実施しています。既存の学習教材
や自然教育プログラム、提携パートナーとの活動、オンライン学習
を通して指導しています。
オウルの学校や乳幼児教育施設のいくつかは、グリーンフラッグ
（緑の旗）などのエコ認証を取得しています。グリーンフラッグと
は、乳幼児教育施設や学校、青少年団体向けの持続可能な開発
に関するプログラムで、国際環境教育基金（FEE）が運営する国際
エコスクールプログラムの一環です。

所要時間：半日～5日
ツアーオペレーターは、このプログラムにオウル地域のアウトドアアク
ティビティや、持続可能な開発を意識する地元企業への訪問を追加する
ことができます。

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND PEDAGOGY
アントレプレナーシップ教育（起業家精神教育）6.

オウルは起業家魂が溢れる町です！

起業や起業家精神が、どのように若者達に指導されているのか興
味ある方には、北の国ならではのアントレプレナーシップ教育の
神髄をご紹介します。オウルは最先端技術の町として知られていま
すが、そこには通信やICT企業の成功という背景があります。また
最近では医療・ヘルステクノロジーやIoT、ゲーム分野の企業が多
く誕生し、勢いよく成長しています。

オウルのアントレプレナーシップ教育学プログラムは小学校から
中学校、高校、職業訓練学校そして大学まで、その指導法を詳しく
紹介します。若者達がどのようにして早期に自分の強みを見出し、
チームで協働し、責任感と革新的な姿勢を持てるようになるのか、
また彼らが起業家的思考をどう日々の学校生活、ゆくゆくは社会
生活へと適用していくのかを学ぶことができます。

プログラムに学校訪問を加えて現場での実践方法を学んだり、地
元企業とのミーティングを設定することもできます。

所要時間：半日～5日
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INCLUSION AND SPECIAL NEEDS EDUCATION
インクルーシブ教育と特別支援教育9.

フィンランドの基礎教育は、インクルーシブ教育の方針に沿って開
発されました。すべての子供達に教育の機会が平等に与えられな
ければなりません。それぞれの学校が、家庭と協力しながら、子供
達が学習・成長し、心身共に健康であることをサポートするという
教育課題を持っています。

指導や支援の構成は、指導するグループや生徒個人がもつ長所や
学習へのニーズに基づいています。子供がきちんと学習できるよ
う、また学習が困難な場合には早期発見し予防できるよう、注意
を払っています。学習や登校のサポートは、生徒一人一人のニーズ
に合わせて、学習環境を共に見直しながら解決できるように構成
されています。指導計画を作成する際には、必要なサポートは生
徒によって異なることを考慮しなければなりません。例えば、サ
ポートは一時的または継続的に必要か、どの程度のサポートが必
要でどんな形のものが最適かを考える必要があります。

所要時間：1日から

LEARNING ENVIRONMENTS
学習環境8.

フィンランドの国としてのコアカリキュラムは、学習の中で生徒が
主体的な行動者であるという概念に基づき作成されています。
様々なコミュニティや学習環境のもと、クラスメイトや先生、他の
大人と交流する中で学びが生まれます。個人や集団で物事を実践
し、考え、計画し、探求し、それらのプロセスを多角的に評価する
ことも学びに繋がります。共に行動・学習する意欲と、活動の中で
実感できるスキルアップが、生徒らの学習プロセスにおいて重要
な役割を担っています。

学習環境には、生徒達が学ぶ施設の地理的な位置やコミュニ
ティ、運営上の慣習などが影響しています。また使用するツールや
サービス、教材も重要な要素です。学習環境は、生徒個人や集団
としての成長、学び、交流をサポートするものでなければなりませ
ん。良い学習環境は、生徒同士の交流や活動への参加を促し、共
に知識を構築することをアシストします。またコミュニティ内はも
ちろん、学外の専門家との活発な協働も実現します。オウルでは
オンライン上の学習環境について学ぶこともできます。

所要時間：半日～3日

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LEADERSHIP PROGRAMMES, TEACHER TRAINING
専門性向上とリーダーシッププログラム、教員養成10.

オウルの教育団体は、フィンランドの教育制度や知識に関する相
談や研修、質問への回答も行っています。

私達の提供する総合的なトレーニングプログラムでは、参加者の
指導力や統率力を更に伸ばすことができます。トレーニングを受け
る中で、今までにない新鮮な視点を得たり、日常業務で役に立つ新
しいツールの使い方を学んだりすることができるでしょう。プログ
ラムはご希望のニーズに合わせてオーダーメイドで作成できます。

このプログラムは、小・中学校現場に限らず、乳幼児教育や大学、
職業訓練学校まで幅広くカバーしています。ツアーオペレーター
は、このプログラムとオウル地域の他のアクティビティを組み合わ
せて一つのパッケージにすることもできます。

所要時間：1～2週間から
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児童・生徒向けのプログラム
ルーッピ（博物館・科学センター）

KIERIKKI STONE AGE CENTRE
キエリッキ石器時代センター1.

5000年前の実際の居住地に再建された石器時代の村へ行ってみ
ましょう
テーマ：大昔にタイムスリップしよう
世界でも特別澄んだ空気を吸って、美しく和やかな自然の中で石
器時代のスキルを習得しましょう。自分だけのお土産を手作りし、
仲間と一緒に焚火で料理をします。

TURKANSAARI OPEN AIR MUSEUM
トゥルカンサーリ野外博物館3.

テーマ：自然素材と昔のフィンランド人の暮らし
私達がどのように自然と調和しながら生活しているのか、畑から食
卓までのプロセスを学びます。グループで手工芸ワークショップに
参加し、羊毛や木を使ってオリジナルのお土産を作ります。

SCIENCE CENTRE TIETOMAA
ティエトマー科学センター4.

テーマ：エネルギー
グラビティレーサー（モーターをもたない車によるレース）ワークショッ
プに参加したり、約200種類あるアトラクションを体験したりしながら、
チームで協力し楽しく学びます。スーパースクリーンシアターで見る3D
映画は忘れられない体験になるはずです（所要時間40分）。

OULU MUSEUM OF ART
オウル美術館2.

テーマ：感覚と創造力
フィンランド北部地方のベリーで絵を描こう -グループでのワークショップ
このワークショップでは、愛らしくて美味しい北のベリーを味わいながら色を感
じてもらいます。手足やブラシをつかって自分だけのアート作品をつくります。

PROGRAMMES FOR CHILDREN / STUDENTS 
MUSEUM AND SCIENCE CENTRE LUUPPI

自然のスクールキャンプで感化される
ルーッピ（博物館・科学センター）では、歴史、芸術、科
学がユニークに融合しています。ルーッピが収集し大切
に保管している北の生命の物語が、9つの場で歴史、芸
術、科学を通して紐解かれていきます。
ルーッピには、想像力をかき立てるたくさんの体験型の
展示が豊富にあり、年間を通してそれらのテーマや題材
をもとにした大小いくつものイベントを開催していま
す。地元の人々や観光客に人気の9つの場で構成されて
いて、その中でもメインとなるのが北オストロボスニア
博物館、オウル美術館、ティエトマー科学センターで
す。夏季にはトゥルカンサーリ野外博物館やキエリッキ
石器時代センターも開館しています。ルーッピは革新的
で心に残る体験を提供し、訪れる人々を魅了します。虫
めがねを通して見るように、北部地方の生活様式や様々
な出来事を間近で感じることができます。展示と自分自
身、例えば学生時代の思い出や子供の頃に訪れた祖父
母の家など、繋がりを見つけてみるのもよいでしょう。
館内のアート作品が持つ色やテーマから北の地を感
じ、懐かしい気持ちになれるからです。ルーッピは北の
地で生きることの意味を問い、輝ける新たな視界を開き
ます。それは深い歴史へと繋がる窓であり、訪れる人を
導く未来へのチャネル、そして創造力の源泉となるのです。

ルーッピ（博物館・科学センター）の開放的な学習環境
ルーッピではフィンランドの自然や、それらが人へもたら
す幸福感や文化の重要性をテーマにした体験型アク
ティビティを提供しています。すべてのワークショップ
は、教育学の専門家が計画・実施し、チームワークや問
題解決スキルを教えたり学んだり、創造力を養うことを
目的としています。見学やワークショップは、感覚をフ
ルに使った双方向でユニークなものになっています。ま
た多彩なアクティビティは様々な年齢のグループに適し
ています。

問い合わせ：
Luuppi Sales（ルーッピ営業担当）
myynt i . luuppi@ouka.fi

mailto:myynti.luuppi@ouka.fi
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TAILOR-MADE ENGLISH LANGUAGE COURSES
オーダーメイド英語コース1.

オウルコミュニティカレッジは海外の学生グループ（10～20人）向
けに、5日間または10日間の英語コースを提供しています。
コースでは次のような様々な学習メソッドを取り入れています。

• 朝のコーヒータイムでの会話
• 話す自信がつく発音練習
• 文法のつまずきを解消し語彙力を広げる文法＆単語特訓ラボ
• 活動を通した学習（例：料理やお菓子作り、手芸工作、スポーツ、
フィンランドの自然を通じたアクティビティなど）

• 地元散策やフィンランドの文化体験を通した学習

対象：英語を母国語としない学生
対象年齢：16歳以上
参加人数：10～20人
言語：英語
時期：8月から6月まで
所要時間：5日間または10日間
場所：オウル市中心地
参加証明書や修了証の発行：有

このプログラムには宿泊施設と食事は含まれていません。その為、
ツアーオペレーター、DMC、トラベルコーディネーター企業などが
手配しプログラムに追加することで、フルパッケージのスクール
キャンプとなりご提供することできます。

TAILOR-MADE FINNISH LANGUAGE COURSES
オーダーメイドフィンランド語コース2.

オウルコミュニティカレッジは5日間または10日間のフィンランド
語コースを提供しています。オウル滞在中にフィンランド語も学ん
でみませんか？
経験豊富なコミュニティカレッジの講師が、初心者から上級学習
者までフィンランド語の指導をします。

1～2週間のオーダーメイドプログラムのオプションとして次のコー
スがあります。

• 初心者のためのフィンランド語
• 外国人のためのフィンランド語中級
• 上級ライティングと会話コース（フィンランド語で実施）
• 上級文法コース（フィンランド語で実施）

対象：英語を母国語としない学生
対象年齢：16歳以上
参加人数：10～20人
言語：英語
時期：8月から6月まで
所要時間：5日間または10日間
場所：オウル市中心地
参加証明書や修了証の発行：有

このプログラムには宿泊施設と食事は含まれていません。その為、
ツアーオペレーター、DMC、トラベルコーディネーター企業などが
手配しプログラムに追加することで、フルパッケージのスクール
キャンプとなりご提供することができます。

オウルコミュニティカレッジはオウル市が所有・運営してい
る教養教育機関で、趣味や学習のためのコースを幅広い年
齢の方に提供しています。その多様で活動的な環境は、人々
が人生のあらゆるステージで学びと経験を得られる機会を
創出しています。この機関は、コミュニティと平等性、科目の
多様性、文化の支持と信頼性の面で大変優れています。大
人向けの教育サービス（生涯学習）に加え、芸術分野にお
ける基礎的な教育の提供やスポーツ学校の運営も行ってい
ます。1907年に創立し100年以上の歴史があるオウルオピス
トは、フィンランドで4番目に大きいコミュニティカレッジと
なりました。

問い合わせ： 
Ms. Minna Hukkanen（ミンナ・フッカネン） 
minna.hukkanen@eduouka.fi 
+358 44 703 9102

(㏄.）Ms. Outi Lohi（オウティ・ロヒ）
out i . loh i@ouka.fi
+358 40 555 0064

OULU COMMUNITY COLLEGE

オウルコミュニティカレッジ（オウルオピスト）

mailto:minna.hukkanen@eduouka.fi
mailto:outi.lohi@ouka.fi
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LIVE-ACTION FILM WORKSHOP
実写映画撮影ワークショップ1.

ヴァルヴェ映像スクールの講師らが映画制作の秘密を伝授します。
ヴァルヴェ映像スクールのワークショップで新たな傑作映画を作
ろう！
このワークショップは5つのステップ（ブレインストーミング、脚本
作成、撮影、編集、試写）で構成されています。グループには撮影
機材やグリーンバックのスタジオ、編集用のパソコン、衣装やメイ
クアップ道具が貸し出されます。所要時間は4時間から16時間の
間で調整可能です。このワークショップの目玉は試写会で、制作し
た映画を実際の映画館の大きなスクリーンで上映することができ
ます。映画のお供のスナックはもちろん、ご希望に合わせてケータ
リングやより手の込んだサービスも手配可能です。参加者は希望
のフォーマットにて映像作品を持ち帰ることができます。また、フ
ィンランド人の参加者と一緒にワークショップを体験することも可
能で、制作を通してお互いの異なる習慣や文化を伝え合うことが
できるでしょう。

対象：小学生から高校生まで
対象年齢：7歳以上
参加証明書や修了証の発行：有

STOP-MOTION ANIMATION WORKSHOP
ストップモーション・アニメ制作ワークショップ2.

ヴァルヴェ映像スクールの講師らがアニメーション制作の秘密を伝
授します。
ヴァルヴェ映像スクールのアニメーションワークショップは、ブレイ
ンストーミング、脚本作成、コマ撮り、編集、試写という5つのステッ
プで構成されています。アニメーション制作に必要なiPadやその他
機材が貸し出され、アニメーションは工作用の粘土や紙の切り抜き、
レゴなど、実際に手に取れる物や材料を使って制作します。所要時
間は4時間から16時間の間で調整可能です。このワークショップの目
玉は試写会で、制作した映画を実際の映画館の大きなスクリーンで
上映することができます。映画のお供のスナックはもちろん、ご希望
に合わせてケータリングやより手の込んだサービスも手配可能で
す。参加者は希望のフォーマットにて映像作品を持ち帰ることができ
ます。また、フィンランド人の参加者と一緒にワークショップを体験
することも可能で、制作を通してお互いの異なる習慣や文化を伝え
合うことができるでしょう。

対象：小学生から高校生まで
対象年齢：7歳以上
参加証明書や修了証の発行：有

TRICK SHOT WORKSHOP
トリック撮影ワークショップ3.

トリック撮影ワークショップでは驚きのトリックや錯覚を作り出すこ
とができます。必要なものはビデオカメラとトリックを生み出す溢れ
る想像力とクリエイティビティだけです。このワークショップには4つ
のシンプルな仕掛けがあり、参加者は撮影を通して、メディア技術や
横断的な能力を、楽しみながら育むことができます。所要時間は60
分から90分です。

対象：小学生から高校生まで
対象年齢：7歳以上
参加証明書や修了証の発行：有

ヴァルヴェ映像スクールは、子供や青少年のためにオウ
ル市が提供する文化教育サービスの一つで、映像教育
に特化したユニットです。オウル市のカルチャーセン
ター「ヴァルヴェ」内にあり、ヴァルヴェでは児童や若
者、大人向けにクラブ活動や講座、ワークショップを実
施しています。ヴァルヴェ映像スクールでは、子供達が
自分の考えを映像という手段を使ってクリエイティブに
発信することを奨励し、芸術や文化への好奇心を刺激
することを教育的目標としています。

2019年にヴァルヴェ映像スクールは、子供の日大賞に選
ばれフィンランド文化教育省より賞を授与されました。こ
の賞は、子供達への芸術的な教育や趣味を持つことを促
進する活動が認められた団体に贈られるものです。

問い合わせ： 
Mr. Tommi Nevala（トンミ・ネヴァラ）
オウル市教育文化サービス
+358 44 703 7547
tommi.nevala@ouka.fi

VALVE FILM SCHOOL FOR CHILDREN

子供のためのヴァルヴェ映像スクール

mailto:tommi.nevala@ouka.fi
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OULU CITY LIBRARY

MAIN LIBRARY ARCHITECTURAL TOUR
主要図書館(オウル市立図書館)建築ツアー2.

1970年代にデザインされ1980年代初頭に建設された主要図書館
の歴史を感じ、21世紀の現在に直面している課題について知見を
得られるツアーです。

対象：図書館専門家、教育専門家、建築家、学生

WELCOME TO THE OULU CITY LIBRARY
オウル市立図書館へようこそ3.

オウル市立図書館の歴史やサービス、日常の業務を紹介するプレ
ゼンテーションと図書館内の見学ツアーです。
対象：図書館専門家、教育専門家

LIBRARY PATH - COOPERATION BETWEEN THE CITY LIBRARY AND SCHOOLS IN OULU
図書館の道 ‒ 市立図書館と地域の学校との協力1.

子供達の読書活動の促進と情報検索能力の向上を目指す
オウル市では図書館と学校の協力が長く続いています。

図書館の道の主な目的は、子供達が学校年度中に、最低でも4回
は図書館を訪れるようにすることです。この活動を通して、私達は
子供達の読書活動を促進しています。また彼らが自ら情報を収集
し、その能力を向上させることも目的としています。オウルには24
の公立図書館と50の総合学校があり、それぞれの学校が指定され
た図書館と協力しています。

対象：図書館専門家、教育専門家、学生

オウル市立図書館は、地域内にあるその他の図書館が
提供するサービスも管理しています。図書館は学校やデ
イケアセンター（保育所）と密接に連携し、子供からお
年寄りまであらゆる人々の読書活動を促進しています。
その他にも市の文化運営組織や団体とも協力しています。
オウル市立図書館は北オストロボスニアおよびカイヌー
地方の地域開発図書館としても運営されています。

この地域の主要図書館であるオウル市立図書館は、この他
に23の支部図書館を運営しています。図書館がないエ
リアには3つの移動図書館がサービスを提供していま
す。またこれらの移動図書館は学校やデイケアセンター
（保育所）を訪問し、様々なイベントを実施しています。

図書館の最も重要な役割の一つは、子供から大人まで
あらゆる人々の読書活動を推進し、読解力を向上させる
ことです。オウルにある図書館と学校（基礎教育学校
（総合学校）と高等学校）が組織的に協力し実施して
いる「図書館の道」という活動では、様々な読書活動の
促進や情報検索能力の向上を目指したり、楽しく本が読
めるようアドバイスをしています。また生徒は文学の
ディプロマを取得することも可能です。

セルフサービスの図書館では、利用者は通常の営業時
間外にも資料を借りたり、返却したり、コンピュータを
利用したりできます。さらに電子書籍や電子雑誌、音楽
教材を借りたり、ストリーミングで映画を見ることもで
きます。

オウル市立図書館の建築（1982年に完成）から、これま
での歴史の概要や現在の建物の様子、図書館の活動を
通した変化も見ることができます。内装はフィンランド
デザインの家具や北フィンランド在住のアーティストら
による作品で装飾されています。

オウル市立図書館内にあるコミック図書館「サルヤスト
（Sarjas to）」は、オウル・コミックセンターとの共同運
営で、コミックの貸し出しはもちろん、コミック関係のイ
ベントや展覧会の企画も行っています。

館内にあるイベント会場「ライトゥリ（La i t u r）」は、
アート作品の展覧会や著者のトークショー、音楽パ
フォーマンスや図書館クラブイブニングなど、幅広いイ
ベントに対して施設を提供しています。ここで開かれる
図書館の発展に関する会議には、地元住民も参加する
ことができます。
オウル市立図書館はオープンソースの図書館ITシステム
「Koha」を使用しています。

オウル市立図書館への訪問を希望される方は、以下ま
でお問合せください。
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ）
ビジネスオウル
sar i .kasv i@businessoulu.com
+358 40 724 9419

オウル市立図書館

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
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OULU CITY TOURIST INFORMATION OFFICE

VISIT TO OULU CITY TOURIST INFORMATION OFFICE
オウル市観光情報局への訪問 1.

オウル市の観光に関する現在のトレンドや課題について知見を得
ることができます。
オウル市の基本情報およびオウルへのインバウンド観光の数値と
実態に関するプレゼンテーションです。2017年にオウルはフィンラ
ンドで6番目に人気の観光都市となりました。オウル市観光情報
局は最新の顧客データを保有しており、顧客統計データに関する
詳細情報や当局の開発に関する情報も提供しています。

対象：観光専門家、ツアーオペレーター、旅行代理店

オウル市観光情報局では、オウルの観光に役立つ情報
やアドバイスを提供しています。インフォメーションセン
ターでは、プロの観光アドバイザーがイベントや宿泊施
設、レストラン、アトラクション、おすすめの場所やその
行き方などの最新情報をご案内します。

観光情報だけでなく、ここではパソコンの利用、オープ
ンワイヤレスネットワーク「panOulu」へのアクセス、ス
マートフォン充電スポットの利用も可能です。パンフ
レットやテーマ別のウォーキング・サイクリングマップ
も無料でご用意しています。地元の土産品も購入できる
ので是非お越しください。

問い合わせ：
Ms. Anna Meriruoho（アンナ・メリルオホ） 
オウル市観光情報局
anna.mer iruoho@businessoulu.com
tour is t info@ouka.fi
+358 50 340 7270

オウル市観光情報局

mailto:anna.meriruoho@businessoulu.com
mailto:touristinfo@ouka.fi
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2 EDUCATIONAL SCHOOL VISITS AT OULU
  オウルの学校教育視察
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EDUCATIONAL CONSORTIUM OSAO AND OSAO EDU OY

プログラム１
英語レッスンとハッカソン
1日目
英語レッスン3時間
ハッカソン（与えられたテーマでの問題解決型学習）3時間
問題の発表とチーム作り
追加カリキュラム：放課後に生徒と課外アクティビティ2時間

2日目
英語レッスン3時間
ハッカソン / 協働プロジェクト3時間
フィンランド人の生徒と一緒にチームで問題解決に取り組む
生徒との学外交流プログラム

3日目
文化体験・見学3時間
ハッカソン3時間
プレゼンテーションとフィードバック

プログラム2
ミニハッカソン
1日目
問題の発表とチーム作り

2日目
チームで問題解決に取り組む

3日目
プレゼンテーションとフィードバック

教育コンソーシアムOSAOは、北フィンランド最大の多様
な分野を持つ職業訓練学校です。またOSAOは国際バカ
ロレア認定校でもあり、スキルを競い合う様々な分野の
大会で、国内そして国際的にも優秀な成績を収めていま
す。そのうちの一つでもあるアントレプレナーシップ（起
業家精神）のスキルもここで培われています。OSAOは公
式の修了証や認定証を発行できる権限を持っています。

オーダーメイドの見学や多様な分野の研修を提供しています： 
• 文化：オウル地域ならではのユニークな文化
• ビジネス経営：国際バカロレア認定校とアントレプレナーシップ教育
• 社会サービス：福祉と健康、スポーツ
• テクノロジー・通信・輸送：仮想学習環境
• 観光：冒険と自然
• ケータリング：北欧の食文化と学校給食
• 自然科学：ITとコーディング

ビジネス経営分野では、3年間の国際バカロレアキャリア関連
プログラムを導入しており、授業は全て英語で行われます。この
プログラムを修了した生徒は、フィンランドの基礎職業資格を
取得し、フィンランド国内の大学にも進学することができます。

フィンランドの職業教育や研修に興味のある専門家向
けの訪問・研修パッケージ
OSAO Edu社は、OSAOを代表し専門家向けの研修パッケージ
を提供しています。この研修では、経営文化、学校経営、
学習環境、アントレプレナーシップ教育、英語教育、ワー
クライフインテグレーション、職業教育や学習メソッド
（例：コンピテンシーに基づくトレーニングやデジタル
ラーニングなど）について学ぶことができます。

学生向けの訪問・研修パッケージ
OSAO Edu社は、OSAOを代表し学生向けの研修パッケージ
を提供しています。この研修では、オウル職業訓練学校
（OSAO）にて地元の学生と一緒に学び、フィンランド
の生活を体験することができます。

学生向け学術プログラムの一例： 
1. 英語学習コースと選択アクティビティ
2. 起業ワークショップと選択アクティビティ
3. 健康的なライフスタイルとフィンランドの食文化、選択アクティビティ
4. 獣医学と英語学習
5. ゲームプログラミング・プログラミングワークショップと選択アクティビティ
6. 再生資源を活用したジュエリーデザインワークショップと選択アクティビティ
7. 英語でのフットボール、バレーボール、バスケットボールの

トレーニング、または上記いずれかの学術プログラム
8. 選択アクティビティのプログラム

教育コンソーシアムOSAOは、オウルで体験できるプロ
グラムの一部として、様々なアクティビティを提供してい
ます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ： 
Mr. Antt i  Rovamo（アンッティ・ロヴァモ）
OSAO Edu社 代表取締役
ant t i . rovamo@osao.fi  
+358 50 560 8392

Ms. Merja Paloniemi（メルヤ・パロニエミ）
シニアアドバイザー、教育輸出担当
merja .pa loniemi@osao.fi  
+358 594 9182

 

教育コンソーシアムOSAO と OSAO Edu 社

mailto:antti.rovamo@osao.fi
mailto:merja.paloniemi@osao.fi
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プログラム4
冬のウェルビーイングプログラム
オウル中心部から車で20分のヴィルピニエミ（Virpiniemi）スポー
ツセンターで実施

プログラム3
夏のウェルビーイングプログラム
オウル中心部から車で20分のヴィルピニエミ（Virpiniemi）スポー
ツセンターで実施

8: 0 0 ‒ 9 : 0 0
9:00‒10:00
10:15‒11:15
12:15‒13:15

13:30‒14:30

14:45‒16:30

16:30‒17:00

開会イベント 
チームビルディングのアクティビティ 
ボールを使ったゲーム
選択アクティビティ：ボルダリング、ラペリング、
フロアボール、ディスクゴルフ 
選択アクティビティ：ボルダリング、ラペリング、
フロアボール、ディスクゴルフ
森歩きとラップランド地方の伝統的な小屋での焚火
体験（ソーセージを焼き、お茶を淹れ、地元の食材を
使ったスナックを食べながら楽しみます）
修了証の授与

8: 0 0 ‒ 9 : 0 0
9:00‒10:00
10:15‒11:15
12:15‒13:15
13:30‒14:30
14:45‒16:30

16:30‒17:00

開会イベント 
チームビルディングのアクティビティ 
雪の中でのボールを使ったゲーム
雪像彫刻
雪ぞり体験
スノーシューを履いてオリエンテーリングをしながら、
森歩きとラップランド地方の伝統的な小屋での焚火
体験（ソーセージを焼き、お茶を淹れ、地元の食材を
使ったスナックを食べながら楽しみます）
修了証の授与
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FURTHER EDUCATION FOR TEACHERS AND ORGANISATIONS
教員や教育機関の為のこれからの教育
• 総合的な知識や能力の育成を目指すコンピテンシーに基づく教育（CBE)
• 教員および指導者養成の為のカリキュラムデザイン
• デジタルラーニングの最新ツール
• ディープラーニング（深層学習）教育学
• 学習や指導ツールとしての映像やビデオブログ（vlog）の活用
• 学習に活用されるオープンデジタルバッジ
• 特別支援教育
• ブレンディッド・ラーニング（オンライン学習と対面型研修の融合）での教育スキルの習得
• 時代の急速な変化に対応したカウンセリングや進路指導
• 経験主義教育

ご要望に合わせてツアーを作成することができます。短期プログ
ラム（1時間から1日）では、教員養成の専門知識に関する概要を
学ぶか、特定のトピックを集中的に学ぶことができます。長期プロ
グラム（2～5日）では、教員養成に関する研修や体験型ワーク
ショップ、学校見学を追加することができます。

サービス提供者：オウル応用科学大学（OAMK）教員養成学科
対象：教員、学校職員、国家公務員、学生、市または地域の教育委員会

ENTREPRENEURSHIP IN FINNISH HIGHER EDUCATION
フィンランドの高等教育におけるアントレ
プレナーシップ（企業家精神）教育
フィンランドの高等教育でのアントレプレナーシップ教育の実践・
指導法に関する紹介と、オウル応用科学大学の見学：

• オウル応用科学大学（OAMK）の戦略的開発領域であるアントレプレナーシップ
• オウルイノベーションアライアンス(Oulu Innovation All iance)
の効率良いビジネス化エコシステム

• アントレプレナーシップハブ
• デモラ（Demola） - 学生が企業と共に現実の課題を解決するプロジェクト
• テルワアカデミー （Terwa Academy）：起業の実践

対象：高等教育機関または産業専門家

1996年創立のオウル応用科学大学（OAMK）は、様々な
分野に強い応用科学大学です。革新的で能力の高い専
門家の育成を目指し、積極的に研究開発を行っていま
す。またパートナー機関とも協力し、北フィンランドへ新
たな活力を創出しています。北フィンランド最大の応用科
学大学である本学には、海外からの学生400人を含む
9,000人以上の学生が在籍しており、この地に必要不可
欠な革新的な勉学の場となっています。多岐にわたる分
野の学位プログラムがあり、特にICTやヘルスケア・福
祉、ビジネスやエネルギーなどの産業に、戦略的に焦点
を置いています。

オウル応用科学大学はICTや技術革新・開発に強い背景
があり、企業や産業機関と密接に協働しています。

問い合わせ: 
Mr. Kimmo Kuortti（キンモ・クオルッティ）
Kimmo.kuortti@oamk.fi
+358 40 771 84 94

オウル応用科学大学 （OAMK）
OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (OAMK)

mailto:Kimmo.kuortti@oamk.fi


20

UNIVERSITY OF OULU

プログラム１
オウル大学の教育と研究分野の紹介
学際的なオウル大学について学び、最先端の科学技術イノベー
ションを知ることができます。専門家と一緒に、能力を伸ばし組織
を活性化させる方法について話し合いましょう。

次の科学分野に関する概要や、より深い知見を得ることができます。
• バイオサイエンス
• 経済学と経営学
• 教育
• 工学と建築
• 人文科学
• 情報通信技術
• 医学と健康
• 自然科学と数学

各分野の一例から、オウル大学の無限の可能性について更に詳し
く見てみましょう。

バイオサイエンス：バイオサイエンスは分子レベルで生命を研究す
る学問です。最も単純な生体系でさえも非常に複雑で、膨大な数
の相互接続プロセスを構成しています。これらのプロセスは、遺
伝子、私達が何者であるかを決めている遺伝子コードが支配して
いるとされています。

経済学と経営学：オウルビジネススクールは、実践面を重視した、
質の高い適切なビジネス教育とトレーニングを行っています。多面
的なコースポートフォリオにより、経営や経済の主要分野を全て
学べるように設計されています。

教育：乳幼児期の教育から子供や青少年の学習指導へと、人間の
ライフサイクル全体をカバーする教育や訓練について学びます。

工学と建築：工学部では、建築、機械工学、環境プロセス工学、
産業工学と経営工学、鉱業工学と鉱物処理、土木工学、地球科
学、化学の分野を学ぶことができます。国内外の企業や研究機
関、公共機関と密に連携して教育と研究を行っています。

人文科学：歴史学、言葉や言語学、文化研究や文学など、人文科
学の功績に関わる全ての学問分野の教育と研究を行っています。

情報通信技術：物理層とネットワーク層における、無線通信技術
に関する最先端の知識を習得できます。この学科では、例えば将
来の5GネットワークやIoTデバイス、エネルギー効率を考慮したス
マートワイヤレスセンサーの応用など、無線通信技術が可能にす
るソリューションを設計、実装する機会を提供しています。

医学と健康：医学や歯学、健康科学、健康管理学分野の教育や、
健康科学と医用生体工学分野での教員養成を行っています。

対象：教員、教育行政またはその他の専門家

オウル大学は、教育やIT、バイオサイエンス、健康、文
化、環境など、様々な分野で成果をあげています。変わり
ゆく生活環境に生きる人々や文化について、また私達の
生活や環境の改善に役立つ新たな技術について、研究と
教育を行っています。

大学の全ての学部・学科が、世界各国が参加する国際的
な教育協力に携わっています。また20の国際学位プログ
ラムでは、学位または単位（ECTS）を取得することがで
きます。

問い合わせ：
Mr. Esa Niemi（エサ・ニエミ）
esa.niemi@oulu.fi  
+358 29 448 3206

オウル大学

mailto:esa.niemi@oulu.fi


21

OULU UNIVERSITY TEACHER TRAINING SCHOOL 

GLOBAL EDUCATION SERVICES
国際的な教育サービス
専門性を高める為の現職教員向け研修コース

オウル大学教員養成学校の歴史は、オウルに初めて学校が創設さ
れた1609年まで遡ります。今日のオウル大学教員養成学校は、人生の
多様性や平等性、共同体意識が大変重要であると考えています。
安全で将来を見据えた本校は、生徒達が幅広いスキルを身につ
け、責任ある社会の一員になれるよう、多様な成長と発展を目指
す教育をしています。

ユネスコスクールでもある本校は、地球市民の育成や持続可能な
開発の促進など、グローバルな課題に取り組む学校の国際的な
ネットワークに所属しています。

私達のミッションは、
• 現職教員へのハイレベルな研修を世界中に提供すること
• 研究に基づく教員研修を開発し実施すること
• 学級担任（小学校）と教科担任（中学校・高校）の両方に指導研修を行うこと
• 高い品質の基礎教育(1～9年生)と後期中等教育(10～12年生)を提供すること

下記にいくつかの現職者向け研修コースの例を紹介します。興味
あるトピックがあれば、お問い合わせ下さい。

また、ご希望に合わせてオーダーメイドでコース内容を作成するこ
ともできます。

対象：公立・私立セクターの教育関係者、教員養成プログラムや教員志
望学生の指導プログラムを開発したい教員養成機関や大学、新しい知識
や手法を学び指導の質を高めたい教員や校長（小学校～高校レベル）、
指導経験のある教育専門家
参加人数：1～30人
言語：英語、フィンランド語
参加証明書や修了証の発行：研修終了後にオウル大学よりコース修了証
が発行されます
所要時間：1日～1週間
指導方法：フィンランドのハイレベルな教育専門家が、個人学習と協同学
習を含む、講義、ワークショップ、演習を行います。

多岐にわたる教育学的手法を体験し、学んだことをその後のご自身の実
践の場で活用することができます。

＜研修コース例＞
• フィンランド人の先生に付き添い、ジョブシャドウイングを通して学ぶ為の学校訪問
• 教員養成の指導者や教員とのディスカッション
• 様々な学習環境の体験

参加人数：1～30人
言語：英語、フィンランド語、通訳サービスの手配可能
参加証明書や修了証の発行：研修終了後にオウル大学よりコース修了
証が発行されます
所要時間：1日～10日
時期：8月から5月まで

オウル大学教員養成学校は、未来の教員の育成と現教
員のトレーニングを行っています。研究に基づく教員養
成教育の開発と実践、また世界中の教員や教育者へ高
いレベルの研修を提供することを目指しています。海外
の教育専門家に向けたイベントやカンファレンスも毎年
企画・開催しています。研究に基づき設計された研修
コースや学校見学、ワークショップを通して、フィンラン
ドの専門家と共に学ぶことができます。さらに、本校だ
けでなくその他の場所でも、ご希望に合わせてコースを
作成します。

問い合わせ：
Dr. Raimo Salo（ライモ・サロ ）
t ts@oulu.fi / ra imo.sa lo@oulu.fi 
+358 50 51 671 79
www.oulu.fi/t ts

MANAGEMENT AND LEADERSHIP COURSES IN EDUCATION
教育におけるリーダーシップとマネジメントを学ぶコース1.

このオンラインプログラムは、フィンランドのトップレベルの教育
専門家達がデザインしています。プログラムの内容は、世界に誇る
フィンランドの教育システムがベースとなっており、十分に訓練を
受けた経験豊かな国内外からの専門家が指導をします。

このプログラムを通して、現代の教育に必要なリーダーシップとマ
ネジメントについて、重要なトピックを的確に理解することができ
ます。また自らの専門的な能力を開発することで、競争の激しい労
働市場の中でも必要とされる人材になれるでしょう。

1. 

1. 

1. 

オウル大学教員養成学校 

「21世紀のリーダーシップとマネジメント」のテーマには、研
究に基づくリーダーシップとマネジメントの基礎、組織の中で
のリーダーシップとマネジメント、教育学的なリーダーシップ、
リーダーシップの中の哲学と倫理、ポジティブ・リーダーシッ
プの効果、といったコースが含まれます。

「教育における良いリーダーシップ」のテーマには、成功する
リーダーの為のツール、品質管理、開発と変革を通したマネジ
メントのコースが含まれます。

「教育における経営管理」のテーマでは、21世紀型教育とカリ
キュラム設計・施行、ウェルビーイング、資質や能力、インク
ルーシブな仕事文化のコースが含まれます。これらのコースを
通して、リーダーシップとマネジメントが抱える重要な課題を深
く掘り下げていきます。

mailto:tts@oulu.fi
mailto:raimo.salo@oulu.fi
https://tts.oulu.fi


22

 

 

 

 

CURRICULUM REFORM AND IMPLEMENTATION
カリキュラムの改定と施行2.

フィンランドの国家カリキュラムは世界中から注目を集めていま
す。このコースでは、テーマ別学習や横断的なスキルなどの21世紀
型教育の理論に基づく、フィンランド国家カリキュラムの基本要素
について知ることができます。カリキュラムの理論をどのように現
場で活かすことができるのかを学びましょう。

トピック1：教育システムにおけるカリキュラムの役割
トピック2：評価方法
トピック3：学習と登校のサポート
トピック4：教科の目標と内容

INTRODUCTION TO THE FINNISH EDUCATION SYSTEM AND JOB SHADOWING
フィンランドの教育システムの紹介とジョブシャドウイング3.

フィンランドの教育システムで最も重要なことは何でしょう。この
コースでは、フィンランド教育を構成する様々な要素の基礎や、そ
の成功を支える教育学の秘訣、例えば教員養成の重要性や生涯
学習などについて学ぶことができます。実際の授業に参加して、
ジョブシャドウイングを行うことも可能です。フィンランド人の先生
と一緒に、授業計画を立て、実施し、振り返るという一連の流れ
を

トピック1：教育システムの構造 - フィンランド教育の主要要素
トピック2：社会における教員の役割と倫理的責任
トピック3：学習教材と学習環境
トピック4：教育学の教室での実践 - ジョブシャドウイング

ASSESSMENT FOR LEARNING
学習の評価6.

評価について考えたことはありますか？学びをサポートする上での
評価の役割は何でしょう？

形成的評価と総括的評価の違いはすでにご存知かもしれません
が、学習を促すツールとしての評価の活用に注目したことはありま
すか？このコースでは、フィンランドの国家カリキュラムが重点を
置く様々な評価形態や、科目毎の生徒への学習支援における評価
活用方法を学ぶことができます。私達のカリキュラムが提唱する
評価指針と実践は、教育学や学習科学分野での最近の研究結果
に基づいています。従来の教師主体の評価方法に加えて、いつ、ど
のように、なぜ異なる評価手法を使うのかに注目しています。例え
ば、学習プロセスをサポートする為には、どのように自己評価や他
己評価を実践的に取り入れるのか、などを考えています。

トピック1：評価の共通指針
トピック2：評価の機能
トピック3：診断的評価、形成的評価、総括的評価
トピック4：実践的な評価手法

STUDENT WELL-BEING AND POSITIVE EDUCATION 
生徒のウェルビーイングとポジティブ教育7.

このコースでは、ポジティブ心理学の枠組みに関する基本原則を
学ぶことができます。また生徒のウェルビーイング（心身共に健康
で幸福である状態）や喜び、学校での学びを促進する為の具体的
なツールを伝授します。職場での自らのウェルビーイング向上の為
に、このポジティブ心理学のテクニックを活用することもおすすめ
です。

トピック1：ポジティブ教育
トピック2：教育における愛情とポジティブなクラスの雰囲気
トピック3：それぞれの生徒の長所 

DEVELOPMENT OF STUDENT TEACHER MENTORING
教員志望学生の成長支援5.

教員志望学生の教育実習期間における、オウル大学教員養成学
校が行っている指導について学ぶことができます。教室での実習
中にはどのように学生を指導しているのでしょうか。また指導する
上で基盤となる理論にはどんなものがあるのでしょうか。フィンラ
ンドの教員養成システムの指針について知り、実際に使用されて
いるガイドブックや評価表を見ることができます。

トピック1：理論から実践へ
トピック2：教育学的成長、教師かつ学習者としての自分
トピック3：教員志望学生の指導における責任と義務
トピック4：教員志望学生の実習をサポートするツールとしての評価

CONTEMPORARY TEACHING TECHNIQUES: CO-TEACHING
現代の指導テクニック：共同指導4.

このコースでは、共同指導の重要な概念や理論について学ぶこと
ができます。コース終了後には、フィンランドの学校で広く実践さ
れているこのテクニックについて深く理解しているでしょう。共同
指導とは何かを知ること、その多様な側面について議論すること、
起こりうる課題や解決方法を探求すること、そして実践の為の計
画を作成することを目指します。

トピック1：学校文化や教員の仕事にみられる変化
トピック2：共同指導のモデル、実践例
トピック3：共同指導の利点
トピック4：理論から実践へ ‒ 共同指導の体験の共有

体験できます。
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SUPPORTING ALL LEARNERS
全ての学習者へのサポート9.

全ての子供達が、それぞれの科目でその子の資質や能力に合わせ
た教育を受ける権利があります。個人の学習の度合いや指導方法
にも違いが生まれるのは当然です。学習者のニーズに合わせた教
育には、教員の生徒一人ひとりへの深い理解と、それぞれに合わ
せたサポートが必要不可欠です。このコースでは、国家カリキュラ
ムが提唱している指針と、全学習者への平等な教育機会を保障す
る為の体系的なアプローチを紹介します。そして本校の教員がこ
れまで成果を上げてきたサポート体制の実践例をお見せします。
このコースの終了後には、参加者は学んだ内容を自らの職場環境
に合わせて取り込むことができるでしょう。

トピック1：3段階サポートシステム
トピック2：様々な専門性の融合
トピック3：児童・生徒を中心としたアプローチ
トピック4：教室での学習サポートの実践

OUTDOOR EDUCATION
野外教育10.

このコースは、その名前にちなんで授業の一部を教室の外で行います。参加
者は教室で理論的な背景について学んだら、ワークショップに参加し、最後
は一緒にコースの振り返りをします。野外教育がなぜ生徒の学習プロセスを
サポートするのに役立つかがわかるでしょう。コース終了後には、学んだこと
を活かしてご自身の生徒と共にアクティビティを実施できるようになります。

トピック1：理論的オリエンテーション
トピック2：外に出よう！活動的で体験型の野外教育
トピック3：野外教育の利点
トピック4：野外活動の計画

TRANSLANGUAGING – SUPPORTING STUDENTS TO
 LEARN NEW CONCEPTS IN EVERY SCHOOL SUBJECT　
トランスランゲージング ‒ 
全ての教科の新しい概念を学ぶ為のサポート

8.

世界が急速に変化する中、教員が指導する際に使う言語とは、異
なる言語を使う生徒を教える機会がこれまで以上に増えてきまし
た。これは学習の上では課題となります。全ての教員には、このよ
うな生徒が全科目で新しい概念を正しく理解できるように指導す
る能力が必要不可欠です。このコースでは、それぞれの学習者の
ニーズに合わせた、実践的な指導方法を学ぶことができます。実
際の指導現場での実用例を振り返ることで、参加者が自分の職場
環境に合わせて内容を修正できるようにします。また生徒の学習
プロセスをサポートする、フィンランドの教育指針や実践法もお見
せします。

トピック1：生徒を知ること
トピック2：生徒の言語スキル開発
トピック3：スキルを学ぶための学習開発例
トピック4：多様な評価手法
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LUOVI VOCATIONAL COLLEGE

プログラム１
ルオヴィの教育施設見学、
特別支援職業教育訓練に関するプログラム
フィンランドで実践されている特別支援職業教育訓練や学習環
境、個々のラーニングパス、学習者のサポートについて学ぶことが
できます。

ルオヴィグローバルエデュケーション（Luovi Global Education）
では、フィンランドの特別支援職業教育訓練と実践を学べる学校
訪問を提供しています。サービスの内容は、訪問希望者と相談しな
がら一緒に作成していきます。様々なトピックを学べ、プログラム
の一環として職場体験をすることも可能です。

• 特別支援の定義
• ルオヴィ式学習と指導法
• 学習環境
• 職場体験を通した学び
• 個々のラーニングパス
• 評価方法
• 生徒のサポート
• 雇用のサポート

対象：大人もしくは教育分野の専門家
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：1月～6月、8月～12月の月曜から金曜
所要時間：3時間～5日
場所：オウル、ムホス（オウルから車で40分）

参加証明書や修了証の発行：有

ルオヴィ職業訓練学校は、特別支援が必要な学生の為
のフィンランド最大の職業教育訓練機関です。国内の
23の地域で運営され、初期職業教育訓練課程と就業後
の継続職業教育訓練課程に190 0人の生徒が在籍して
います。16種の職業資格を認定し、職業教育を学ぶ為
の予行訓練ヴァルマ（VALMA）と、就業し自立した生活
を送る為の予行訓練テルマ（TELMA）の2つのトレーニ
ングを実施しています。また教育機関や特別支援が必
要な生徒と関わる教員や職員の方へ、相談、アドバイ
ス、コンサルタント、多様な研修コースなど、特別支援
教育に関するサービスを提供しています。サービスの内
容は、サービスを必要とする方と相談しながら一緒に作
成していきます。実施期間も1日の研修から長期的なコ
ンサルタントまで調整できます。

問い合わせ：
Ms. Mari Kontturi（マリ・コンットゥリ）
mari .kont tur i@Luovi .fi  
+358 40 3193 264

ルオヴィ職業訓練学校

mailto:mari.kontturi@Luovi.fi
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3 EDUCATIONAL CONTENT PROVIDERS
  教育コンテンツ提供企業
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CODE SCHOOL FINLAND

BECOME A GAME MAKE
ゲームメーカーになろう
コーディングをして自分だけのゲームを作ろう
コーディングとゲーム実装の基本、ゲームデザインの理論や要素
を紹介します。参加者はそれぞれコンピュータゲームを設計・開発
します。このプログラムの目玉は、地元のゲーム会社で働く本物の
ゲーム制作者へのインタビューです。

対象：初心者向け
対象年齢：9歳以上
参加人数：最小10人
言語：英語
通訳：無
時期：要相談
所要時間：2日間（それぞれ9時から17時まで）
場所：コードスクールフィンランドのオフィスまたはその他の施設
オウルからの距離・所要時間：ワークショップの開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

LET’S CODE!
コーディングに挑戦！
年齢に応じたプログラミング環境で、コーディングの原理を学び
練習してみよう。
コーディング導入編（初心者向け）の楽しい半日ワークショップです。

対象：初心者向け（経験不要）
対象年齢：7歳から15歳
参加人数：最小10人
言語：英語
通訳：無
時期：要相談
所要時間：3時間（半日）
場所：コードスクールフィンランドのオフィスまたはその他の施設
オウルからの距離・所要時間：ワークショップの開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

HELLO ROBOT
こんにちはロボット
プログラミングの基礎やセンサーの作動、自動化とロボット工学
の原理について学びます。

対象：初心者向け
対象年齢：7歳から15歳
参加人数：最小10人
言語：英語
通訳：無
時期：要相談
所要時間：2日間（それぞれ9時から17時まで）
場所：コードスクールフィンランドのオフィスまたはその他の施設
オウルからの距離・所要時間：ワークショップの開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

コードスクールフィンランドのミッションは、高い品質の
デジタルラーニングを提供し、世界中の子供達が未来
に必要なスキルを学べるようサポートすることです。
私達が使う教材は、フィンランドの教員やカリキュラム
開発機関と共同開発し、国内の学校でテストをしています。

この教材は、フィンランド国家カリキュラムが提唱する
初等教育段階の目標に準拠しているとして、フィンラン
ド国家教育委員会より認定されています。また教育学的
な品質を保証するココア スタンダード（Kokoa Stand-
ard）の認定も受けています。

問い合わせ：
Ms. Kaisu Pallaskallio （カイス・パッラスカッリオ）
info@codeschoolfinland.fi 
+358 40 719 6856

コードスクールフィンランド

mailto:info@codeschoolfinland.fi
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NORTHERN LIGHTS WORKSHOP
ノーザンライツワークショップ
このワークショップでは北欧の魔法を体験してもらいます。オウル
大学のファブラボ（Fab Lab）が提供する最先端の技術を使って、
オーロラの光を生み出します。プログラミングとデジタルファブリ
ケーションが融合したユニークな体験を通して、生徒達は将来の
キャリア開発に役立つスキルを身に付けることができるでしょう。
またフィンランドの学校システムに関する説明を受けることで、世
界観が広がり、将来のグローバル人材として意識するきっかけにも
なります。

このワークショップでは、プログラムを組み込めるLEDライトを使
ってオーロラの光を作ります。さらにオウルのICT教育の紹介やオ
ウル大学のキャンパスツアーも同時に体験できます。

対象：初心者から上級者レベルまでの学生（経験不要）
対象年齢：13歳以上
参加人数：最大20人
言語：英語
通訳：無
時期：ワークショップは年間を通して実施（4月15日から5月1日を除く）、
2か月前までに事前予約が必要
所要時間：3時間コースまたは5時間コース
場所：ブーッティのオフィスまたはオウル大学内のファブラボ
オウルからの距離・所要時間：オウル中心地から15分
参加証明書や修了証の発行：有

ブーッティエデュケーションは、多くの人へプログラミン
グの楽しさを伝えたいと考えています。弊社は4人の熱
意ある創始者から始まり、今では30人規模のITコンサル
ティング、ICT学習・研修提供事業者へと急成長しまし
た。これまで130 0人もの児童・生徒や失業中の方のプ
ログラミングスキル発達をサポートしてきました。コー
ディング教室Koodikärpätで一行目のコードを書くとこ
ろからITコンサルタントになれるほどのレベルまで、新
たな開発者を育てるための定期的なトレーニングを
行っています。

問い合わせ：
Mr. Jani Lehtovir ta （ヤニ・レヘトヴィルタ）
jan i . lehtov ir ta@buut t iedu.com 
+358 40 7709 690
www.buut t iedu.com

BUUTTI EDUCATION

ブーッティエデュケーション

mailto:jani.lehtovirta@buuttiedu.com
https://buuttiedu.com/kotisivu/
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EDUCATIONAL VISIT PROGRAMME
教育視察プログラム
ルスコ廃棄物処理センター　埋立処分率わずか0.6％

キエルトカーリ社の簡単な説明と、主な仕事内容や責任、企業の
成長を支えるビジネスプロセスについて学びます。オウル市の組
織の一部としての役割や従業員、売上高なども知ることができま
す。このプログラムには、ルスコ廃棄物処理センターに関するプレ
ゼンテーションや施設の見学ツアー、様々な廃棄物の処理方法（
循環経済型の試験事業やバイオガスエコシステムなど）、顧客セ
グメントやサービス概要などの内容が含まれます。またプログラム
に含まれていないその他の施設への訪問も追加できます。

対象：サステナビリティに関心のある方や廃棄物処理について知りたい
方。学生向けの教育視察として、また専門家向けの産業視察としてもご
利用できます。
参加人数：10人～40人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで（夏季休暇シーズン6月、7月の実施は別途お問合
せください）
所要時間：2時間半

ルスコ廃棄物処理センターの見学ツアーで
廃棄物処理施設について知ろう
このプログラムでは、この地域の概要と廃棄物の種類、エネルギ
ー変換される廃棄物、地域別の廃棄物処理に関するガイドライン
について学ぶことができます。

以下のテーマが含まれます：

• 廃棄物計量
• 廃棄物処理にかかる費用と税金（計量、価格決定者、付加価値税、
廃棄物税に基づく）

• 有害廃棄物の受け入れ、収集、保管と前処理
• 再利用可能な電気電子機器廃棄物の受け入れ
• 油汚染土壌の堆肥化
• 油汚染水と廃油の受け入れと前処理
• 液体廃棄物処理プラントの処理過程（水と固体物の分離）
• 分別されていない混合廃棄物および建設廃材の受け入れ（分別

施設オウルエネルギア社への短時間訪問）
• 特別廃棄物の受け入れ（特定の動物の死骸など）
• バイオガスの生成過程と販売
• 循環型経済に基づく拡張計画、現在そして未来
• 環境保護

対象：サステナビリティに関心のある方や廃棄物処理について知りたい
方。学生向けの教育視察として、また専門家向けの産業視察としてもご
利用できます。
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで（夏季休暇シーズン6月、7月の実施は別途お問合
せください）
所要時間：2時間～2時間半

フィンランドの高等教育でのアントレプレナーシップ教育の実践・
指導法に関する紹介と、オウル応用科学大学の見学：

• オウル応用科学大学（OAMK）の戦略的開発領域であるアントレプレナーシップ
• オウルイノベーションアライアンス(Oulu Innovation All iance)
  の効率良いビジネス化エコシステム
• アントレプレナーシップハブ 
• デモラ（Demola） - 学生が企業と共に現実の課題を解決するプロジェクト 
• テルワアカデミー （Terwa Academy）：起業の実践

対象：高等教育機関または産業専門家

廃棄物処理業者は近年、資材のリサイクルや廃棄物の 
エネルギー利用への投資をますます増やしており、循環
型経済の理念に沿ったクリーンテックソリューションの
開発や協働を積極的に行っています。
そのような投資効果もあり、オウル市では廃棄物量を
ゼロに近づけることができました。2018年に、地元ルス
コのごみ処理場が収集した町の廃棄物埋め立てを、１％
以下に抑えることができたのです。
ルスコ廃棄物処理センターを運営するキエルトカーリ社
は廃棄物処理サービス提供企業で、9つの自治体の自
治体責任のもとにおよそ28万人が居住する地域を管理
しています。キエルトカーリ社はこれまで、様々な廃棄
物処理施設の委託やパートナーシップを締結し、新た
な廃棄物エネルギー市場（例：バイオガスのガソリンス
タンド）を開拓してきました。最近では、将来の循環型
経済の試験プロジェクトに向けて廃棄物処理のエリア
を拡大しました。
資源効率を考慮した運営を行い、環境と市民の安全と
健康を守っています。そして何よりも、当社では税金を
活用することなく財政的に良好な業績を上げています。

問い合わせ：
Mr. Heikki Ojaniemi / Solved（ヘイッキ・オヤニエミ / ソルヴド社）
heikk i .ojaniemi@solved.fi
+358 40 571 0854
www.so l ved .fi

ZERO WASTE CITY / KIERTOKAARI AND SOLVED

ゼロ・ウェイスト・シティ/キエルトカーリ社とソルヴド社

mailto:heikki.ojaniemi@solved.fi
mailto:markku.illikainen@kiertokaari.fi
https://kiertokaari.fi/in-english/
https://www.solved.fi/
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TWO DAY EDUCATIONAL PACKAGE ABOUT ZERO WASTE CITY
ゼロ・ウェイスト・シティを知る2日間の教育プログラム
このプログラムでは、フィンランドとオウル地域の廃棄物処理に
ついてより深く学ぶことができます。希望に合わせて、様々な講
義やテーマを含む2日間のプログラムを作成することができま
す。講義のテーマには、法律に関することや異なる廃棄物処理の
方法、有害廃棄物の受け入れ、再利用可能な電気電子機器廃棄
物などがあります。

プログラム例

1日目
9時 - 12時
フィンランドの廃棄物処理について：オウル市キエルトカーリ社のケース
• フィンランドの立法・法律と政令について
• 原則と責任（生産者の責任：紙、包装ごみ、電気および電子機器、
   車両タイヤ、自動車用蓄電池、バッテリー、対候性処理された木材）
• 必要な許可・承認
• 様々な事業者とその役割
• キエルトカーリ社のケース
• 地域の自治体
• 現事業者とビジネス展開
• 地域別の廃棄物処理ガイドライン
• エコポイント（リサイクルごみステーション）とリサイクルセンターのネットワーク
• 廃棄物収集システム
• 主な実績：都市の埋立処分率わずか0.6％

廃棄物処理センターでの見学ツアーで廃棄物処理施設について知ろう
• 地域に関する基本プレゼンテーション
• 廃棄物計量
• 廃棄物の種類とエネルギー変換される廃棄物、地域別の廃棄物
  処理に関するガイドライン
• 廃棄物処理にかかる費用および税金（計量、価格決定者、付加
  価値税、廃棄物税に基づく）
• 有害廃棄物の受け入れ、収集、保管と前処理
• 再利用可能な電気電子機器廃棄物の受け入れ
• 油汚染土壌の堆肥化
• 油汚染水と廃油の受け入れと前処理
• 液体廃棄物処理プラント（水と固体物の分離）
• 分別されていない混合廃棄物および建設廃材の受け入れ（分別
  施設オウルエネルギア社への短時間訪問）
• 特別廃棄物の受け入れ（特定の動物の死骸など）
• バイオガスの生成過程と販売
• 循環型経済に基づく拡張計画、現在そしてこれからの未来
• 環境保護

12時 - 15時
バイオガスエコシステム
• バイオガスの基本知識
• バイオガス資源：バイオ廃棄物・汚泥の処理施設と埋立地
 （ガスム社 / Gasum Ltd）
• 動機：環境保護（法律）とエネルギー生産
• ガスム社のバイオガスプラント（ガスム社：バイオ廃棄物処理
   の外部委託先）
• 埋立地からのバイオガス回収（ガス捕集管、井戸、ポンプ場）

• ガス回収センター（カースアセマ / kaasuasema）
• ガスの浄化（二酸化炭素の除去）
• 車両の燃料補給所
• バイオガスの産業利用（洗濯に活用）
• ルスコ廃棄物処理センター全体の電力を生産しているマイクロ
  タービン発電プラント
• ルスコ廃棄物処理センターの暖房への余熱活用
• 現在そして未来へのバイオガスの可能性（スウェーデンなど他国
  と比較したオウル地域やフィンランド全域の状況）
• 施設訪問：バイオガスプラント、マイクロタービン発電プラント、
ガス回収センター、ガスポンプ場、燃料補給所

2日目
9時 - 11時
エクスカーション（視察）：オウル地域での施設訪問、ラーニラ
エコ発電所
• ラーニラエコ発電所
• 可燃性廃棄物の処理はエオウルエネルギア社へ外部委託
• ラーニラエコ発電所：年間150,000トンの廃棄物を活用（廃棄物
  の半分はオウル地域から）
• 廃棄物の半分は各家庭にて分別
• 発電所での廃棄物の前処理は不要
• 発生した蒸気を近隣の発電所で電気や地域暖房などのエネルギー
  として活用
• 焼却による廃棄物の環境負荷抑制や、ルスコ廃棄物処理センター
資源の他用途活用

12時 - 16時
エクスカーション（視察）：オウル地域での施設訪問
• エンコレ環境サービス社（Encore Ympäristöpalvelut Ltd）（紙）
• クーサコスキ社（Kuusakoski Ltd）または ステナ・リサイクル社
 （Stena Recyc l ing Ltd）（金属、車両タイヤ）
• ルスコトゥントゥリ（Ruskotuntur i）（埋立終了地をレクレー
  ションセンターやスキー場として再利用）
• ルスコ廃棄物処理センター
• オウルエネルギア社（Oulun Energia Ltd）：廃棄物分別施設ラレ（Lare）
• ガスム社（Ga s um  L t d）：バイオ廃棄物と汚泥処理の為の
  嫌気性消化プラント
• プログラムのハイライトと参加者からのフィードバック
• 修了証授与

対象：サステナビリティに関心があり、廃棄物処理について知りたい専門
家の方
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで（夏季休暇シーズン6月、7月の実施は別途お問合
せください）
所要時間：4時間～2日間
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COMIC BOOK WORKSHOP
コミックブックワークショップ
アイデアカードを使って一緒に漫画を作ろう
子供の為の漫画ワークショップでは、参加する子供達がそれぞ
れオリジナルの漫画を作ります。教えてくれるのはプロの漫画家
達です。

対象：修学旅行やスクールキャンプ
対象年齢：8歳以上
参加人数：6～15人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：毎週水曜日18時
所要時間：1時間半
場所：カルチャーセンターヴァルヴェ
オウルからの距離・所要時間：オウル中心地に所在
参加証明書や修了証の発行：無

オウルコミックセンターには、毎日見たり、読んだり、借
りたり、買ったり、描いたりできる多くの「コマ」（サービ
ス）があります。北フィンランド最大のオウルコミックセ
ンターは、コミックカルチャーの世界において、活気溢
れる刺激的な出会いの場となっています。

問い合わせ：
Mr. Vel i-Matt i  Ural （ヴェリマッティ・ウラル）
vel i-mat t i@oulucomics .com  
+358 50 465 0916
www.oulucomics .com/en_US/

mailto:veli-matti@oulucomics.com
http://www.oulucomics.com/en_US/
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FAB LAB OULU

ファブラボオウル

TECHNICAL VISIT AT FAB LAB
ファブラボでの視察 
ファブラボって何？
ファブラボはデジタルファブリケーションを体験できる小さな作
業場です。工業用グレードの設備や電子機材がいつでも利用で
き、オープンソースソフトウェアを使って作品を作ることができ
ます。

ファブラボには2Dや3D構造の物体を作るレーザーカッター、ア
ンテナやフレキシブル基盤を作る為の銅箔を切るビニールカッ
ター、回路基板や精密部品を作る高精度のNCフライス盤、家具
や家を作る際にも使用される大型ウッドルーターが装備されて
います。また電子部品一式やプログラミングツールも利用可能
で、低コストかつ高速のマイクロコントローラを使って電子回路
をその場でラピッドプロトタイピングできます。

ファブラボオウル
ファブラボオウルは、米国MIT（マサチューセッツ工科大学）が
推奨するオープンイノベーションコンセプトに準拠した、デジタ
ルマニュファクチャリングの小さな作業場です。ここではオリジ
ナルの作品やハードウェアをゼロからデザインすることができま
す。ファブラボオウルはオウル大学構内にあります。

ファブラボオウルは、フィンランド国内で2番目に開設されまし
た。世界共通であるファブラボのコンセプトに基づき、様々な
ツールや設備、ソフトウェア、実践の機会を提供しています。ここ
では3台の3Dプリンター、レーザーカッター、ビニールカッター、
高精度なフライス盤、電子ワークベンチ、オープンソースのデザ
インソフトウェアが利用可能で、自分でプロトタイプを作成した
り、研究や教育プロジェクトに活用できる場です。多種多様な機
械は誰でも簡単に使うことができ、様々な作業工程、コード、機
能を体験しながら、あなたのアイデアを形に変えることができる
でしょう。さらに、デジタルモデリングやファブリケーションに関
するイベントやワークショップ、プロジェクト、トレーニングも提
供しています。

ファブラボの使い方
1. ファブラボオウルのスケジューラーに登録します(fablab.virtues.fi/fablab/)
2 . 実際に訪問しどんな機械や機能があるか調べてみましょう
3. 作りたいものをデザインします
4. 所要時間の概算をスタッフに聞きましょう
5. ファブラボスケジューラーで必要な機械の使用時間を予約します
6. 材料は自分で持ち込みましょう
7. 自分の手で作品を作ります(予約時間内に終わらせるようにしましょう)
8. 使用中に離れてはいけない機械もあるので注意しましょう
9. 余った材料は持ち帰るかファブラボに寄付してください（ファブ

ラボを利用者個人の材料保管場所として使用しないでください）
10. 機械の使用は無料です
11. 小さいサイズであればファブラボ内の余った材料を使うこと

ができます（直接来て確かめてください）
12. 機械の使用やデザインで困ったことがあればスタッフがお手

 伝いします

施設について
ファブラボオウルでは自分でプロトタイプを作成したり、様々な
研究や教育プロジェクトに機材を活用することができます。
多種多様な機械は誰でも簡単に使うことができ、様々な作業工
程、コード、機能を体験しながら、あなたのアイデアを形に変え
ることができるでしょう。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：最大20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：要相談（夏季休暇および祝日を除く）
所要時間：2時間
場所：Erkki Koiso-Kant t i lan katu 3 , 90570 Oulu  
オウルからの距離・所要時間：オウル中心地から約15分
参加証明書や修了証の発行：無

ファブラボオウルは、米国MIT（マサチューセッツ工科
大学）が推奨するオープンイノベーションコンセプトに
準拠した、デジタルマニュファクチャリングの小さな作
業場です。ここではオリジナルの作品やハードウェアを
ゼロからデザインすることができます。ファブラボオウ
ルはオウル大学構内にあります。

問い合わせ：
Mr. Jani Yl ioja（ヤニ・ウリオヤ）
fab lab@oulu.fi  
+358 50 575 4293
www.oulu.fi/fablab/

mailto:fablab@oulu.fi
https://www.oulu.fi/fablab/
http://pan0136.panoulu.net/fablab/
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FINPEDA LTD. 

フィンペダ社

FINNISH EDUCATION STUDY TOUR (FEST)
フィンランド教育に関するスタディツアー（FEST） 
フィンランドの教育システムを学び文化を感じよう！
フィンランド教育に関するスタディツアー（FEST）では、学校・
教育機関や企業への訪問、専門家（校長、教員、ステークホル
ダー、研究者、学生）との対話、希望のトピックやテーマに合わ
せた講義と文化体験を合わせた高品質のプログラムを提供して
います。
ほとんどの場合、プログラムはオーダーメイドで作成しています
が、個人で来られる方や他の国の参加者と交流したい方へ向け
た一般のスタディツアーも実施しています（実施日はウェブサイ
トからご確認ください）。訪問先の学校はどこも革新的な取り組
みや教育学、優れた建築やテクノロジーの導入などの特色があ
り、それぞれの団体に合わせて慎重に選定しています。
通常は平日5日間のプログラムですが、期間を長めに調整するこ
とも可能です。基本のプログラムでは、最初の4日間はオウルで
毎日異なる学校を訪問し、最終日はプダスヤルヴィとロヴァニエ
ミへの日帰りバスツアーとなっています。スタディツアーの最後
には、サンタクロースとの対面とトナカイ牧場へ訪問します。最
終日には参加証明書も発行されます。
フィンペダのガイドがスタディツアーの全日程に同行します。ガイ
ドは全て教育分野の専門家であり、参加者の皆さまの質問にお
答えし、補足情報を提供します。また何か問題があればお手伝い
し、皆さまがフィンランドでの滞在を心から楽しめるようサポー
トします。
プログラム料金には、全てのレベルの学校や教育機関への訪
問、専門家との会話、ツアーで使用する教材、オウルや北フィン
ランドでの移動、最終日の夕食と学校訪問時の昼食が含まれま
す。追加料金にてその他のプログラムをオプションで体験するこ
ともできます（例：フィンランド式サウナ体験、コイテリの急流や
ティエトマー科学センターへの訪問など）。

1日目（月曜日）
少なさゆえの豊かさ - フィンランドの教育システムの紹介
8:30  ホテルから訪問先の学校へ移動
9:00  スタディツアー開始
10:00 フィンランドの教育システムとその特徴の紹介
11:30  昼食
12:30 オウル地域の教育と新しい国家コアカリキュラム
14:00 フィンペダのプレゼンテーション：未来の学校のつくりかた
15:00 ホテルへ移動

2日目（火曜日）
全ての子供に平等な機会を ‒ 基礎教育を知る
8:30  ホテルから訪問先の学校へ移動
9:00  保育所または総合学校への訪問
11:30 昼食
12:30 総合学校への訪問
15:00 ホテルへ移動

3日目（水曜日）
人生の方向性を定める ‒ 普通高校と職業訓練学校の概要
8:30  ホテルから訪問先の学校へ移動
9:00  高校への訪問
11:30 昼食
13:00 職業訓練学校への訪問
15:00 ホテルへ移動
夜のオプションプログラム：フィンランド式サウナとスナック

4日目（木曜日）
フィンランドの先生は何でできている？ - 教員養成と大学の研究について
8:30  ホテルからオウル大学へ移動
9:00  フィンランドの教員養成と大学の研究に関する紹介
11:30 昼食
12:30 革新的なテクノロジーとスペースを誇る大学のキャンパスツアー
15:00 ホテルへ移動

5日目（金曜日）
北極圏への冒険 ‒ 世界最大のログハウス学校とサンタクロース村
8:00  オウルからプダスヤルヴィへ移動
9:30  プダスヤルヴィのログハウス学校へ訪問
11:30 プダスヤルヴィからロヴァニエミへ移動、途中昼食
14:00 サンタクロース村散策
16:30 トナカイ牧場への訪問とお別れの夕食
18:00-21:00 ロヴァニエミからオウルへ移動

対象：フィンランドの教育システムに興味がある方（教員、校長、意思決
定者、教育機関管理職、経営者など）
参加人数：5～30人
言語：英語、フィンランド語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：事前確認要（学校訪問は平日のみですが、その他のプログラムは
週末でも手配可能）
所要時間：5日間または長めのプログラムも手配可能
場所：オウル（プログラムは通常プダスヤルヴィとロヴァニエミへの日帰
りツアーを含みます）
参加証明書や修了証の発行：有

フィンペダは教育や学習分野に特化したフィンランドの
企業です。オウルとヘルシンキにて、フィンランド教育に
関するスタディツアー（FEST）を長年に渡り実施してき
ました。私達は、教育面に重点を置いた高い品質のス
タディツアーを、フィンランドの文化体験と合わせて提
供することを目指しています。私達が持つ学校や専門家
の広いネットワークを活用することで、それぞれの団体
に適した訪問先をご提案することができます。

問い合わせ：
Mr. Pasi Matt i la （パシ・マッティラ）
pasi .mat t i la@finpeda.fi / contact@finpeda.fi 
+358 50 5490 083
www.finpeda.fi

mailto:pasi.mattila@finpeda.fi
mailto:contact@finpeda.fi
http://www.finpeda.fi
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ROS COOPER

ロス・クーパー

TEACHING ENGLISH
英語教授法
英語力を伸ばし、教材作成や指導法の新しいアイデアを探求し
たい英語教師向けのワークショップです。

ワークショップのトピック例：
• 学習者主体のスピーキング・リスニング練習
• 発音とイントネーションの改善
• 本格的なリーディング・ライティング指導
• 言語学習者の自信と動機づけ
• 文法指導
• 言語スキルの評価
• 言語と文化の関係
• フィンランドのカリキュラムにおける英語教育

対象：教員、校長、教育機関管理職
参加人数：最大12人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：通年
所要時間：半日（3時間）から数日間（1日あたり6時間）
場所：オウル市内（様々な場所で実施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
持続可能な開発の為の教育
日々の指導や取り組み、学校の教育方針に、持続可能な開発の
為の教育（ESD）を取り入れている（または取り入れようとしてい
る）教員、校長、教育機関管理職の為のワークショップです。

ワークショップのトピック例：
• 持続可能な開発の教育へのアプローチ
• 持続可能な社会へのリーダーシップを育てる教育学
• 学習者への動機づけ
• 知識・能力・態度を育てる
• 国連「持続可能な開発の為の2030アジェンダ(持続可能な開発の為の目標)」
• 全教科へのESD導入
• 学校全体のイニシアチブ
• 地域格差と地域特性
• フィンランドのカリキュラムにおけるESD

対象：教員、校長、教育機関管理職
参加人数：最大12人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：通年
所要時間：半日（3時間）から数日間（1日あたり6時間）
場所：オウル市内（様々な場所で実施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

TRANSFORMING EDUCATION
教育改革
新たな教授法の導入やカリキュラム開発、学校や教室運営の改
善、ローカルコミュニティとの連携など、教育改革に取り組んで
いる教員、校長、学校の管理職の為のワークショップです。

ワークショップのトピック例：
• 改革者の為のツールとしてのアクションリサーチ
• 優先事項、障害、可能性の特定
• 行動計画と実行
• 評価方法
• ワークショップ後の実践とサポート
• ステークホルダーや関係者への伝達
• フィンランドにおける教育改革

対象：教員、校長、教育機関管理職
参加人数：最大12人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：通年
所要時間：半日（3時間）から数日間（1日あたり6時間）
場所：オウル市内（様々な場所で実施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

ロス・クーパーの専門性開発ワークショップは、学んだ
ことを実践に活かせるように、参加型・協同学習型のア
プローチでデザインされています。プログラム企画のス
ペシャリストが、期間や希望に合わせてワークショップ
を計画・進行します。ワークショップ終了時には参加証
明書を発行します。
専門性開発ワークショップのテーマには、英語教授法、
持続可能な開発の為の教育、教育改革があります。ワー
クショップは半日から数日まで調整可能で、1つまたは
複数のテーマで実施できます。要望に応じて、フィンラ
ンド教育の特徴に関するプレゼンテーションやディス
カッションも組み込むことができます。

問い合わせ：
Ms. Ros Cooper（ロス・クーパー）
ros@roscooper.com 
+358 40 535 1267
www.roscooper.com

mailto:ros@roscooper.com
https://www.roscooper.com
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4 EDUCATIONAL ACTIVITY PROVIDERS
  教育アクティビティ提供企業
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EXPERIENCE GENUINE FINNISH LIFESTYLE 
– GO ARCTIC HOMESTAY AND HOMEVISIT

本物のフィンランドの暮らしを体験
 ‒ ゴー・アークティックのホームステイとお宅訪問プログラム
フィンランド人の家庭への訪問または週末のホームステイをしま
す。短い時間の訪問ではフィンランド人の暮らしを垣間見ること
ができ、1泊または2泊の滞在でより深く体験することができます。

お宅訪問プログラムでは、ただ一緒にコーヒーを楽しむだけの、
短めの体験も可能です。フィンランド人のお宅を訪問する時は、
どんなに短い時間でもだいたいコーヒーやお茶を飲んで過ごし
ます。これはフィンランド人の暮らしの中での重要な文化でもあ
ります。何と言っても、フィンランド人一人当たりのコーヒー消費
量は世界一ですから！

その他にも、フィンランドの菓子パン「プッラ」やベリーパイを一
緒に焼く体験もできます。また家の中を案内してもらい、フィンラ
ンド人の暮らしについて会話を楽しむことができるでしょう。
ホームステイプログラムでは、1泊または2泊の滞在ができます。
週末の滞在がお勧めで、数あるプログラムの中でも一番フィンラ
ンド人の暮らしを体感できるでしょう。現地での暮らしを学ぶの
に、そこに住む家族と一緒に、家族の一員として生活を共にする
こと以上に、良い方法があるでしょうか。

それぞれの家庭は1人から4人まで受け入れ可能です。一人一台
シングルベッドが用意され、個室または同じグループ内の他のゲ
ストとの相部屋で過ごします。多種多様なお宅・家族のネットワ
ークがあり、滞在先は市内のアパートや田舎の農家であったり、
異なる年齢の子供がいる共働きの家族や退職した夫婦のお宅で
あったりと様々です。同じグループの中でもそれぞれが違うタイ
プの滞在先で過ごせば、体験談を共有することで、また違ったフ
ィンランド人の暮らしを知ることができるでしょう。

対象：スクールキャンプや修学旅行、大人や教育分野の専門家
対象年齢：年齢制限なし
参加人数：お宅訪問プログラムは最大80人（一つの家族につき5～10人
の小グループに分割）ホームステイプログラムは最大50人（一つの家族
につき2人滞在の場合）ご要望があれば、大きなグループへの対応やお
一人での宿泊も可能です
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語、中国語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、ス
ウェーデン語、フランス語、ハンガリー語の通訳を手配可能
時期：年間を通して実施
所要時間：お宅訪問プログラムは1～3時間、ホームステイプログラムは1
～2泊
場所：オウル市または近隣の町
オウルからの距離・所要時間：オウル中心地にある家から、中心地から
車で50分ほど離れたところにある家まで
参加証明書や修了証の発行：有

ゴー・アークティックは、オウル地域の旅行やアクティビ
ティなどのサービスを提供している、この地域と北の体
験のスペシャリストです。アークティック・エデュテック・
トラベルは、ゴー・アークティック社の商標として、オウ
ル地域の教育・産業視察やMICE関連のサービスを提
供しています。レジャーや教育コンテンツに最適な、幅
広いワークショップやアクティビティを揃えています。
ゴー・アークティックはオウル地域の観光公式ガイド予
約サービスも行っており、13の異なる言語でプロの観光
公式ガイドを派遣することができます。

レジャー旅行、スクールキャンプ、教育・産業視察など、
要望に合わせて旅行パッケージを提案致します。ゴー・
アークティックは、長きに渡りオウル地域で海外のお客
様へサービスを提供してきました。旅行プログラムを完
成させるのにレジャーアクティビティを追加したい場合
は、ガイド付き市内観光や季節の自然体験型アクティ
ビティなど、ゴー・アークティックの様々なプログラムを
是非ご利用ください。

何か特別な体験を希望であれば、北の氷海での浮遊体
験プログラムなどもお勧めです。運が良ければオーロラ
も見られるかもしれませんよ！
参加者の皆さんが充実した教育・産業視察と北の地な
らではの体験をできるように、地元のスペシャリストで
ある私達が最適なパッケージを作成するお手伝いをし
ます。

問い合わせ：
Ms. Kirsi Eskola （キルシ・エスコラ）
kirs i .esko la@goarct ic .fi 
+358 44 433 3151
www.goarct ic .fi/en, www.arct icedutech.com

GO ARCTIC / ARCTIC EDU-TECH TRAVEL

ゴー・アークティック / アークティック・エデュテック・トラベル

mailto:kirsi.eskola@goarctic.fi
https://www.goarctic.fi/en/
https://arcticedutech.com
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ARTS AND CRAFTS: HANDMADE HAPPINESS
アートと工作：ハンドメイドの喜び 
ゴー・アークティックのアート・工作ワークショップで、世界にたっ
た一つの自分だけのお土産を作りましょう！タイトショップオウル
（Taito Shop Oulu）と共同で企画しているワークショップや、
アップサイクルワークショップなどで体験することができます。

タイトショップオウルで、ガイドと一緒にフィンランドの伝統工芸を楽しみま
しょう。タイトショップはオウル駅近くにある歴史的な木造家屋にあり、伝統
的なスカンジナビアの生地を織るスタジオを見学することもできます。ここで
は世界に一つしかない、フィンランドならではの自分だけのお土産を作るこ
とができます。必要なのは心を開放し、手を動かすことだけ！自分の手で作
品を作る喜びを味わい、忘れられない思い出を持ち帰ることができます。
ワークショップの後には、タイトショップで販売している贈り物やお土産、イ
ンテリア用品、洋服、アクセサリー、地元を含むフィンランド人アーティスト
達の商品など、フィンランドで作られたユニークな品々を見て周りましょう。

ハンナのバラ / 所要時間1時間
紙ひもを使ってロマンティックなバラを手作りし、家やコートの襟元
をおしゃれに飾ってみませんか。紙ひもを縒ったり包んだりしなが
ら美しいバラの形にしていきます。このバラはかつてこの木造家屋
に住んでいたハンナという女性にちなんで名付けられました。時折、
彼女がまだここタイトショップに住んでいるように感じることも…

ボールネックレス / 所要時間1時間
木やフェルト、白樺の樹皮でできた「パール」を使って、自分だけ
のネックレスやブレスレットを作ります。フィンランドの素材を
使った、クラシックで愛らしいデザインです。

ヒンメリ：フィンランドの伝統的なストローモビール / 所要時間3時間
自分だけのオリジナルの「ヒンメリ」（フィンランドの伝統的なストローモビール）を
作りましょう。多くの人に愛されるヒンメリは、家に飾ることで幸運を招くと言われ
ています。このワークショップではガラスでできたストローを繋ぎ合わせて作ってい
きますが、立体的な構造をつくる中で数学的思考を楽しく養うことができます。手作
りのガラス製ヒンメリは、お部屋の中できらりと輝く素敵なインテリアになります。

白樺のカード / 所要時間1～1.5時間
転写技術を使って、旅の一番の思い出を木の板のカードにして持ち帰りま
しょう。フィンランドの白樺に写るお気に入りの写真は、素敵な旅の思い
出になること間違いなしです！（注意点：事前に写真をお送りください）

ゴー・アークティック・アップサイクルワークショップ / 所要時間2時間
今時の一言は「リサイクル」です！再生素材から何か使えるものを作り出すこと
で、新しいスキルを習得しながら、古くなったものに新たな命を吹き込んでいきま
す。このワークショップは誰でも参加でき、経験不要で、ストレス解消にも最適で
す。私達のプロのインストラクターが皆さんと楽しみながら一緒に作っていきま
す。ワークショップの開催地は、参加者のプログラムに合わせて調整可能です。

対象：スクールキャンプや修学旅行、大人や教育分野の専門家
対象年齢：年齢制限なし
参加人数：6～24人（これより小さい  /  大きいグループはご相談ください）
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語、中国語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、ス
ウェーデン語、フランス語、ハンガリー語の通訳を手配可能
時期：通年
所要時間：1～3時間
場所：タイトショップオウル（Rautat ienkatu 11b, Oulu）  または追加
料金にてご希望の場所で実施することも可能です。尚、アップサイクル
ワークショップは事前に取り決めた場所で行います。
オウルからの距離・所要時間：タイトショップはオウル中心地にあります。
参加証明書や修了証の発行：有
コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、昼食は追加料金が発生します。

NATURE SKILLS WORKSHOP IN KOITELI
コイテリでの自然スキルワークショップ
このワークショップではガイドの指導のもと、安全にアウトドア
スキルを学び実践することができます。
キーミンキ川のほとりコイテリで、仲間と共にアウトドアを楽し
み、素敵な一日を過ごしましょう。コイテリはサーミ語で「真ん
中」という意味の単語に由来しています。二つの急流のちょうど
真ん中にあるこの場で、楽しいアウトドアアクティビティを体験
しましょう。

辺りに広がる美しい自然や古代の木々が織りなす静けさの中で、
自分のコアと繋がる感覚を味わえるでしょう。このプログラムで
は、一日を通してアウトドアでのスキルを学び実際に試していき
ます。夏にはカヌー、冬にはそりやスノーシューに挑戦したり、焚
火の起こし方を学んだりします。また工作ワークショップや木彫
り体験、トゥンネルマトゥパ（Tunne lmatupa）の小屋でフィンラ
ンドの菓子パン「プッラ」を焼く体験もできます。フィンランドの
伝統的なスキルを習得できる、素晴らしい一日になるでしょう。

昼食は焚火の近くで食べます（追加オプション）。また夕方のプ
ログラムを予約された場合には、3種のコースディナーを楽しむ
ことができ、コースのメインは焚火で調理したサーモンです（追
加オプション）。

日中にトナカイのプログラムを追加することも可能です。北の動
物として知られるトナカイについて、地元のトナカイ牧場の飼育
民から話を聞くことができます。冬にはトナカイそりも体験でき
ます。

対象：スクールキャンプや修学旅行、大人や教育分野の専門家
対象年齢：12歳以上
参加人数：10～50人（これより小さい / 大きいグループはご相談くださ
い）
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語、中国語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、ス
ウェーデン語、フランス語、ハンガリー語の通訳を手配可能
時期：通年
所要時間：3～5時間（グループの大きさによる）
場所：コイテリの急流エリア（オウル中心地から車で30分）
参加証明書や修了証の発行：有
コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、昼食または夕食は追加料金が発生しま
す（金額は要相談）
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BE A FINN – LEARNING FINNISH LIFESTYLE (STUDENTS)
フィンランド人になろう
 ‒ フィンランドの暮らしを学ぼう（学生向け）

1日フィンランド人になって、現地での生活を体験できるプログラ
ムです。昔ながらのゲームをしたり家庭料理を食べたりして、フィ
ンランドの文化を学ぶことができます。パッケージにはホームス
テイとアクティビティ、家族との夕食が含まれます。

参加人数：15～50人
所要時間：18～24時間

NATURE TRIP – A GLIMPSE OF FINNISH STYLE OF NATURE 
EXPERIENCE AND LEARNING NATURE SKILLS (STUDENTS & ADULTS)
ネイチャートリップ - フィンランド人の自然の楽しみ方を
発見し、アウトドアスキルを学ぼう（学生と大人向け）

フィンランド人のように自然の中で時間を過ごし、アウトドアで使
えるスキルを習得したい方へお勧めのグループプログラムです。
フィンランド人にとって自然は大変重要なものです。澄んだ空気の
中で自然を観察し、その神秘を感じるのです。フィンランド流の楽
しみ方を学び、同時にサバイバルスキルも身につけてみませんか。

対象年齢：7歳以上
参加人数：10～50人
所要時間：2～3時間

CULTURAL VISIT TO AUTHENTIC REINDEER FARM (STUDENTS & ADULTS)
本物のトナカイ牧場を訪問し文化体験をしよう（学生と大人向け）

オウルからわずか60kmの牧場でトナカイについて学ぶプログラム
です。何世紀もの間トナカイを飼育してきた伝統的な牧場では、ト
ナカイのエサやり体験や飼育民の話を聞くことで、本物の文化を
感じることができます。トナカイの飼育法はもちろん、フィンランド
の自然に囲まれた彼らの暮らしや、どうやって生計を立てているの
かを知ることができるでしょう。またそこには古くから残る伝統家
屋も立ち並び、牧場と合わせて訪問することができます。

参加人数：10～50人
所要時間：3～4時間

オウルサファリは自然のアクティビティや体験型学習プ
ログラムに特化しています。フィンランド人が父親から息
子へ、母親から娘へと語り継いできた文化やスキルを、
プロのガイドが伝授します。
昔ながらのゲームや自然の不思議、過去から学ぶ知識
など、体験を通して文化と歴史を学ぶことができるで
しょう。またフィンランド人の家庭にホームステイするこ
とも可能です。

問い合わせ：
Ms. Ul la Antt i la（ウッラ・アンッティラ） 
ul la .ant t i la@oulusafar is .com 
+358 40 761 1466 
www.oulusafar is .com

OULU SAFARIS

オウルサファリ

年間を通して実施されるプログラム

mailto:ulla.anttila@oulusafaris.com
https://www.oulusafaris.com/en/


40

AURORA HUNTING – CHASING THE NORTHERN LIGHTS
 (STUDENTS & ADULTS)
オーロラハント 
- オーロラの光を追いかけよう（学生と大人向け）

オーロラの光を追跡し、自然現象について学ぶプログラムです。オ
ウル周辺をバスで回り、オーロラの光を追いかけながら、フィンラ
ンドの自然や動物について学びます。焚火を囲んで食べるおやつ
は格別ですよ。

参加人数：15～150人
所要時間：3時間

LEARN FINNISH ICE FISHING ON THE ICE OF
THE FROZEN SEA (STUDENTS & ADULTS)
凍った海の上でアイスフィッシングをしよう（学生と大人向け）
フィンランドでは海でも凍ってしまうので、フィンランド人は氷の
上で釣りをします。秋から冬にかけてどんなことが起こり、どうや
って海が凍るのでしょうか。このプログラムでは、私達がアイス
フィッシングの秘密をお教えします。海はただ凍っているだけで
しょうか？それは果てしなく続いているのでしょうか？氷上での
体験を通して、様々な疑問の答えを知ることができるでしょう。

参加人数：10～100人
所要時間：2～3時間

NALLIKARI WINTER VILLGE (STUDENTS & ADULTS)
ナッリカリ ウィンター ヴィレッジ（学生と大人向け）

雪や氷で作られたウィンターヴィレッジでは、雪を使ったアクテ
ィビティや可愛いトナカイとのふれあい体験を楽しむことができ
ます。2月から4月の期間で開園し、トナカイそりやスノーモービ
ル、スノーチューブで雪上を滑ったり、雪のトンネルの中を通っ
たりと、様々な雪のアクティビティを体験できます。

2020年2月19日から23日まで、ウィンターヴィレッジはナッリカリ
雪まつり（国際雪像彫刻大会）会場となりました。

参加人数：40～400人
所要時間：2～3時間

SNOW SCULPTING FOR BEGINNERS (STUDENTS & ADULTS)
初心者でもできる雪の彫刻体験（学生と大人向け）
雪の彫刻体験ができるガイド付きのアクティビティです。雪を素
材として使う方法を学び、あなたの内なる芸術家を呼び起こしま
しょう。

彫刻に使用する道具やテクニックに関する基本情報を学ぶこと
ができます。必要なものは創造力だけ！雪は簡単に削ったり調整
したりできる素晴らしい素材です。彫刻をする中で課題に直面
することもありますが、それ以上に楽しめるでしょう。真剣になり
すぎる必要はありません。芸術とは正解のないものであり、心か
ら生み出されたものは全てが芸術のかけらなのです。

参加人数：10～100人
所要時間：2～3時間

冬のプログラム
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SNOW SHOE TRIPS – LEARN HOW TO MOVE IN THE SOFT
SNOW AND SHORT BASIC COURSE ABOUT FINNISH NATURE
スノーシューで雪歩き - ふかふかの雪の上を歩く方法を学び、
フィンランドの自然を体感しながら短いコースを歩こう

充分な装備と経験豊富なトレーナーの指導で、すぐにスノーシュ
ーの歩き方をマスターし、自然の中を散策することができます。
やってみると、やわらかい雪の上をどうやってスムーズに歩くこと
ができるのかがわかるでしょう。雪の中を歩きながら、フィンラン
ドの自然、雪や氷、それらがもたらす自然現象について学ぶこと
ができます。

参加人数：10～50人
所要時間：2～3時間

CROSS COUNTRY SKI SCHOOL (STUDENTS & ADULTS)
クロスカントリースキースクール（学生と大人向け）
クロスカントリースキーは、フィンランド人なら子供の頃に習うス
ポーツです。私達のスキースクールに参加し、スキーの基礎を学
びましょう。まずは道具の使い方と基礎的な滑り方を練習しま
す。7歳以上の方なら誰でも参加できるプログラムで、フィンラン
ドで人気のこのスポーツを楽しく学ぶことができます。

必要な道具は全てプログラム料金に含まれています。

参加人数：10～20人
所要時間：2～3時間
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CANOEING TRIP – LEARN TO PADDLE AND EXPLORE NATURE
LIFE FROM RIVER DELTA TO THE SEA. (STUDENTS & ADULTS)
カヌートリップ - カヌーの漕ぎ方を学び、中州から海へと、
自然を感じる冒険の旅に出よう（学生と大人向け）

オウル川の中州エリアでカヌーの漕ぎ方を学びます。ヒエタサー
リ（Hietasaar i）の歴史的なエリアについて話を聞き、オウル川
の中州周辺の自然を体感します。川から海へ向かってカヌーを漕
ぎだせば、オウルの美しい景色と光輝く壮大な自然を目にするこ
とができるでしょう。

対象年齢：7歳以上
参加人数：6～50人
所要時間：2～3時間

JOPO SAFARI – LEARN OULU WAY OF MOVING AROUND 
CITY AND NATURE (STUDENTS & ADULTS)
ヨポサファリ - オウルならではの移動手段で街と自然を
巡る（学生と大人向け）

オウルは自転車好きには最高の街で、年中サイクリングを楽しむ
ことができます。自転車は街や自然をまわるのに最適な手段で、
初心者から上級者まで様々なシーンでサイクリングを楽しむこと
ができます。

たくさんの楽しいルートをのんびりサイクリングしながら、いつも
とは違う目線からフィンランドの美しい自然やオウルの街を感じ
てみましょう。

フィンランドで長く愛されているヨポバイクでサイクリングします。

対象年齢：10歳以上
参加人数：15～150人
所要時間：2～3時間

TAR RIVER BOAT TRIP –CULTURAL TRIP TO THE HISTORY
OF OULU (STUDENTS & ADULTS)
タールボートトリップ
 - オウルの文化と歴史を学ぶ（学生と大人向け）

タールボートに乗ってオウル川の川下り体験ができるプログラム
です。タール産業は当時のオウルの町を繁栄させた重要な歴史
をもちます。ボートの旅は川の自然環境やオウルの歴史を学ぶの
に最適です。美しいトゥルカンサーリ野外博物館では、数百年前
のこの地の暮らしについて知ることができます。

対象年齢：10歳以上
参加人数：15～150人
所要時間：2～3時間

夏のプログラム
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EXAMPLE FOR CAMP SCHOOL IN OULU (AUTUMN)
オウルでのスクールキャンプの一例（秋のプログラム）
キャンプを通して、生徒達は様々な分野のスキルを身に付けたり
伸ばしたりすることができます。しっかりと構成されたプログラム
（レジャー、スポーツ、文化、テクノロジーや科学などのテーマ）
で、スキルを実践で使ったり試したりすることで、体験を通して
学ぶことを目的としています。

このプログラムはオウルサファリとサーガトラベルの協力で提供
しています。

目的：
1. 生徒が積極的かつ効果的に活動に参加できるようにする
2. 能力開発（個人スキル、リーダーシップ、身体的能力）
3. 有意義に時間を使うことを学び、自分自身に責任を持ち、自立を目指す
4. 21世紀型スキルの習得

1日目
オウル市のプログラム：実践型アクティビティを取り入れたオー
ダーメイドの英語コース
学校で昼食 
オウル市のプログラム：北オストロボスニア博物館を見学
夕食
アウトドアプログラム：アウトドアスキルの習得（安全な環境で
行います）
ナッリカリの海辺で自然を満喫し、焚火を囲みながらおやつを
食べます

2日目
オウル市のプログラム：実践型アクティビティを取り入れたオー
ダーメイドの英語コース
学校で昼食
街と自然を巡る：アイノラ公園エリアを散策し、ティエトマー科学
センターを訪問
夕食
フリータイム

3日目
オウル市のプログラム：実践型アクティビティを取り入れたオー
ダーメイドの英語コース
学校で昼食
ヴィヒルオトの小屋でクッキング：夕食を自分達で作り、焚火で
作ったスープとパンケーキを食べます
フリータイム

4日目
オウル市のプログラム：実践型アクティビティを取り入れたオー
ダーメイドの英語コース
学校で昼食
タールボート漕ぎの足跡：トゥルカンサーリ野外博物館の見学と
タールボート漕ぎを体験する1時間のガイド付きツアーで、オウル
のタール産業とタールボートの歴史を学びます
マイックランカルタノ（昔の邸宅）で夕食
マイックランカルタノの輝かしい歴史
追加オプション：マイックランカルタノでのサウナ体験

5日目
オウル市のプログラム：カルチャーセンターヴァルヴェでの映像
制作ワークショップ
ヴァルヴェ内のレストランで昼食
オウル市のプログラム：カルチャーセンターヴァルヴェでの映像
制作ワークショップ
自分でオリジナルの映像を制作
夕食
フリータイム

6日目
オウルコミックセンター：コミックワークショップ
昼食
オウル市のプログラム：オウル美術館のアートワークショップ
市内で夕食
フリータイム（またはお別れパーティー）

→
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WARM OUTDOOR SNACK BY THE FIRE
野外の焚火でおやつを楽しむ
野外に出て、焚火でソーセージを焼き、澄んだ空気の中でそれ
を楽しむ。それは特別な体験です。このアクティビティでは、生
徒達は基本的な道具を使った焚火の起こし方を学びます。皆で
起こした焚火でそれぞれが自分でソーセージを焼き、野外での
おやつタイムを楽しみます。

対象：興味のある人は誰でも参加可能
対象年齢：要確認
参加人数：10～40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：通年
所要時間：1時間 
場所：オウルまたはオウル隣町ラーヘから100km圏内（様々な場所で実
施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

ボトニア・アウトドアは、オウル地域でマリンスポーツや
風を使ったアクティビティを提供しています。初心者で
も手が届きやすい、簡単に挑戦できるものを幅広くご用
意しています。私共が提供するアクティビティはオウル
の周辺地域でも楽しめます。

問い合わせ：
Mr. Harri Rautava（ハッリ・ラウタヴァ） 
harr i . rautava@lappis .fi  
+358 41 433 8602  
botn iaoutdoor.fi/en

Mr. T imo Kesti （ティモ・ケスティ）
t imo@botniaoutdoor.fi  
+358 50 370 7111

BOTNIA OUTDOOR

ボトニア・アウトドア

BAY OF BOTHNIA BY KAYAK
カヤックでボスニア湾を巡る
この海の冒険では、カヤックの漕ぎ方かスタンドアップパドル
ボード（SUP）の乗り方の基本的なスキルを学びます。私達は、
自然環境を壊さないように考慮した、安全な漕ぎ方を指導してい
ます。
アクティビティの最中に自然を観察しながら、この地に棲む動物
の生態や植物について知ることができます。終了後参加者には、
自然環境に配慮した安全な漕ぎ方の基礎を習得したという修了
証が発行されます。

対象：興味のある人は誰でも参加可能
対象年齢：要確認
参加人数：4～40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：5月から9月末まで
所要時間：1～2時間
場所：オウルまたはオウル隣町ラーヘから100km圏内（様々な場所で実
施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

WILD FINNISH NATURE AND EVERY MAN’S RIGHTS
フィンランドの手つかずの自然と自然享受権
フィンランドには「自然享受権」という権利があり、たとえ誰かの
所有でも、誰でも自由に森へ入り散策することができます。この
権利は、持続可能な方法で森を活用するという責任のもとに成
り立っています。このプログラムでは、森へ入り様々なフィンラン
ドの自然、木や植物について学びます。木に抱きついてみたり、
木の下に寝そべって静けさに浸ってみたり、そんな風にして森を
楽しみます。また火起こしやキャンプのやり方など、アウトドアア
クティビティやトレッキングに役立つスキルを学びます。冬季に
はスノーシューを履いて、雪で覆われた森を散策します。

終了後参加者には、自然環境に配慮したアウトドアスキルの基礎を習得
したという修了証が発行されます。
対象：興味のある人は誰でも参加可能
対象年齢：要確認
参加人数：4～40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：通年（冬季はスノーシューを使用します）
所要時間：1～2時間（様々な場所で実施可能）
場所：オウルまたはオウル隣町ラーヘから100km圏内（様々な場所で実
施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

mailto:harri.rautava@lappis.fi
mailto:timo@botniaoutdoor.fi
https://botniaoutdoor.fi/en/
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WINTER BICYCLE ADVENTURE
冬のサイクリング
フィンランドは冬でも自転車に乗ることで有名です。天気に関係
なくフィンランド人は自転車で仕事や学校に行きます。ファットバ
イクという特別な自転車を使えば、誰でも素晴らしい冬の冒険を
体験することができます。このプログラムでは、ファットバイクに
挑戦し冬のサイクリングを体験することができます。まずは練習
用のトラックから初めて、慣れてきたら森へと入っていきます。

終了後参加者には、ファットバイクと冬のサイクリングの基礎的
なスキルを習得したという修了証が発行されます。

対象：興味のある人は誰でも参加可能
対象年齢：要確認
参加人数：4～40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：11月から4月まで
所要時間：1～2時間
場所：オウルまたはオウル隣町ラーヘから100km圏内（様々な場所で実
施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有

FATBIKE ADVENTURE
ファットバイクで冒険へ
ファットバイクの使い方をマスターすれば、もっと自由に自然を
散策することができます。どんな地面でも乗ることができる優れ
もので、固くてもやわらかくても、濡れていても乾いていても、は
たまた雪で覆われていても、問題なく走ることができます。この
プログラムでは、オフロードで自転車を乗りこなす為のスキルを
習得します。まずは練習用のトラックから初めて、慣れてきたら
森へと入っていきます。

終了後参加者には、ファットバイクの基礎的なスキルを習得した
という修了証が発行されます。

対象：興味のある人は誰でも参加可能
対象年齢：要確認
参加人数：4～40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：5月から10月まで
所要時間：1～2時間
場所：オウルまたはオウル隣町ラーヘから100km圏内（様々な場所で実
施可能）
オウルからの距離・所要時間：開催場所による
参加証明書や修了証の発行：有
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LOVI WORKSHOP: CREATIVITY AND 3D THINKING
ロヴィワークショップ：創造力と立体的思考
ロヴィワークショップを体験し、立体的思考を養いながら創造力
をかき立てよう！

ロヴィの商品は100%フィンランド産の白樺を使った立体のオブ
ジェで、道具を使わずに手だけで簡単に組み立てることができま
す。特許を取得した独自の差し込み手法により、木製の生き生き
とした美しい形が生まれるのです。ロヴィワークショップは、作
品を作りながら創造力や社交性を養うことができる、学生グルー
プや教育専門家にぴったりのプログラムです。初めにロヴィのデ
ザインの歴史を学んでから、次にロヴィのコレクションの中から
好きなフィギアを選びます。そして高品質の固形水彩絵の具を
使って、白樺の板の表面に好きなように模様や絵を描いていきま
す。立体的思考と創造力を駆使した遊びの楽しさを体感し、完成
した作品への感動を味わってください。

ロヴィワークショップは、歴史ある美しい木造家屋にあるタイト
ショップで行われます。ワークショップの後には、ぜひ時間を
取ってお店の中を見て周わってください。フィンランドの伝統的な
ハンドメイドの商品や地元のお土産品を楽しむことができます。

対象：全ての方、特に学生グループや教育専門家
対象年齢：年齢制限なし
参加人数：6～50人（2～6人のグループでも対応できます）
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：年間を通して、月曜から金曜までの10時～18時（18時以降や週末
料金は別途ご確認ください）
所要時間：ガイド込みで1時間半（24人以上のグループは2時間）
場所：タイトショップ（Rautat ienkatu 11B, 90100 OULU）
オウルからの距離・所要時間：オウル中心地、オウル駅の近く
参加証明書や修了証の発行：無

ロヴィは環境に配慮した家族経営の会社です。フィンラ
ンドの白樺で作られた平らな板から、パーツを切り離し
組み立てて作る、立体的なオブジェが私達の商品です。
アーティストでインダストリアルデザイナーのアンネ・パ
ソが作るロヴィの商品は、特許を取得した独自の差し込
み式手法により、接着剤や道具などを使わずに手で簡
単に組み立てることができます。私達の商品はフィンラ
ンドでも最高品質のPEFC森林認証制度で認証された
白樺合板を使用しています。

問い合わせ：
Ms. El ina Seppänen（エリナ・セッパネン） 
el ina .seppanen@tai topohjo ispohjanmaa.fi  
+358 40 352 2500  
lov i .fi

LOVI

ロヴィ

mailto:elina.seppanen@taitopohjoispohjanmaa.fi
https://lovi.fi
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OULU MUSIC FESTIVAL INTERNATIONAL MASTERCLASSES　
オウル音楽祭国際マスタークラス
クラシック音楽上級者の学生向け
オウル音楽祭国際マスタークラス

オウル音楽祭は、クラシック音楽の国際マスタークラスを開講し
ています。生徒はコースの期間中、プライベートレッスンを毎日
受講します。中にはオウル音楽祭で実際に演奏する機会を得る
生徒もいます。このコースは、楽器を弾かずに授業を見るだけの
受動型の履修もできます。

対象：クラシック音楽上級者の学生（楽器は年によって変わります）
参加人数：各マスタークラスの編成や定員に応じて、応募内容を見て選
出します
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：3月
所要時間：月曜から金曜までの5日間
場所：オウル応用科学大学、文化学科
オウルからの距離・所要時間：オウル市内
参加証明書や修了証の発行：要望に応じて可能

OULU MUSIC FESTIVAL INTERNATIONAL MASTERCLASSES　
オウル音楽祭国際マスタークラス
リズム系音楽上級者の学生向け
オウル音楽祭国際マスタークラス

オウル音楽祭は、リズム系音楽の国際マスタークラスを開講して
います。指導はグループセッションの形で行われ、全ての生徒が
このクラスの最終コンサートにて演奏をします。このコースは、
楽器を演奏せずに授業を見るだけの受動型の履修もできます。
グループセッションの他にも、楽器を演奏する生徒はもちろん、
受動型で履修する生徒も受けられる講義も含まれます。

対象：リズム系音楽上級者の学生（ジャズまたはポップス）
参加人数：各マスタークラスの編成や定員に応じて、応募内容を見て選
出します
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：3月
所要時間：月曜から金曜までの5日間
場所：オウル応用科学大学、文化学科
オウルからの距離・所要時間：オウル市内
参加証明書や修了証の発行：要望に応じて可能

オウル音楽祭は、クラシックやジャズ、フォーク、コンテ
ンポラリーダンスやサーカスをテーマとした、２週間に
わたるオウルの多様な芸術祭です。国外から選りすぐり
のアーティストを招集し、若き才能ある音楽家達へのマ
スタークラスも開講しています。

問い合わせ：
Mr. Vi l le Kess （ヴィッレ・ケス）
masterc lass@omj.fi 
+358 44 366 3818  
www.omj.fi/en

mailto:masterclass@omj.fi
https://omj.fi/en/
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SUPERPARK

スーパーパーク

SUPERPARK LX – LEARNING MATH IN SUPERPARK
スーパーパークLX‐スーパーパークで数学を学ぼう
スーパーパークLXは、子供達が楽しく運動しながら数学を学べ
るアクティビティです。スーパーパークでの数学レッスンは、動き
と数学、論理的思考、問題解決、心を動かすストーリーテリング
の要素を組み合わせて設計されています。

コンテンツは小学校3・4年生のカリキュラムを元に作成されてい
ますが、その他の学年に合わせて内容を調整することもできま
す。スーパーパークで数学を学ぶ体験には、様々な利点がありま
す。例えば教室の外で学ぶ楽しさを発見したり、自信を付けさせ
たり学校でのやる気を引き出したり、身体を動かすことで喜びを
感じたり、チームワークスキルを養ったり、知力や運動能力が伸
びるなど、子供達に良い効果をもたらします。

対象：学校や教育機関
対象年齢：7歳以上
参加人数：最小10人
言語：英語
通訳：無
時期：通年
所要時間：1～2時間
場所：スーパーパークオウル

スーパーパークは世界で最もフレンドリーな屋内アク
ティビティパークです！ボルダリングやトランポリン、遊
べるタワーにすべり台、多様なボールゲーム、パルクー
ル、体操競技のフロア、スケボー＆スクーターワールド
など、幅広いアクティビティをご用意しています。

問い合わせ：
Mr. Mika Väisänen（ミカ・ヴァイサネン） 
mika.va isanen@superpark .fi  
+358 44 259 3361  
www.superpark .fi

mailto:mika.vaisanen@superpark.fi
https://superpark.fi/en/
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GET CREATIVE WITH AIR GUITAR
エアギターでクリエイティブになろう
エアギター世界選手権のルーツを知ろう！このワークショップで
は、本物のエアギタリストの指導のもと、エアギターを弾くとき
の基本の動きやテクニックを音楽に合わせて練習します。参加
者は創造力を大いに発揮し、エアギター精神で仲間と供に思い
切り自分を表現します。（ハッシュタグ：#MakeAirNotWar）
エアギター世界選手権は、2020年で25年の歴史を持つオウル発祥
のイベントです。このワークショップでは、エアギターの文化遺産に
どっぷり浸かることができます。エアギターとは、創造力豊かに自分
らしく、音楽に合わせて想像上の楽器で楽しむことです。ワーク
ショップのインストラクターは皆、経験豊富な熟練エアギタリストで
す。25人以上のグループにはインストラクターが2人付きます。
参加者はエアギターの弾き方の基本的なテクニックを習い、会
場を沸かすパフォーマンスの技を習得します。自分らしいエアギ
タリストのキャラクターを作り上げ、短いショーに向けて練習し
ます。ワークショップの最後には、一人ずつまたはグループでパ
フォーマンスを披露します。
ワークショップでは創造力と身体を使ったエクササイズを行いま
す。全てのアクティビティは、年齢や身体能力に応じて調整すること
ができます。ワークショップを通して、創造力を発揮することや、仲
間をサポートすること、勇気を出して自分らしく表現すること、そし
てオウルならではのエアギター精神を感じることができますよ！

対象：子供や若者、家族、観光旅行者、または教育分野の職員や専門
家、スクールキャンプや修学旅行向けなど
対象年齢：5歳以上
参加人数：10～50人
言語：英語、ボディーランゲージ
通訳：無
時期：調整可能
所要時間：1～2時間
場所：カルチャーセンターヴァルヴェまたは中心地にあるダンスや体操
用ホール
オウルからの距離・所要時間：0～20分
参加証明書や修了証の発行：有

AIRNEST PRODUCTIONS

エアネストプロダクション

エアギター世界選手権は、1996年からオウルで開催さ
れています。私達は大会運営の他にも、ワークショップ
やトレーニング、見応えあるショーなど、幅広いアクティ
ビティを提供しています。職場のレクリエーションで
も、顧客向けのイベントでも、セミナーでも、どんな場面
でも皆が心から楽しめるように、素晴らしいエアギタリ
スト達が盛り上げてくれます。

大切なことは、音楽に身をまかせ自由に表現することで
す。エアギターをかき鳴らすことで、自分を表現し、自信
を付け、創造力を開放することができます。そして何よ
りも楽しく、喜びを感じられるのです。チャンピオン含
む世界トップレベルの所属エアギタリストのほとんど
は、仕事や学校で演劇やダンス、音楽を学んだ経験が
あります。

問い合わせ：
Ms. Hanna Ikonen （ハンナ・イコネン）
hanna@airnestprod.com 
+358 44 700 1057 
a irgui tarwor ldchampionships .com

mailto:hanna@airnestprod.com
https://airguitarworldchampionships.com/en/home/
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5 TECHNICAL VISITS IN OULU
  オウル市の産業視察
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ビジネスオウル
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プログラム
ビジネスオウル：基本情報
オウルは、新しく革新的な企業が次々と成長しグローバル市場へ
と参入している、フィンランドの中でも最も急成長している都市
の一つです。ビジネスオウルはオウル市の新規事業開発の主体
であり、ビジネスや起業活動のための環境を整え雇用を促進す
ること、また企業の設立から運営、成長をサポートし、競争を活
性化することを目的としています。企業の国際化を促すだけでな
く、オウル市の国際的なビジネスマーケティングとしての役割も
担っています。

ビジネスオウル：オウルイノベーションアライアンス
オウルイノベーションアライアンス（OIA）に関する1時間の講義
とビジネスオウルの見学です。OIAは5つの重点分野（エコシステ
ム）でオウルを世界のトップにすることを目的とした連合体で
す。OIAの主なパートナー組織は、オウル市、オウル応用科学大
学、テクノポリス、オウル大学、VTTフィンランド技術研究セン
ターです。

OIAの5つのエコシステムは、OuluHealth（オウルヘルス）、Smarter 
& Greener Industry（スマート＆グリーン産業）、Northern city with 
attractive opportunities（魅力ある北部都市）、Agile commercialization
（効率良いビジネス化）、ICT and digitalization （ICTとデジタル化）
です。

ビジネスオウル：ICT 
オウルは40年に渡り、情報通信技術とその関連分野における世
界的な先進地域として、業界を牽引してきました。毎日26億人が
オウルで開発されたICT技術を利用しており、第5世代移動通信
システム5Gを初めて取り入れた病院もあります。近年オウルの情
報産業エコシステムは、数々のグローバルに展開する製品開発
ユニットを集約するハブへと変容してきています。ICTの知識は
今までにない新たなソリューションやアイデアの創出に役立ち、
例えば建築分野におけるユーザ主体の設計手法など、その他の
ビジネスセクターでも活用されています。

ビジネスオウル：オウルヘルス
オウルヘルスは、産学官のヘルスケア産業のステークホルダーか
ら成る優れたエコシステムです。それぞれが協力しながら、これ
までのヘルスケアの変容と、革新的なソリューションの創出を目
指しています。資源、能力、経験を組み合わせることで、企業の
イノベーションを加速させ、新たなマーケットへ参入できるよう
支援しています。

オウル地域はライフサイエンス産業が盛んで、バイオやeヘル
ス、Medtech（医療分野でのICTの活用）分野のハイテク企業が
約240社あります。これらの企業はグローバルなニーズに応え、
海外マーケットへの参入を目指しています。さらに、第5世代移動
通信システム5Gのテストネットワークは、新しい無線サービスと
ビジネスモデルの創出に大いに役立つでしょう。オウルヘルスラ
ボは、将来のヘルスソリューションモデルのためのデジタル統合
プラットフォームを企業へ提供しています。つまり、オウルヘルス
ラボは実証実験環境で、ヘルスケア・医療系製品に対して医療
従事者・専門家、医療・看護系学生、市民からフィードバックを
得られる仕組みで、企業は製品開発に役立てることができます。
そしてこれまでフィンランドの電子カルテは3つの異なるベン
ダーシステムで運用されていましたが、2016年10月に統合された
ことでフィンランド全体で電子カルテを共有できるようになりま
した。これはとても大きなことです。

ビジネスオウル：オウルクリーンテック
フィンランドは、環境分野において世界をリードする国の一つと
してたびたび評価されてきました。急速に発展しているクリーン
テックはフィンランド経済の柱となりつつあり、経済政策の中で
も優先事項の一つとされています。国内にはおよそ10,000社のク
リーンテック企業があり、その中の多くが、エネルギー効率や産
業プロセスのクリーン化、バイオエネルギーの分野で、既に世界
的なリーダーとして活躍しています。その他の重点分野には、分
析と自動化、再生可能エネルギー、水や廃水処理、廃棄物管理、
排出ガス削減が挙げられています。

オウルは、北ヨーロッパの主要なクリーンテック・産業投資エリ
アの中心となっています。この地域が誇るクリーンテック関連産
業には、鉄鋼、建設業、食品や化学産業があります。オウルが得
意とするICTに関する専門性は、スマートエネルギーや資源の効
率化、排出ガスの制御といったクリーンテックにも応用されてい
ます。またオウル地域はフィンランドの風力発電建設の最重要拠
点でもあります。

ビジネスオウルはオウル市が所有する公社で、市の産業
政策の実施や企業支援サービスを提供しています。
ビジネスや起業活動のための環境を整え雇用を促進す
ること、また企業の設立から運営、成長をサポートし、
競争を活性化することを目的としています。企業の国際
化を促すだけでなく、オウル市の国際的なビジネスマー
ケティングとしての役割も担っています。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi （サリ・カスヴィ）
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419 
www.businessoulu.com

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://www.businessoulu.com/en/
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ビジネスオウル：5G
オウルの無線技術探求の物語の中でも、次の一章となるのが第5
世代移動通信システム5Gで、オウルは5G技術開発の先駆者で
す。VTTフィンランド技術研究センターとオウル大学、オウル大
学病院には製品開発向けとしての5Gテストベッドがあり、企業に
も開放し、実際の5Gネットワーク環境でテストを行っています。

5G技術によって、無線環境下で現状の100倍の速度でデータ転
送が可能になり、多数同時接続が可能になります。また超低遅
延化されることで、例えばロボットの遠隔操作や車の自動運転
が可能になります。オウルの研究者らは、2018年冬季平昌オリン
ピックでの5Gデモを実施した国際コンソーシアムメンバーの一
員です。

ビジネスオウル：オウルコンベンションビューロー
 - 充実した会議のために
オウル市のコンベンション・マーケティング部署であるオウルコ
ンベンションビューローは、会場手配のお手伝いや様々なマーケ
ティング資料の提供を行っています。またサービス提供者のロー
カルネットワークを活用し、イベントの企画や運営に関するコン
サルティングも行っています。私達のサービスは全て無料で利用
できます。2017年にオウル市は、国際会議開催地としてフィンラ
ンドで3番目に人気のある都市となりました。

ビジネスオウルの全プログラムに対して
対象：ビジネスオウルやこれらのプログラムテーマに興味ある方
参加人数：2人以上
所要時間：1時間のプレゼンテーション・講義（1時間以上をご希望の方
は、お問合せください）
言語：英語、フィンランド語
通訳：日本語、スウェーデン語、ノルウェー語の通訳を手配可能
時期：月曜から金曜までの9時～16時（祝日、6月から8月末まで、12月下
旬から1月上旬までの休暇シーズンを除く）
場所：Hal l i tuskatu 36 A（2階）
オウルからの距離・所要時間：中心地に所在
参加証明書や修了証の発行：無
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PRINTOCENT

プリントセント

プリンテッドインテリジェンスのイノベーションセン
ター
問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi （サリ・カスヴィ）
sar i .kasv i@businessoulu.com
+358 40 724 9419
www.pr intocent .net

TECHNICAL VISIT AT PRINTOCENT
プリントセントでの企業視察
世界トップクラスのプリンテッドインテリジェンスの設計・開発と製造環境
プリンテッドインテリジェンスのイノベーションセンター、プリン
トセントへの1時間半から2時間の企業視察です。プリンテッドイ
ンテリジェンス技術の開発とそれらの応用技術について講義を
受け、ディスカッションをします。プリントエレクトロニクス技術
を、使い捨て診断用ヘルスケアや光情報システム、自動エネル
ギーハーベスティング、ウェアラブル技術、IoTへ応用すること
で、これからの世界を変えることができるでしょう。これらのト
ピックに関連する実演者をアレンジすることができ、訪問者は間
近で見学し、触れることができます。プリントセントの製品開発
工場へのガイド付きツアーでは、写真撮影は不可となっています
が、新製品の具体例や関連企業についてご紹介することができ
ます。

世界トップクラスのプリンテッドインテリジェンスの設計・開発と製造環境
プリントセントイノベーションセンターは、プリンテッドインテリ
ジェンスと光学測定の研究結果のビジネス化を目指しています。
またプリントセントはグローバル展開するメンバー企業とパート
ナーを持ち、幅広いグローバルネットワークを持っています。プ
リンテッドインテリジェンスの研究と製造を目的としたイノベー
ション環境であるプリントセント製品開発工場は、VTTフィンラ
ンド技術研究センターとオウル大学、オウル応用科学大学、ビジ
ネスオウルで立ち上げ、VTTオウル内に設立されました。品質保
証のために、ロール・ツー・ロール方式（R2R）とハイブリッド型
生産、光学測定に特に力を入れており、これらの技術は、高感度
の使い捨て診断、スマートフレキシブルライト、ウェアラブル製
品から、センサーやエネルギーハーベスティング技術を活用した
IoTまで幅広く応用することができます。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：15～20人、専門家であれば30人ほど見学可能（重点的に視察
したい分野を事前にプリントセントにお知らせください）
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの8時～16時（6月24日から7月末の休暇シーズ
ンは除く）
所要時間：1時間半～2時間
場所：Kaitoväylä 1, 90570 Oulu 
オウルからの距離・所要時間：中心地から15～20分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://www.printocent.net


54

 

COMPETENCE-BASED LEARNING
コンピテンシーに基づく学習
21世紀型スキルは、教育者の間では世界的に知られているコン
セプトです。しかし、教科ベースのカリキュラムでは、生徒のコ
ミュニケーション能力やリーダーシップなどのソフトスキルを、
体系的かつ効果的に伸ばすことが難しくなっています。クリディ
では、指導やスキル開発を評価するためのツールや実践の機会
を提供しています。この2時間のコースで、フィンランドの国家カ
リキュラムが提唱する横断的な資質・能力の概要をご説明し、指
導に関する様々な方法、それらの評価について一緒に話し合って
いきます。

対象：教員、校長、学校管理職、教育分野の専門家や職員、またはス
クールキャンプや修学旅行にも最適です
対象年齢：成人年齢以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：無
時期：希望に応じて実施
所要時間：2時間
場所：クリディのオフィス（Kasarminkatu 13 , Oulu）
オウルからの距離・所要時間：中心地に所在
参加証明書や修了証の発行：無

INTRODUCTION TO FINNISH EDUCATION SYSTEM
AND FORMATIVE ASSESSMENT
フィンランドの教育システムと形成的評価の紹介
教育視察者向けの2時間のトレーニングでは、クリディのツール
を使いながら、教育学的且つ実践的観点から、フィンランド国家
カリキュラムが提唱するフィンランドの教育システムと形成的評
価について学ぶことができます。

対象：教員、校長、学校管理職、教育分野の専門家や職員、またはス
クールキャンプや修学旅行にも最適です
対象年齢：成人年齢以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：無
時期：希望に応じて実施
所要時間：2時間
場所：クリディのオフィス（Kasarminkatu 13 , Oulu）
オウルからの距離・所要時間：中心地に所在
参加証明書や修了証の発行：無

クリディは学習と形成的評価の専門家として、学校や先 
生向けにトレーニングやコンサルティング、デジタル 
ツールを提 供しています。私たちが開発したデジタル
ツールQRIDI（クリディ）は、フィンランドで最も優れた 
学習用デジタルソリューションとして表彰されました。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi （サリ・カスヴィ） 
sar i .kasv i@businessoulu.com
+358 40 724 9419 
www.qr id i .com/educat ional-trave l lers

QRIDI OY

クリディ社

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://qridi.com
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シムアは3年前にオウルに創設されたエデュテックに特
化した企業で、主にロボティクスやプログラミング、人
工知能（AI）などの指導を行っています。11歳から18歳
の生徒を対象に、ロボティクスやプログラミングを学ぶ
ための、英語で指示する学習ロボット「アルヴィン
（Alvin）」を開発しています。

問い合わせ：
Mr. Tommi Mänttäri（トンミ・マンッタリ）
tommi@simua.com 
+358 40 517 0086
www.simua.com

SIMUA

シムア社

TOUR TO SIMUA COMPANY AND DEMONSTRATION
OF ITS ALVIN-ROBOT
シムアの企業視察と自社開発ロボット
「アルヴィン」のデモ
シムア社内と研究開発施設を見学し、教育目的のために開発
されたロボット「アルヴィン」のデモをご覧いただけるプログラ
ムです。このプログラムを通して、シムア社やその施設、アル
ヴィンについて知ることができます。アルヴィンは、英語で話し
かけたり文字を打ち込んだりして指示を与えながら、より主体
的に楽しみながら学ぶことができるロボットです。参加者は、
アルヴィンを構成している様々な要素の紹介を聞くことができ
ます（例：人工知能やマイクロプロセッサユニット、ハードウェ
アモジュール、教科書やワークブック、スマートフォンのアプリ：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simua.alvinai&hl=en_ZA
など）。説明を聞くことで、生徒がどのようにロボティクスやプロ
グラミング基礎、人工知能の基礎を学べるようになっているの
かがわかるでしょう。

また製品には、生徒の数学的・物理学的興味、技術キャリアへの
興味を刺激するのに効果的な教育学的手法が用いられています
(https://rajakylatekno.wordpress.com/technology-education-class/)。

対象：教育分野の専門家や大人
参加人数：10～20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：1月から9月の毎日9時～20時
所要時間：4時間
場所：シムアのオフィス（Hakamaant ie 18 , 90440 Kempele）
オウルからの距離・所要時間：中心地から15分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:tommi@simua.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simua.alvinai&hl=en_ZA
https://rajakylatekno.wordpress.com/technology-education-class/
http://www.simua.com/
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フィンランド労働衛生研究所（FIOH）は学際的な専門
研究機関です。研究やサービス、トレーニング、情報発
信を通して、職場での労働衛生や安全性、健康幸福度
の促進を目指しています。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ）
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419 
www.t t l .fi

FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATION HEALTH, TTL

フィンランド労働衛生研究所

ECHNICAL VISIT AT FINNISH INSTITUTE
OF OCCUPATION HEALTH, TTL
フィンランド労働衛生研究所への企業視察

フィンランド労働衛生研究所（FIOH）は学際的な専門研究機関
です。研究やサービス、トレーニング、情報発信を通して、職場
での労働衛生や安全性、健康幸福度の促進を目指しています。
FIOHは5つの地域に施設があり、オウルの施設はフィンランド北
部地域の労働環境に特化しています。職員は防寒着の熱特性や
サバイバルスーツの試験、寒さと熱による負荷測定や関連分野の
教育など、幅広い専門知識を持っています。この施設には、寒さ
や熱を体感できる実験室や冷気を発生させる風洞（最大風速
10m/秒）、液浸プール（冷水）などの設備があります。

北極圏ラボ見学パッケージ -  寒さが人体へ与える影響や、北極
の寒さから身を守る方法について簡単な講義を受けられます。参
加者は極寒かつ強風（マイナス40度、風速10m/秒）という気象
状況を実際に体感することができます。また、着用している衣服
の防寒性をテストすることも可能です。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：最大12人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの9時～16時（6月24日から8月末の休暇シーズ
ンは除く）
所要時間：1時間半～2時間
場所：Aapist ie 1, Oulu
オウルからの距離・所要時間：中心地から5～10分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://www.ttl.fi/en/


ルドクラフトは北フィンランドにあるゲームスタジオで、
10年以上ゲームを作り続けています。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ） 
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419 
www.ludocraf t .com

LUDOCRAFT

ルドクラフト社
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AN EVENING WITH LUDOCRAFT
ルドクラフトでの楽しい夜
ルドクラフトを1時間から2時間見学するプログラムです。ルドク
ラフトは北フィンランドにあるゲームスタジオで、10年以上ゲー
ムを作り続けています。私達の遊び場でもあるオフィスで夜を過
ごし、ゲームとはどんなものか体感してみませんか。18 ,0 0 0ピー
スのパズルや、スタジオでのジャムセッション、レゴの海に溺れ
るのも良いでしょう（大量のレゴブロックに埋もれることもでき
ます）。私達のダンジョン（迷宮）に遊びに来るだけでも歓迎で
すよ！

もちろん、私達の代表作品を集めた展示もご案内します。ワイン
を片手に、ゲームやその他の話題について熱く語り合うのも良い
でしょう。ルドクラフト特製のマナポーション（回復薬）も試して
みてください！さらに、キャンディやアイスクリーム、旅行で疲れ
た身体を回復させるお食事も用意があります（食制限や食アレ
ルギーがある場合は事前にお知らせください）。ご要望があれ
ば、サウナも温めてお待ちしてます！

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：2～10人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの16時～23時（7月の休暇シーズンは訪問不可、
また事前に訪問可能日をご確認ください）
所要時間：約2時間
場所：Kasarmint ie 23 , 90230 Oulu
オウルからの距離・所要時間：中心地から約10分   
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://ludocraft.com


ヴェルコタンはIL AC（国際試験所認定協力機構）や
MRA(国際相互承認協定）の要件に準拠した、無線産業
のFINAS SFS-EN ISO/IEC 17025認定試験機関です。

15年以上の経験を持つ私達が、無線機器試験や認定ま
でのプロジェクトをお手伝いします。私達のサービス
は、製品開発試験から世界市場での認定まで、幅広くサ
ポートしています。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ）  
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419 
www.verkotan.com

VERKOTAN

ヴェルコタン社

58

 

 

TECHNICAL VISIT AT VERKOTAN
ヴェルコタンへの企業視察
講義と企業視察
携帯電話のパフォーマンス測定

RF OTA（無線通信）の電波暗室にて、参加者の携帯電話のパフォーマンス
を測定します。測定中に電波暗室の中に入ることもできます。

測定時間：一人あたり5～10分
結果：ご自分の携帯電話のパフォーマンス測定結果を受け取り、
ヴェルコタンがお見せするその他のレポート結果と比較すること
ができます。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：10人（これより人数が多い場合は、小グループに分けさせて
いただきます）
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの9時～16時（企業視察は年間を通して実施し
ており、16時以降の訪問へ調整することも可能ですが、視察のご要望は
ビジネスオウルまでご連絡ください）
所要時間：2時間
場所：Elektroni ikkat ie 17, 90590 Oulu
オウルからの距離・所要時間：中心地から15分

WATCHING THE RF SIGNALS
RF信号の可視化
講義と企業視察

このプログラムでは、RF信号の動きを映した3Dビデオを鑑賞しま
す。例えば、実際にRF信号がどのように動いているのか、携帯電
話の電波などから建物がどう影響を受けているのかを見ることが
できます。参加者はモニタ用スクリーンから信号の動きを追うこと
ができます（ビデオの中断や、視点を動かし上下を見渡すことなど
も可能）。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：10人（これより人数が多い場合は、小グループに分けさせて
いただきます）
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの9時～16時（企業視察は年間を通して実施し
ており、16時以降の訪問へ調整することも可能ですが、視察のご要望は
ビジネスオウルまでご連絡ください）
所要時間：2時間
場所：Elektroni ikkat ie 17, 90590 Oulu
オウルからの距離・所要時間：中心地から15分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://verkotan.com


北フィンランド労働安全パークは、労働安全トレーニン
グのための研修施設です。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi （サリ・カスヴィ）
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419

TURVAPUISTO POHJOIS-SUOMI

北フィンランド労働安全パーク
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TECHNICAL VISIT AT NORTHERN FINLAND WORK
SAFETY PARK. POHJOIS-SUOMI
北フィンランド労働安全パークへの企業視察

北フィンランド労働安全パークは、労働安全トレーニングのため
の研修施設です。この施設では実際の労働環境を模した展示か
ら、仕事で起こりうるリスクや事故、また良い労働環境について
学ぶことができます。仕事に潜むリスクを知り、働く人々やチー
ム、職場の安全行動には、個人の態度がいかに重要かを知るこ
とができます。

北フィンランド労働安全パークは、フィンランド国内外で活動し
ている企業や学校、組織など80以上から構成される協会が運営
しています。この施設の年間訪問者数は約500 0人で、学生から
経験豊富な専門家や管理職まで、幅広い方々への研修に利用さ
れています。研修パークの効果について書かれた科学論文も執
筆されており、一部についてはこちらから読むことができます。

1. https://injuryprevention.bmj.com/content/22/Suppl_2/A229.2
2. h t tps ://www.t and fon l i ne .com/do i/abs/10 .1080/15578771. 2017.1325793
3 . h t tps :// l i nk . sp r i nge r.com/chapte r/10 .10 07/978-3-319-13180-1_10

このパークのコンセプトは今までとは違う新しさです。さまざま
な研修スポットを体験することで、労働安全研修の中でどのよう
に体験学習が実践されているのかを観察することができます。ま
たパーク完成までの計画と建設プロジェクトも合わせて見ること
ができます。

対象：興味のある方は誰でも参加可能
参加人数：最大40人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの8時～16時（最低でも訪問日の1週間前までの
予約が必要となり、6月24日から7月末の休暇シーズンは、視察を実施で
きない場合もございます）
所要時間：1時間半～2時間
場所：Hiltusent ie 9 , 9 0570 Oulu
オウルからの距離・所要時間：中心地から約15分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://injuryprevention.bmj.com/content/22/Suppl_2/A229.2
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15578771.2017.1325793
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13180-1_10


オウルサービス財団（Oulun Palvelusäätiö）は、高齢者
や年金受給者、身体障害者、特別支援を必要とする人々
へ、宿泊施設や関連サービスを提供しています。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ）
sari.kasvi@businessoulu.com 
mob. +358 40 724 9419 
www.oulunpalvelusaatio.fi

OULUN PALVELUSÄÄTIÖ

オウルサービス財団（高齢者向けサービス）
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TECHNICAL VISIT AT OULUN PALVELUSÄÄTIÖ
オウルサービス財団への企業視察
オウルサービス財団（Oulun Palve lusäät iö）は、高齢者や年金
受給者、身体障害者、特別支援を必要とする人々へ、宿泊施設や
関連サービスを提供しています。当財団は介護用住宅や施設、特
別介護住宅の管理を行っています。また介護ケアや援助に関す
るサービスや、利用者の自立と精神的安定、リハビリをサポート
するための在宅介護サービスも提供しています。

• 491の通常介護用住宅と81の特別介護用住宅（24時間スタッフが常駐）
• 6つの在宅介護施設 - 食事やアクティビティ、運動などのサービスを含む
• 在宅介護は別途提供
• 153名の常勤スタッフを雇用

対象：高齢者サービスに興味のある方（学生や企業の代表者など）
参加人数：1グループにつき5～10人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：月曜から金曜までの11時～16時（6月24日から7月末の休暇シーズ
ンは除く）
所要時間：1時間半～2時間
場所：Harjapäänkatu 32
オウルからの距離・所要時間：中心地から5～10分
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
http://www.oulunpalvelusaatio.fi


デ・ガムラス・ヘム・ホテル＆レストランは、オウル市中
心部にある歴史的な建物を完全リノベーションしたブ
ティックホテルです。建物の歴史は1906年まで遡り、あ
る時は年老いた上流階級女性達のための終のすみかと
して、また第二次世界大戦時には、スウェーデン戦闘機
の操縦士らの宿舎として使用されていました。現在は、
美しいセラミックタイルのストーブとログ材の壁が特徴
的なアール・ヌーヴォー様式の木造ヴィラとして、美味し
い食事とともに静かで穏やかな時間を過ごせるよう、皆
さまをお待ちしています。ホテルは全17室あり、設備が
整った小、中、大会議室があり、一番大きな会議室は
100人まで収容できます。

問い合わせ：
Ms. Sari Kasvi（サリ・カスヴィ） 
sar i .kasv i@businessoulu.com 
+358 40 724 9419
degamlashote l .fi

DE GAMLAS HEM HOTEL & RESTAURANT

デ・ガムラス・ヘム・ホテル＆レストラン
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GUIDED TOUR INTO HISTORY AND FUTURE OF DE GAMLAS HEM
ガムラス・ヘムの歴史とその後を紹介するガイド付きツアー
デ・ガムラス・ヘム・ホテル＆レストランは、完全リノベーションさ
れたブティックホテルで、趣のある建物にはフィンランドや地元
の歴史が詰まっています。このガイド付きツアーでは、建物の歴
史とアール・ヌーヴォー様式の建築について紹介し、現在の最新
設備が整ったホテルと会議室としての活用について説明します。

ある時は年老いた上流階級女性達のための終のすみかとして、
また第二次世界大戦時には、スウェーデン戦闘機の操縦士らの
宿舎として使用された建物の歴史、そして現在はリノベーション
されハイテクとデジタルサービスを導入したブティックホテルと
しての姿を、ストーリー形式で紹介していきます。また当館はオ
ウルにある最も古い建物の一つということもあり、建築的な観点
からも非常に重要とされています。アール・ヌーヴォー様式の木
造ヴィラとして丁寧にリノベーションされ、ホテルやレストランと
して、また最大6名～100名まで収容できる会議室をいくつか備
えた建物として活用されています。

対象：全てのグループ
参加人数：5～2 5人
言語：英語、フィンランド語、スウェーデン語、フランス語、ロシア語
通訳：無
時期：ホテルの営業時間内であればいつでも可能
所要時間：20分～2時間（コーヒーや昼食・夕食などの追加サービスによる）
場所：K i r k ko k a t u 5 4
オウルからの距離・所要時間：中心地に所在
参加証明書や修了証の発行：無

mailto:sari.kasvi@businessoulu.com
https://degamlashotel.fi
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プログラム1
ロクア・ユネスコ世界ジオパークを知ろう

ロクアの自然と文化史、そのユニークな地形について学べる講
義です。気候変化と氷河の浸食に関する理論を学んだら、それら
がどのように影響し、現在のロクア・ジオパークの景観や生物多
様性、人々の歴史を作ってきたかを解明していきます。

このプログラムを通して、ロクアのユニークな地形や生態環境、
文化史について学ぶことができるでしょう。生徒達は、過去と現
在の気候変動を振り返り、それらが地形、植物、動物、そして人
間に及ぼす影響を学びます。プログラムは、ジオパークの専門家
による講義とグループワーク、デモンストレーションで構成され
ています。野外観察・その他学習プログラムにて、様々な自然現
象をより深く理解するためにも、この地域の環境と地質学的過
程の基礎を学ぶことは大切になってきます。またグループでの活
動は、ピア・ラーニングの機会を創出し、生徒のソーシャルスキ
ルやチームワークスキルを伸ばすことに繋がります。

季節：通年
所要時間：2時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：教師一人につき最大25人
対象年齢：10歳以上を推奨（8～9歳向けのプログラムに調整することも
できます）
時期：希望に応じて実施
その他の情報：プログラムは屋内で行います。

プログラム2
気候変動がもたらす私達の環境：
ロクアのユニークな景観と地形学的特徴

このプログラムの一番の目的は、私達が住む地球がどのように
形成されてきたか、その壮大な過程を理解することです。ロクア
・ユネスコ世界ジオパークの自然と文化史、この地域で起こった
現象を探求しながら壮大なスケールの環境形成過程を解明して
いく、帰納的学習メソッド（実例から探求しながら学ぶ手法）で
学んでいきます。これらの環境変化には、自然にまたは人為的に
発生した気候変動や地球温暖化、地形形成の過程なども含まれ
ます。
プログラムを通して、フィンランドの地理や自然、人類文化も合
わせて学ぶことができます。プログラムは、専門家による講義と
グループでの探検型フィールドワーク、ロクア・ユネスコ世界ジ
オパークの特徴的な地形エリアを回る教育ハイキングで構成さ
れています。

季節：通年
所要時間：3時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：ガイド一人につき最大20人
対象年齢：10歳以上を推奨（8～9歳向けのプログラムに調整することも
できます）
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムには2時間のアウトドアアクティビティが含ま
れ、最大で1km程歩きます。プログラム料金にはガイド代と教材費が含ま
れ、野外での装備は別料金にて追加することができます。

ロクア・ヘルス＆スパホテルは、個人から団体まで、大
人や子供、シニアのお客様に、スクールキャンプや宿泊
の手配、会議室の貸出を行っています。季節ごとの様々
なプログラムやアクティビティを体験することで、滞在
をより楽しむことができるでしょう。ホテルの提供する
多様なサービスとユニークな自然環境を組み合わせ、
あらゆるご要望にお応えすることができます。また年間
を通して体験できる幅広いアクティビティが自慢です。
ロクア・ヘルス＆スパホテルは、ロクア・ユネスコ世界
ジオパークの中心に位置しています。この地域は地質学
的、生物学的また文化的な側面から、大変ユニークなエ
リアで、生態系やサステイナビリティ、気候変動、私達
が住む地球のストーリーを学ぶことができる為、子供達

への教育キャンプにも最適です。またロクアでは、海外
との交換留学や地元の学校訪問も行っています。ロク
ア・ヘルス＆スパホテルは、この地域のアレンジに関す
る主要窓口で、ロクア・ジオパークのスクールキャンプ
も企画・運営し、オウル空港から車でわずか1時間とい
う最適なロケーションです。

問い合わせ：
Ms. Tiina Ruotsalainen（ティーナ・ルオツァライネン）販売主任
t i ina .ruotsa la inen@rokua.com 
+358 40 650 8920 
www.rokua.com/en

ROKUA HEALTH & SPA HOTEL

ロクア・ヘルス＆スパホテル

教育プログラムへの追加コンテンツ
ロクア・ユネスコ世界ジオパークの教育プログラムには、次のような幅広いコンテンツを加えることができます。

mailto:tiina.ruotsalainen@rokua.com
https://www.rokua.com/en_rokua_healthspa_828
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プログラム3
ロクアで見られるフィンランドの動植物について学ぼう：
理論とフィールドワーク

このプログラムでは、寒帯に生息する植物や動物について学び、
基本的な手法で生物の多様性を見極めていきます。屋内の講義
で必要な用語やトピックを学び、それから野外で実際に観察しま
す。雪の上に残る動物の足跡を見つけたり、耳をすまし森に潜む
動物の手がかりを探したり、植物を見分けたりします。また生徒
達は、様々な手法でこの地域の生物の多様性を学び、その多様
性を観察し見極めていきます。このプログラムの重要な目的は、
多様な生物のためには多様な生息地が必要であることの意味、
生き生きとした自然や健康的な人類のためには豊かで多様な生
物が必要であることの意味を知ることです。ロクア・ユネスコ世
界ジオパークの特徴ある地形をもつユニークな自然は、これらの
トピックを学ぶのに最適な環境です。プログラムは、専門家によ
る野外レッスンやグループでの活動、問題解決型学習、科学的
なフィールドワークで構成されています。

季節：5月～10 月
所要時間：3時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：ガイド一人につき最大20人
対象年齢：10歳以上を推奨（8～9歳向けのプログラムに調整することも
できます）
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムには2時間のアウトドアアクティビティが含ま
れ、最大で1km程歩きます。プログラム料金にはガイド代と教材費が含ま
れ、野外での装備は別料金にて追加することができます。

プログラム4
北欧の生態系における冬の意義を学ぼう：
湖の氷や霜、雪、適応や様々な特別現象について

このプログラムでは、ロクア・ユネスコ世界ジオパークの自然を
使って、冬の北欧の生態系の特徴を学びます。地面を覆う雪や
霜などの自然現象と、冬の自然界の生物多様性に関する理論を
学び、野外に出て積雪量や気温の測定、生物の観察などを行い
ます。冬の自然を学ぶことで、厳しい環境下で順応する様々な方
法を知ることができます。冬の状況を知ることで、冬の厳しさの
中でどのように生物が生活環境に適合するのか、という方法を理
解するのに役立ったり、気候変動が（北欧の）生態系にもたらす
影響についても深く考えることができるでしょう。プログラムは、
専門家による野外レッスンやグループでの活動、問題解決型学
習、科学的なフィールドワークで構成されています。

季節：12月～4月（天候による）
所要時間：3時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：ガイド一人につき最大20人
対象年齢：12歳以上を推奨（10～11歳向けのプログラムに調整すること
もできます）
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムには2時間のアウトドアアクティビティが含ま
れ、最大で1km程歩きます。プログラム料金にはガイド代と教材費が含ま
れ、野外での装備は別料金にて追加することができます。雪や氷が危う
い場合には、安全のためにプログラムを変更することがあります。



65

プログラム5
持続可能な未来：
人間の天然資源への依存と、より持続可能な方法での消費を考える

このプログラムは、私達の日常生活で使われている資源がどこ
から来ているのか、またどれだけそれらに依存しているのかを理
解することを目的としています。フィールドワークを通して、多様
な環境の重要性を様々な観点から考えていきましょう。このプロ
グラムで大切なのは、天然資源を持続可能な方法で活用する必
要性、また地球の生物的・非生物的環境の多様性を保護する重
要性を理解することです。プログラムは、理論の紹介、デモンス
トレーション、フィールドワーク、グループでの活動で構成されて
います。

季節：通年
所要時間：2時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：ガイド一人につき最大20人
対象年齢：10歳以上を推奨（8～9歳向けのプログラムに調整することも
できます）
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムは野外で行い、最大で1kmほど歩きます。プロ
グラム料金にはガイド代と教材費が含まれ、野外での装備は別料金にて
追加することができます。

プログラム7
鳥の巣箱づくりワークショップ

野外で行われるこのワークショップでは、鳥達の為に自分で巣
箱を作ります。好きなように巣箱に色を塗り、どんな種類の鳥を
招きいれるのか、入口の穴の大きさも自分で選びます。巣箱が完
成したら、好きな木を選んで取り付けまで行います。

季節：5月～10月
所要時間：約2時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：6～20人

時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムはロクア・ヘルス&スパホテルの外（屋外）で
行います。

プログラム6
水の循環と自然界での水の意義

このプログラムは、様々な自然現象としての水を学ぶこと、また
ロクアの湖の地下水について（地下水の動きや主な生物、食物
連鎖など）水文地質学と生態学の観点から学ぶことを目的として
います。また自然や人間社会における水の役割も重要なトピック
です。ロクア・ユネスコ世界ジオパークのユニークな学習環境で
水の循環について学ぶことで、水はどこから発生しどこへ流れて
行くのか、何が水質に影響しているのかを知ることができるでし
ょう。プログラムは、理論の紹介、デモンストレーション、フィー
ルドワーク、グループでの活動で構成されています。

季節：通年
所要時間：2時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：ガイド一人につき最大20人
対象年齢：10歳以上を推奨（8～9歳向けのプログラムに調整することも
できます）
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：プログラムは野外で行われ、最大で1km程歩きます。プ
ログラム料金にはガイド代と教材費が含まれ、野外での装備は別料金に
て追加することができます。雪や氷の状況により、安全性と教育面を考慮
して指導方法を決めます。

プログラム8
クロスカントリースキースクール

専門のコーチ指導のもと、フィンランドで一番人気の冬のスポー
ツ「クロスカントリースキー」を基礎から学ぶことができます。初
心者はまず凍って雪が積もったアハヴェロイネン湖の湖上で練習
し、クロスカントリースキーのコツを簡単に習得できます。スキ
ーなど未経験者でも参加いただけます。

季節：12月～4月（天候による）
所要時間：約1時間半（スキーウェアの貸出も含まれます。到着日1か月前
までに参加者の靴のサイズと身長をお伝えください）
言語：英語、フィンランド語
参加人数：10～15人
時期：希望に応じて実施
その他の情報：天候に適した（雨や風に強いなど）アウトドアウェアをお
勧めします。



プログラム9
オーロラハント - 満天の星空ツアー

人工照明から離れ、雪に覆われた世界の中で静寂に浸ります。
運が良ければ、素晴らしいオーロラの光と満天の星空を見ること
ができるでしょう。小屋の中で焚火にあたり、温かい飲み物を飲
みながら体を温めます。

季節：8月～3月（オーロラの光が見えるよう、暗くなってから行います）
所要時間：約1時間半
言語：英語、フィンランド語
参加人数：15～30人
時期：希望に応じて実施
その他の情報：天候に適した（雨や風に強いなど）アウトドアウェアをお
勧めします。

プログラム11
フィンランド式ハイキング

ロクア・ジオパークの壮大な景観の中を散策するガイド付きツア
ーです。散策を通して、自然享受権や持続可能性を考慮した自然
の楽しみ方など、フィンランドのハイキング文化を知ることがで
きます。また天候に応じた衣服の選び方や基本的なサバイバルス
キル（焚火の起こし方やコンパスの使い方など）を習います。焚
火を使って自分で軽食を用意し、氷河期最後に形成されたロク
アの自然を体感しましょう。

季節：5月～10月
所要時間：3時間
言語：英語、フィンランド語
参加人数：8～20人
時期：希望に応じて実施（天候により中止となる可能性あり）
その他の情報：初級から中級のコースがあります（バリアフリーではあり
ません）。天候や気候を考慮したアウトドアウェアをご用意ください。6月
と7月には、白夜のハイキングとして予約することができます。
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プログラム12
スノーシュー体験

冬のロクア・ジオパークをスノーシューで探検しよう！
探検に出掛ける前に、ガイドからスノーシューを使った歩き方の
テクニックを習います。約2～3kmの程良い距離の探検で、お子
様も楽しむことができるでしょう。標準レベルの運動能力があれ
ば、十分にプログラムを完了することができます。時々立ち止ま
りながら、雪に覆われた景色を楽しんでみてください。ロクアの
独特で美しい自然環境は、目の保養となり輝かせるでしょう！私
達の専門ガイドが、今までにはない視点からロクアの魅力をお伝
えします。

季節：12月～4月（天候による）
所要時間：90分
言語：英語、フィンランド語
参加人数：8～20人
時期：希望に応じて実施

プログラム10
コルヴァプースティ（シナモンロール）ワークショップ

180 0年代から続くフィンランドの伝統的な菓子パンを焼く体験
です。シナモンロールは、フィンランドで長年愛されてきた伝統
的な菓子パンです。さあ私たちと一緒に焼いてみましょう！
まずはシナモンロールのレシピと作り方の説明をします。それか
らペアに分かれて、昔ながらのレシピに従って各ペアで生地を作
っていきます。ガイドがその都度やり方を教えてくれるでしょう。
シナモンロールが焼きあがったら、美味しいコーヒーや紅茶とと
もにいただきます。食べ切れなかったパンは持ち帰ることができ
ます。

季節：通年
所要時間：約2時間半
言語：英語、フィンランド語
参加人数：1グループにつき最大8人
時期：希望に応じて実施
その他の情報：室内着での参加です。エプロンとヘアネットまたはヘッド
スカーフ（三角巾）を借りることができます。
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プログラム1
フィンランド人の暮らしと教育を体験

フィンランド人の学生の日常を体験することで、フィンランドの教
育がどのように実践され、なぜ成功しているのかがわかるプログ
ラムです。

プログラム例
1日目：
カラヨキに到着。ホストの学生達と対面し、夕食を食べながらリ
ラックスした夜を過ごします。この日は早めに就寝しましょう。

グループの大きさに合わせて、ホテルまたはコテージに宿泊しま
す。

2日目：  
高校でチームビルディングの活動をします。テーマに基づいたプ
ロジェクト（例：自然や生態学など）にチームで取り組みます。夕
食はホスト学生とその家族と一緒にとり、ホスト学生の家に宿泊
します。

3日目：  
ホスト学生と一緒にプロジェクトを進め、午後には最終プレゼン
テーションを行います。夜はフィンランドの伝統的なお祝い料理
をホスト学生達全員ととり、ホスト学生の家に宿泊します。

4日目：  
出発日

ポイント：このキャンプでは、地元の学生の学校生活や放課後の
日常まで一緒に体験することができます。また渡航前に決めた
テーマ（生態学、生物学、雪や氷、海洋の生態など）に基づいた
プロジェクトや課題に一緒に取り組みます。このキャンプは、フィ
ンランドの教育システムを学び、異文化間能力やコミュニケー
ション能力を伸ばし、特定のトピックの知識を深めることを目的
としています。

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
対象：高校生
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：15歳以上
参加人数：1～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：9月～5月の学期中（休校日を除く）
所要時間：3泊4日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

カラヨキブッキングセンターは、旅行業者としての資格
を持つカラヨキリゾートの観光事業所（DMC）で、希望
に合わせてレジャーや団体向けのサービス、教育・産業
視察プログラムを提供しています。30 0の宿泊施設に
ベッド数1,50 0台という膨大な宿泊オプションから、多
様な選択肢を用意しています。ラグジュアリーな部屋か
らカジュアルで心地良い部屋、伝統的なフィンランド式
のコテージ、アパートメントタイプやホテルルームなど、
様々な宿泊施設から選べます。浜辺や美しい松原の中、
ジョギングコースの近く、美味しいレストランやスパ、ゴ
ルフコースの周辺、もしくはどこか静かで落ち着いた場
所など、旅のスタイルに合わせた宿泊が可能です。食事
やアクティビティ、移動手段も含めて、カラヨキブッキン
グセンターが全てまとめて手配します。このエリアの宿
泊施設や観光サービスは全て近接しています。

問い合わせ：
Ms. Laura Kujala（ラウラ・クヤラ） 
laura .kuja la@kalajok ikeskusvaraamo.fi 
+358 8 466 691

ボスニア湾のほとりカラヨキから、皆様を温かくお迎えしま
す。カラヨキ観光リゾートは、様々な教育キャンプや産業視
察を提供しています。カラヨキの美しい海の自然とトップレ
ベルのフィンランド式教育を体験できる教育プログラムをぜ
ひご覧ください。プログラムを通して、新しい学習メソッドに
挑戦したり、既存の考え方を捨て新たな能力を開発したり、
地球市民としての意識を養ったりすることができるでしょ
う。キャンプやプログラムのほとんどは、希望に応じて大き
なパッケージに組み込むことができます。

2020年秋に新しいエコスクール、メレノヤ学校が開校しまし
た。この学校はフィンランド唯一のノルディックスワンエコラ
ベル認定校で、利用者に良い刺激を与える健康的な空間で
あり、環境に配慮した造りになっています。そこで行われる
教育も、新カリキュラムを導入し、最新のテクノロジー機器

を活用した全く新しいものになっています。
私達の提供する企業視察では、フィンランド企業の持つノウ
ハウを学ぶことができます。また、その分野で成功している
企業とのコラボレーションもサポートしています。

カラヨキは年間を通して海外ゲストを迎えています。地元の
学校は、海外からの団体や学生、教師を何度も受け入れて
きた経験があります。

ぜひカラヨキで、私達の島々や歴史、美しい浜辺と夕日をお
楽しみください。カラヨキはヘルシンキからの直行便があ
る、コッコラとオウルからもアクセスしやすい立地です。

www.visitkalajoki .fi

mailto:laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
https://visitkalajoki.fi/en/
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プログラム2
北極地方の自然を探検しよう

生物学をテーマにしたスタディキャンプで、北の地で見られる砂
丘や針葉樹林（タイガ）の森について学びましょう。

プログラム例
1日目： 
カラヨキに到着。グループリーダーと対面し、夕食を食べながら
リラックスした夜を過ごします。この日は早めに就寝しましょう。
グループの大きさに合わせて、ホテルまたはコテージに宿泊しま
す。

2日目： 
ガイドと一緒にハイキングやキャンプ、野外散策をします。この日
のテーマはボスニア湾の独特な隆起した海岸です。ビジターセ
ンターにて講義を受け、ホテルで夕食をとります。この日はぐっす
り眠れるでしょう！

3日目：
植樹体験、火起こし体験、サバイバルスキルの習得をします。こ
の日のテーマはフィンランドの森の生物多様性とアウトドアスキ
ルです。タピオントゥパにて、フィンランドの伝統的な夕食で締め
くくります。

4日目： 
出発日

ポイント：今日私達が目にしている景観や生物多様性は、氷河期
を経て生み出されました。ボスニア湾に面した砂丘から、内陸に
広がる様々なタイプの森まで、カラヨキではユニークな生物多様
性を目にすることができます。海洋自然センターのガイド付きツ
アーやアウトドアでの実践的なプログラムを通して、隆起した海
岸の現象を包括的に学ぶことができるでしょう。またアウトドア
スキルの習得や五感を使って自然を楽しむこともテーマにしてい
ます。

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
対象：小学生から高校生まで（グループの学年に合わせて授業を調整で
きます）
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：10歳以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：5月～9月
所要時間：3泊4日
場所：カラヨキと周辺の野外
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

プログラム3
未来の自然を守ろう

環境保護のあなたの経験を残し、持続可能な未来の一員となり
ましょう。植樹や鳥の巣箱づくりを体験し、自然界での実践的な
スキルを学びます。

プログラム例
1日目： 
カラヨキに到着。グループリーダーと対面し、夕食を食べながら
リラックスした夜を過ごします。この日は早めに就寝しましょう。
グループの大きさに合わせて、ホテルまたはコテージに宿泊しま
す。

2日目： 
森林の生態系や管理の基礎、自然享受権、植樹の仕方に関する
講義を受けます。ガイドと一緒に準備した昼食を野外でとり、植
樹体験をします。午後はスパで過ごし、ホテルで夕食をとりま
す。

3日目： 
鳥やモモンガ、虫のための巣箱づくりを体験します。森に棲む虫
や動物たちについて学びます。タピオントゥパにて、フィンランド
の伝統的な夕食で締めくくります。

4日目： 
出発日 

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
対象：小学生から高校生まで（グループの学年に合わせて授業を調整で
きます）
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：10歳以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：5月～9月
所要時間：3泊4日
所在地：カラヨキと周辺の野外
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有
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プログラム4
インタラクティブな英語スポーツキャンプ

訓練を受けた教師と一緒に、新しく楽しいやり方で英語を学べ
るプログラムです。様々なスポーツや地元の学生とのグループア
クティビティの中で英語を話すことで、より英語に自信をつける
ことができます。キャンプでは特定のテーマで英語を学んだり、
気軽に楽しく英語を話す練習をしたりします。授業は教室または
美しい海の自然が広がる野外で行います。一日を通して、スポー
ツやゲーム、その他の遊びや自然散策など、楽しいアクティビ
ティが盛りだくさんです。一日中英語で過ごすことで、子供達は
より自発的に英語を話せるようになるでしょう。地元のスポーツ
クラブ（サッカーやアイスホッケーなど）と一緒に、スポーツイベ
ントや交流試合を手配することも可能です。

プログラム例
1日目：カラヨキに到着。グループリーダーや先生と対面し、夕食
を食べながらリラックスした夜を過ごします。この日は早めに就
寝しましょう。グループの大きさに合わせて、ホテルまたはコ
テージに宿泊します。

2日目：
朝食をとり、英語の先生からレッスンを受けます。スポーツイン
ストラクターの指導のもと、新しいスポーツに挑戦しながら英語
を練習します。昼食後は季節ごとのアクティビティを楽しみます。
夕食をとり、サウナまたはスパなどの自由時間を過ごします。

3日目： 
朝食をとり英語の先生からレッスンの続きを受けたら、スポーツ
アクティビティをします。最後に参加者はそれぞれ一番好きだっ
たスポーツについて、グループのみんなに英語で発表します。そ
してキャンプの参加とプレゼンテーションの完了を証明する修了
証を授与します。昼食後は季節ごとのアクティビティを楽しみま
す。夕食をとり、サウナまたはスパなどの自由時間を過ごしま
す。

4日目：
朝食をとり出発します。

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
対象：中学生、高校生、教員
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：12歳以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：年間を通して実施（夏季休暇期間を除く）
所要時間：3泊4日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

プログラム5
フィンランドの手工芸を体験し、創造力と器用さを養おう

手工芸は重要なフィンランド文化の一つです。体験を通して、創
造力と器用さを養いましょう！自然素材を使った手工芸を、地元
のハンドクラフトセンターで習います。

1日目：
カラヨキに到着。ヒエッカサルカット（砂丘）の説明を受け、宿泊
します。

2日目：
朝食をとり、手工芸レッスンを受けます。昼食後は手工芸レッス
ンの続きと、砂丘でのファットバイクなどのアクティビティを楽し
み、夕食をとります。

3日目：
朝食をとり、手工芸レッスンを受けます。昼食後の自由時間で
は、アドベンチャーパーク・パッカ（フィールドアスレチック）な
どのアウトドアアクティビティを楽しみ、夕食をとります。

4日目：
出発日

ポイント：手工芸はフィンランドの重要な文化で、作品づくりを通
して想像力や創造力、器用さを養うことができます。参加者は手
工芸のスキルを磨きながら、手工芸品の背景にあるストーリーに
耳を傾けます。手を動かすことで、ストレスを解放しリラックスで
きるため、自身の心身の健康や幸福度を高めることができるで
しょう。美しい海の自然が広がる野外でのレッスンも可能です。
教育分野の専門家や教員の皆さんは、子供達の指導にも役立つ
新たな工作スキルを身につけることができるでしょう。また他の
教育キャンプに手工芸体験を組み合わせて、カラヨキで長めの
滞在にすることも可能です。自分で作った作品はそのままお土産
として持ち帰ることができます。

ワークショップは1～2時間で、様々なオプションから選べます。
いくつかのワークショップを組み合わせて長めのプログラムにす
る（滞在期間を延ばす）ことも可能です。
• 手編みで作るスカーフ
• オリジナルの布巾をデザイン
• 自然の材料を使ったジュエリー作り
• ニードルポイントのバラ
• フィンランドの伝統な壁かけを織る
• 自然由来の石けん作り
• 海岸で拾った石で作るキーリング
• 木のビーズで作るリース
• フィンランドデザインのオリジナルトートバッグ作り

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
対象：学生、大人
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：はい
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：10歳以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：年間を通して実施
所要時間：3泊4日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：無（手工芸のスキルを習得できます！）
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プログラム6
ハスキーサファリに挑戦し、フィンランドの中心で森にあるコ
テージの魅力を体感しよう

ハスキーサファリに挑戦し、伝統的なフィンランド式コテージと
スモークサウナを体験しましょう！ハスキー犬の小屋へ行き犬達
に挨拶したら、ソリを準備して雪に覆われた世界へとハスキーサ
ファリの冒険に出ます。サファリの途中で犬達と写真を撮ること
ができます。冒険が終わったら、ヴァーラ川のほとりにある、神秘
的な森に囲まれたコテージへ向かいます。午後は森の中を少し
散策し、おやつを楽しみます。それからスモークサウナを体験
し、星空の下で温かいお風呂に入ります。夜は自然の食材を使っ
たフィンランドの伝統的な家庭料理を食べます。

参加者は午前中にハスキー犬について学び、午後にフィンランド
の自然や文化を学びます。
プログラムには、朝食、ガイド、必要な装備、ハスキーサファリで
食べるおやつ、サウナで飲む手作りの黒すぐりジュース、タオル、
夕食、往復の移動が含まれています。
他の教育キャンプにハスキーサファリを組み合わせて、カラヨキ
で長めの滞在にすることも可能です。

宿泊施設：ホテル、コテージ、ホームステイ
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：はい
対象年齢：10歳以上
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：冬季
所要時間：1日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：無
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ボスニア湾の海岸沿い、カラヨキのサンタズリゾート＆
スパホテルサニは、子供達の活動的なキャンプや大人
が楽しめるテーマ別の旅行、産業視察などに最適な場
です。当館はスパが併設した高い品質の宿泊施設と、ヒ
エッカサルカットホリデーエリア（砂丘エリア）の中心地
という最高のロケーションが自慢です。また幅広い選択
肢のアクティビティや、地元の学校や企業との密な連携
体制があり、大人から子供まで一生思い出に残る楽し
い滞在プランを、年間を通して提供しています。さあ、皆

様を満足させる完璧なパッケージを一緒に計画しましょ
う！ツアーの企画に限界はありません！

問い合わせ：
Ms. Eveliina Korhonen （エヴェリーナ・コルホネン）
evel i ina .korhonen@santashote ls .fi 
+358 40 190 6003 
www.santashote ls .fi/en

サンタズリゾート＆スパホテルサニが提供する冬の教育キャンプでは、
海辺の高品質なホテルリゾートでフィンランドの冬の魅力を堪能するこ
とができます。カラヨキでは四季を通して北の大自然を楽しむことがで
きます。ボスニア湾の海岸で心に残る体験をしてみませんか。私達のス
クールキャンプや教育旅行プログラムには、食事とスパの利用、地元の
学校への訪問が含まれます。フィンランドの文化やフィンランドの学校生
活を知り、仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！宿泊や学校プロ
グラムに、地元ならではのアクティビティや教育ワークショップを組み合
わせることも可能です。冬のカラヨキで本物の北の自然を発見し、英語
で自然について学びましょう。同時にアウトドアスキルを習得し、チーム
ワークやコミュニケーション能力を養うことができるでしょう！

プログラム例
1日目：カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニに
チェックインし、歓迎の夕食をとります。

2日目：チームビルディングのアクティビティをします。凍った海の上で、
北の地ならではの冒険に出掛けましょう。ハスキーサファリを楽しんだ
ら、焚火にあたり軽く昼食を食べ、アイスフィッシングを体験します。

3日目：北の自然ワークショップを体験します。ガイドと一緒に海洋自
然センターを見学したら、スパや野外で自由時間を過ごします。夕食後
にはガイドと一緒にオーロラハントと星空ツアーに出掛けましょう！

4日目：楽しい冬のアクティビティをします！ガイドと一緒にアイス
サーフィンやスキー、スケート、スノーシューなどを体験します。

5日目：出発日

プログラムには、食事とスパの利用が含まれます。希望に合わせて、インドア
またはアウトドアアクティビティを追加しながら、一緒に最適なプログラムを
作成することもできます。尚、野外でのアクティビティは天候次第となります。

対象：学校の団体や教育視察の方
対象年齢：10歳以上
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：冬季（12月～3月）
所要時間：希望によります（例えば4泊5日など）
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

SANTA’S RESORT & SPA HOTEL SANI’S EDUCATIONAL 
& LEISURE WINTER CAMP
サンタズリゾート＆スパホテルサニの冬の教育・レジャーキャンプ

サンタズリゾート＆スパホテルサニが提供する教育キャンプでは、高
品質な海辺のホテルリゾートでフィンランドの自然の魅力を堪能
することができます。カラヨキでは四季を通して北の大自然を楽し
むことができます。ボスニア湾の海岸で心に残る体験をしてみませ
んか。私達のスクールキャンプや教育旅行プログラムには、食事
とスパの利用、地元の学校への訪問が含まれます。フィンランドの
学校生活や文化を知り、仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う！宿泊や学校プログラムに、地元ならではのアクティビティや教
育ワークショップを組み合わせることも可能です。カラヨキで本物
の北の自然を発見し、フィンランドの美しい自然や森、海岸につい
て英語で学びます。同時にアウトドアスキルを習得し、チームワー
クやコミュニケーション能力を養うことができるでしょう！

プログラム例
1日目：カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニに
チェックインし、歓迎の夕食をとります。

2日目：チームビルディングのアクティビティをします。ファットバイ
クで砂丘や森を探索し、焚火にあたりながら軽く昼食を食べます。

3日目：北の自然ワークショップを体験します。ガイドと一緒にカヤック
やスタンドアップパドル（SUP）で群島を巡る旅にでます。夕食後にはガ
イドと一緒に、夏は白夜の散歩、秋はオーロラハントに出掛けましょう！

4日目：アドベンチャーパーク・パッカ（フィールドアスレチック）
またはその他のアウトドアアクティビティを楽しみます。

5日目：出発日

プログラムには、食事とスパの利用が含まれます。希望に合わせ
て、インドアまたはアウトドアアクティビティを追加しながら、一
緒に最適なプログラムを作成することもできます。

対象：学校の団体や教育視察の方
対象年齢：10歳以上
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：春から秋まで
所要時間：希望によります
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や認定証の発行：有

SANTA’S RESORT & SPA HOTEL SANI’S EDUCATIONAL 
& LEISURE NATURE CAMP
サンタズリゾート＆スパホテルサニの自然教育・レジャーキャンプ

mailto:eveliina.korhonen@santashotels.fi
https://santashotels.fi/en/
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プログラム1
フィンランドの新しいエコスクールの秘密：ひらめきが生まれる教室

フィンランドの教育制度や学習環境の重要性を、教育学的側面
から学びましょう。2020年の秋に、フィンランド初のノルディッ
クスワンエコラベル認定のエコスクールとなる、メレノヤ総合学
校が新たに開校しました。この産業視察プログラムでは、エコス
クールの校舎設計や建設過程について知ることができます。新
しい校舎には小学校1年生から高校生までのクラスがあり、その
他にもスポーツ施設や歯科医院、町のレジャー施設が併設され
ています。
この新しい学校は、およそ1,0 0 0人の生徒と100人の職員を収容
できるように設計されています。ユニークな建築が特徴的なこの
建物は、生徒だけでなく幅広いコミュニティが使えるようにデザ
インされており、子供達に良い刺激を与える空間となっていま
す。ぜひこの新しい学校を見学し、生徒やコミュニティのための
施設やサービスについて知ってください。

プログラム例
1日目：
カラヨキに到着

2日目：
カラヨキと学校制度、フィンランドの教育システムに関するプレ
ゼンテーションを聞き、現地の教員と会話をします。

3日目：
コース計画のワークショップを体験し、実際の教室を見学します。

4日目：
出発日

宿泊施設とガイド、食事、移動が含まれます。
希望に応じて、追加料金にて自由時間にアクティビティを組み込
むこともできます。

対象：教育分野や学校計画の専門家や学校管理職、教員
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：はい
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：いいえ
参加人数：5～15人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：9月～5月の学期中の平日（休校日を除く）
所要時間：2泊～3泊
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：無（訪問のみの場合）、実際の指導を含め
た延長プログラムでは修了証を発行

プログラム2
リトリート：ガールズパワー起業家プログラム

ワークショップ、地元の活気ある女性起業家達との会話、ウェル
ビーイングを組み合わせたプログラムです。

1日目：
カラヨキに到着。海が見えるコテージにて宿泊。

2日目：
朝食をとり、カラヨキの起業家精神ワークショップにて地元の女
性 起 業 家 達 の 経 験 談 を聞きます。カフェ・ビー チローズ
（Bea c hRo s e）で昼食をとり、午後はセレクトショップのオー
ナーによる手工芸ワークショップを体験します。それから起業家
との会話が続き、夕食の前にはヨガと労働衛生をテーマにした
セッションを行います。夕食をとり、海が見えるコテージに宿泊し
ます。

3日目： 
朝食をとり、女性起業家達の会社（Day Spaなど）を訪問します。起
業までの経験談を聞き、ウェルビーイングがテーマのアクティビ
ティを体験したら、サンディ・ケルト（Sandy Ke l t）にて昼食をと
ります。昼食後に美容院を予約することも可能です。アウトドア
アクティビティを体験し、夕食時にはワインテイスティングをし
ます。夕食後、海が見えるコテージに宿泊します。

4日目：
朝食をとり、シーポ川の川沿いを地元ガイドと一緒にハイキング
します。焚火で昼食をとりながら、カラヨキの自然や起業に関す
る話を聞きます。レッピカルヴォ（Leppikar vo）の小屋で起業家
精神に関する講義を受け（おやつを用意）、お菓子を一緒に焼き
ます。夕食後、海が見えるコテージに宿泊します。

5日目：
出発日

対象：働く女性や大学生、大学教員
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：いいえ
参加人数：3～10人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期： 9月～6 月（平日のみ）
所要時間：4泊5日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：無

問い合わせ：
Ms. Laura Kujala（ラウラ・クヤラ）  
laura .kuja la@kalajok ikeskusvaraamo.fi 
+358 8 466 691

mailto:laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
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The Federation of Education in Joki laaksot and 
Vocational Education Centre JEDU
職業教育訓練センターJEDU（ヨキラークソ地域教育連盟）

職業教育訓練センターJEDUは、オウル南部エリアの中
等職業教育訓練を運営する主要な組織で、この地域の
開発において重要な役割を果たしています。オウル南部
の様々な地域にて、24種の基礎職業資格と23種の上級
職業資格、8種の専門職業資格を取得できる、高い品質
の職業訓練や教育を提供しています。JEDUには3,0 00
人以上の生徒と約350人の職員が在籍しています。

JEDUでは、農業や林業、経営管理、健康福祉、人文学
と芸術、情報通信技術、自然科学、サービス産業、社会
科学とテクノロジーの分野で職業訓練を行っています。

職業教育訓練の主な目的は、実際の職場環境や企業ま
たは学校での学びを通して、生徒が知識を深め社会で
必要なスキルを身につけられるよう指導することです。
将来の社会人としての必要なスキルを身につけ、その分
野のエキスパートになれるように、教育プログラムを提
供しています。職業教育機関の指導はとても実務的で、
労働市場のニーズに合わせてデザインされています。そ
のため職業体験を通した学びが必要不可欠です。

JEDUの管轄エリアには様々な中小企業や酪農場があり
ます。この地域の企業は主に、下請け企業や、鉄鋼・木
材の製造業の支社となっています。JEDUはセントリア
応用科学大学やオウル応用科学大学とも協力体制にあ
り、オウル南部エリアの企業や組織とも協働しながら、
地域の開発プロジェクトに積極的に取り組んでいます。

この産業視察プログラムでは、大工や木材加工業の教育について話
を聞き、その産業の主要なパートナー企業や建設現場を訪問すること
ができます。特定のトピック（木材、建物、建設など）に絞ってプログ
ラムを作成することも可能です。職業教育訓練センターJEDUは産業
用木工機械を扱うための研修を行っており、木を最大限に活用し、貴
重な資源の品質を識別できるよう指導しています。木材は家具や建材
（窓やドア）、建物の主要部品として活用されています。

1日目：カラヨキに到着。この日のテーマは主要な資源としての木材です。
森林管理のプレゼンテーションを聞いて、昼食をとります。午後は森林エリ
アに向かい、状況により植樹体験をします。スパを楽しみ、夕食をとります。

2日目：この日のテーマは木を扱う仕事です。職業教育訓練セン
ターJEDUを訪問し、大工研修プログラムに参加します（3時
間）。学校で昼食をとり、地元の住宅向け建材や住宅部品を専門

THEME WOOD – BUILDING QUALITY HOUSES AND FURNITURE
木材をテーマにしたプログラム - 高品質の住宅や家具をつくる

このプログラムでは、職業教育訓練センターJEDUで開発・指導
されている近代的な農業手法について知ることができます。近代
の酪農業をテーマに、ハーパヤルヴィ（Haapajär v i）のロボット
工学を活用した牛舎を見学します。

1日目：カラヨキを出発しハーパヤルヴィにあるJEDUの施設へ向
かいます。教育施設のプレゼンテーションを聞き、ロボット工学
を活用した牛舎を見学し、施設で昼食をとります（全4時間）。カ
ラヨキに戻り、アウトドアアクティビティを楽しんだら夕食をとり
ます。

2日目：朝食後にカラヨキを出発

宿泊施設：ホテル、アパートタイプ、コテージ
対象：専門家や教育者
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：はい
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：いいえ
参加人数：5～12人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：9月～5月の学期中（休校日を除く）
所要時間：1泊2日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

THEME: MODERN FARMING
近代の農業をテーマにしたプログラム 

とする企業トピ・ケイッティオット（Topi Keittiöt）を訪問します。
自由時間を過ごし、アウトドアアクティビティを楽しんだ後に夕
食をとります。

3日目：この日のテーマは木材建設です。職業教育訓練センター
JEDUを訪問し、建設研修プログラムに参加します（3時間）。学校
で昼食をとり、地元の建設会社を訪問します（2時間）。自由時間を
過ごし、アウトドアアクティビティを楽しんだ後に夕食をとります。

4日目：出発日 

宿泊施設：ホテル、アパートタイプ、コテージ
対象：専門家や教育者
教育視察向けのプログラムか：はい
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：はい
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：いいえ
参加人数：5～12人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期：9月～5月の学期中（休校日を除く）
所要時間：3泊4日
場所：カラヨキとその周辺地域
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

→
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プログラム1
アントレプレナーシップ（起業家精神）キャンプ

カラヨキの地元民には起業家の血が流れています！このキャンプ
では、地元で活躍する起業家や専門家達が集まり、彼らの経験
を語ってくれます。

プログラム例
1日目： 
カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニへチェック
インし、スパで自由時間を過ごしたら、ウェルカムディナーに参
加します。

2日目：
カラヨキ経済開発サービスの経営専門家、キンモ・ニスカネン氏
によるプレゼンテーションを聞き、カラヨキやフィンランドにお
ける起業家精神について学びます。その後は地元企業を訪問
し、起業家達と会話をします。 

3日目：
起業家精神ワークショップにてビジネスアイデアを考えます。 

4日目：
ビジネスアイデアの発表（ピッチング）をします。サンタズリゾー
ト＆スパホテル サニにてお別れのディナーに参加します。

5日目：
出発日

カラヨキは小さい町ながらも、幅広い企業が様々なサービスを
提供しています。労働人口の約20%が起業家であり、約900社が
カラヨキに会社を置いているところが特徴です。カラヨキで最も
盛んなビジネス分野は、鉄鋼・木材加工業、運送と物流、建設、
一次生産業、観光業です。

サンタズリゾート＆スパホテルサニは、団体受け入れやイベント
運営の豊富な経験があります。カラヨキへの訪問が充実したもの
になるように、全ての手配業務を対応いたします。

対象：大人の団体、企業視察団
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：春から秋まで
所要時間：希望によります（例えば4泊5日など）
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

プログラム2
カラヨキの主要な産業分野への視察

私達の産業視察プログラムでは、参加者の興味関心に合わせ
た、特定の教育分野や産業分野（例：鉄鋼、木材加工、建設な
ど）について学ぶことができます。またフィンランド国内初のノル
ディックスワンエコラベル認定エコスクールである、メレノヤ総
合学校もカラヨキに建設されました。ユニークな海の自然に囲
まれた最高級のホテルリゾートで、専門家と会話しネットワーク
を広げてみませんか。サンタズリゾート＆スパホテルサニが全て
の手配業務を対応します。
カラヨキで最も盛んなビジネス分野は、鉄鋼・木材加工業、運送
と物流、建設、一次生産業、観光業、そして教育です。

プログラム例
1日目：
カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニへチェックインし、
スパで自由時間を過ごしたら、ウェルカムディナーに参加します。

2日目：
主要な産業分野の概要や活動に関するプレゼンテーションを聞き
ます。企業訪問にて起業家との会話または学校訪問をします。

3日目：
引き続き企業を訪問します。ご要望の分野の専門家や企業の代
表と一緒に、夕食をとりながら交流します。

4日目：
レジャーアクティビティを楽しみながら、魅惑的な自然の中で一
日を過ごしましょう。

5日目：
出発日

カラヨキは小さい町ながらも、幅広い企業が様々なサービスを
提供しています。労働人口の約20%が起業家であり、約900社が
カラヨキに会社を置いているところが特徴です。
サンタズリゾート＆スパホテルサニは、団体受け入れやイベント
運営の豊富な経験があります。カラヨキへの訪問が充実したもの
になるように、全ての手配業務を対応いたします。

対象：大人の団体、企業視察団
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：春から秋まで
所要時間：希望によります（例えば4泊5日など）
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

問い合わせ：
Ms. Eveliina Korhonen （エヴェリーナ・コルホネン）
evel i ina .korhonen@santashote ls .fi 
+358 40 190 6003 
www.santashote ls .fi/en

mailto:eveliina.korhonen@santashotels.fi
https://santashotels.fi/en/
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教育旅行パッケージ1
LIMINKA BAY CAMP SCHOOL / リミンカベイ・キャンプスクール

完全オーダーメイドの教育パッケージで地元学生と一緒に学んで
みませんか。リミンカベイ・キャンプスクールでは、フィンランド
の学校がお休みの期間でも地元学生と交流できるプログラムを
提供しており、英語レッスン、アート教室、科学と自然のレッス
ン、アイスホッケー教室の中から選んでレッスンを受けることが
できます。午前8時から12時まで英語で授業を受け、午後は参加
者の希望に合わせて、季節ごとの様々なアクティビティを体験で
きます。

プログラム例
1日目
18.00 オウル空港に到着
19.00 リミンカベイキャンプへ移動
20.00 チェックインし、軽めの夕食をとります。宿泊施設はリミンカ
        湾のすぐそばにあり、自然を感じながら過ごせます。フィン
        ランドで最も美しい湿地帯と海がすぐそばにあるこの完璧
        なロケーションは、オウルの中心部からわずか30分です。
21.00  自由時間 / サウナとお風呂

2日目
8:00   朝食
9:00   学校にて英語レッスン
10:00  学校にて英語レッスン
11:00  昼食
12:00  学校にて英語レッスン
13:00  学校にて英語レッスン
14:00 ガイド付きツアー：リミンカベイセンター内「野鳥の生活、
        8つの季節」展示スペース
15:00  ガイド付きツアー：リミンカベイセンターの野鳥観察塔へ
16-17 夕食
17:30-19 木で出来たお城リーサンリンナ（Liisan l inna）を見学。
        お城でのアドベンチャーパッケージ（2～3時間）では、お 
        城について学び、宝探しやお城征服ゲーム、キャンプファ
        イヤーなどのアクティビティを体験します。おやつは持参
        するかリーサンリンナにてご注文ください。
19:30 自由時間 / サウナとお風呂

3日目
8:00   朝食
9:00   学校にて英語レッスン
10:00  学校にて英語レッスン
11:00  昼食
13:00 エクスリアルフラワー&アニマルパークを見学。500以上の可
        愛い動物達が訪れる人を迎えてくれます。園内の動物達
        は国内から外来種まで様々です。
16:00 夕食
17:00  魚釣りに行こう！リミンカ中心部からわずか20分車を走ら
        せれば、そこはもう静かな自然のど真ん中。たくさんの魚
        が生息する貯水湖の周りには、釣りができるポイントがた
        くさんあります。このアクティビティではボートは使いません。

4日目
8:00   朝食
9:00   学校にて英語レッスン
10:00  学校にて英語レッスン
11:00  昼食
12-15 フィンランドの手工芸を体験しよう。このプログラムでは、
        自分だけのオリジナル作品をつくります。地元の自然の材料
        を使って、伝統的な手法を習いながら工作します。自然の
        材料から作るため、季節ごとに違った作品が生まれます。
16:00 夕食
17:00 オウル空港へ移動

対象：学生グループ（英語レッスンは大人の方も受けられます）
対象年齢：10歳以上
参加人数：6～60人
言語：英語、フィンランド語
通訳：有
時期：通年
所要時間：1レッスンあたり2～8時間
場所：リミンカ
オウルからの距離・所要時間：30分
参加証明書や修了証の発行：有
宿泊施設：ホテル・レストラン・リミンカベイ、またはホテル・プレイス・
トゥ・スリープ・リミンカ（Hote l Place to S leep L iminka）

およそ10,000人が住む町リミンカは、野外スポーツやア
クティビティに最適で、家族にも人気の場所です。リミ
ンカベイトラベルでは、希望に合わせてガイドや視察、
食事、移動、アクティビティや宿泊施設などのパッケー
ジを手配しています。私達はまた、スクールキャンプや
学校視察、講義、子供や大人向けの様々な教育サービ
スも提供しています。
ビジット・リミンカ（Vis i tL iminka）は、リミンカの観光
マーケティングやFAMトリップの手配、イベントの主催
や観光情報の発信を行っています。

問い合わせ：
リミンカベイトラベル
Rantakurv i 6 ,  91900 L iminka, F in land 
trave l@l iminka.fi 
+358 40 546 2338 
v is i t l iminka.fi/en

mailto:travel@liminka.fi
https://visitliminka.fi/en/
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教育旅行パッケージ2
Finnish Education in Local School with Local Students
地元の生徒と一緒に学校でフィンランド教育を体験しよう

全部で9学年ある地元の総合学校（小・中学校レベル）には、7
歳から16歳までの子供達が通っています。内容言語統合型学習
の指導法を取り入れており、全体の授業の最低25％は英語で行
われています。学校訪問は教育パッケージの一部で、午前8時か
ら12時まで英語での授業に参加し、実際にこの指導法を受けて
いる地元の生徒と一緒に学びます。参加者は訪問時の学校カリ
キュラムが定める時間割に合わせて、生徒と同じ授業を受けま
す。11時から12時の間に学校で給食を食べます。

午後は参加者の希望に合わせて、季節ごとの様々なアクティビ
ティを体験できます。

大人向けの教育旅行パッケージ6
KiVa is a school-based ant ibul ly ing programme
学校でのいじめ防止プログラムKiVaについて

オヤンペラ（Ojanperä）学校が導入しているキヴァ（KiVa）プロ
グラムは、いじめを防止し、いじめが起きた際に効果的に対処す
るための、根拠に基づいて作られたプログラムです。いじめを未
然に防ぐことは大事なことですが、完全に無くすことは難しいた
め、発生後の対処がより重要になってきます。その為、いじめが
明らかになった際に使えるツールが必要となります。
参加者は次のコースから選択できます：チーム指導、分野横断型
ユニットの計画、分野横断型ユニットの実施と評価、協働におけ
るリーダーシップ、内容言語統合型学習、教員インターンシッ
プ、0年生（6歳：プレスクール）から小学2年生の間における柔軟
な指導

対象：学校管理職や教員、担任教員教育旅行パッケージ3
Ice Hockey School / アイスホッケー教室

このパッケージでは、午前はフィンランドのプロアイスホッケー
選手と一緒にトレーニング時間を過ごし、午後は参加者の希望
に合わせて、季節ごとの様々なインドアまたはアウトドアアクテ
ィビティを体験できます。

教育旅行パッケージ4
Learn English in Finland (for all age groups)
フィンランドで英語を学ぼう（年齢不問）

リミンカベイ・キャンプスクールでは、様々なレベルに合わせて
グループで英語を学ぶことができます。6人から30人程のグルー
プを、経験豊富な英語講師がやる気を引き出しながら楽しい雰
囲気で指導してくれます。このパッケージに、夏または北の地な
らではの冬のアクティビティを加えることもできます。英語コース
のレベルには、基本（旅行会話）、中級そして上級があります。

教育旅行パッケージ5
Homestay / ホームステイ

地元家族と一緒に週末を過ごし、フィンランド人の暮らしを体験
してみませんか。子供がいる家庭は、フィンランド文化をより深く
学ぶのに最適な環境です。パッケージには全ての食事が含まれ
ます。またホームステイは教育プログラムの一部となっています。

所要時間：金曜の夜から日曜の朝まで（一家族につき1～4人の生徒を同
時に受け入れ可能）
参加人数：最大28人
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TECHNICAL VISIT PACKAGE FOR ADULTS 1
大人向けの産業視察パッケージ
Welcome to visit our maternity and child health clinic (Neuvola)
妊娠・子育て支援クリニック（ネウボラ）へようこそ

フィンランドのネウボラについて学びましょう！リミンカを訪問
し、どのようにネウボラが機能しているのかを学んでみません
か。クリニックの職員から、妊娠期や出産後の安全に関する情報
を聞き、フィンランドの子供がいる家庭が受けられるサービスに
ついて知ることができます。

このプログラムには、2時間のネウボラ制度の紹介（短時間の施
設見学も含まれます）と、ネウボラの看護師が新生児のいる家庭
へ訪問する様子を映したビデオのプレゼンテーションが含まれ
ます。ビデオは英語に翻訳され、具体的な数値を示す注釈も表
示されます。



SYÖTE / シュオテ地域
SYÖTE – EDUCATIONAL PROGRAMME

シュオテ地域での教育プログラム
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冬のプログラム例
全てのプログラムは希望に合わせて作成可能です。

シュオテ（Syöt e）はフィンランド最南のフェル（北部
フィンランド・ラップランド地方特有の頂上付近に樹木
のない丘陵地帯で、2つのスキー場やホテル、レストラン
が集まる便利なエリアです。シュオテは冬の雪景色の中
でも楽しめるアウトドアアクティビティが充実しており、
皆様をお待ちしております。シュオテ地域にあるプダス
ヤルヴィ（Pudasjär v i）町はフィンランドで最も雪が多
く、そのためシュオテでは一人ひとりがゆったりとアウト
ドアアクティビティを楽しめるほど、たくさんの雪が広
がっています。丘状の地形と雪で覆われた美しい木々が
訪れる人を魅了します。

Youth and Leisure Center Pikku-Syöte
ユース・レジャーセンター・ピックシュオテ
ピックシュオテは、フィンランドに9つある教育省認定の
ユースセンターの一つです。ユースセンターの目的は子供
や若者の成長と発達をサポートすることです。ピックシュ
オテは20年以上にわたり、世界中の児童・生徒へ年間を
通して幅広いアクティビティを実施してきています。

問い合わせ：
Ms. Anne Brandt （アンネ・ブランツ）
anne.brandt@pikkusyote.fi  
+358 50 363 0999 
www.pikkusyote.fi

1日目
16:00 ピックシュオテに到着、チェックイン
17:00 夕食
18:00 歓迎の挨拶とキャンプの説明
18:30 グループ1：アーチェリー / グループ2：ウォールクライミング
20:30 夜のおやつ
22:00 就寝

2日目
8:30  朝食
9:30  グループ1：クロスカントリースキー / グループ2：スノーシュー
11:30 昼食
13:00 グループ1：スノーシュー / グループ2：クロスカントリースキー
15:00 雪遊び（雪像彫刻とトボガンそり）
17:00 夕食と自由時間
20:30 ラップランド式の小屋で夜食
22:00 就寝

3日目
8:30  朝食
9:30  チェックアウト
10:00 グループ1：ウォールクライミング / グループ2：アーチェリー
12:00 昼食
13:00 フィードバックとお別れの挨拶、出発

夏のプログラム例
全てのプログラムは希望に合わせて作成可能です。

1日目
12:00 ピックシュオテに到着、チェックイン 
13:00 歓迎の挨拶とキャンプの説明
14:00 いかだ作り体験（地元の池で試します） 
17:00 夕食
18:00 ディスクゴルフ 
20:00 夜食
22:00 就寝

2日目
8:30   朝食
9:30   自然の素材から製品へ：リップバームを作ろう 
12:00 昼食 
12:30 アウトドアスキルとハイキング
15:00 ハスキーファームを訪問
17:00 夕食と自由時間 
19:30 ラップランド式の小屋で夜食
22:00 就寝

3日目
8:30   朝食
9:15   チェックアウト
9:30  アーチェリー
11:00 フィードバックとお別れの挨拶
11:30 昼食をとり出発

mailto:anne.brandt@pikkusyote.fi
https://pikkusyote.fi/en/
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Photos by Juha Nyman, City of Pudasjärvi

プログラム1
The Pudasjärvi Log Campus 
プダスヤルヴィのログキャンパス

フィンランド教育を行う世界最大のログ建築の学校（ログハウス
学校）です。
教育分野や建築業の専門家、意思決定者向けの、ログハウス学
校と教育システムに関する1～2時間の紹介です。

対象：教育分野や建築業の専門家、意思決定者

プログラム2
Pudasjärvi ,  the Log Capita l
プダスヤルヴィ・ログキャピタル

小さな町の木造建築ミッション：世界的な近代木造建築とその
歴史を学び、世界最大のログ建築の学校（ログハウス学校）を見
学します（30分）。加えて、ご希望に合わせた様々なログ建築の
施設を訪問します（介護施設、保育所、ログハウスメーカー、オ
フィススペース、地元の歴史博物館や教会など）。
近代的な木造建築物とその歴史的なルーツを紹介しながら約
15kmを旅する1時間30分のバスツアーです。

対象：建築家や建築業の専門家および意思決定者

プログラム3
Pudasjärvi ,  Log Bui ld ings Edu & Care
プダスヤルヴィのログ建築施設による教育と介護

世界をリードするログハウスの保育所や、ログハウスのサービス
付き高齢者向け住宅、ログ建築の総合学校（ログハウス学校）を
訪問する1時間の見学ツアーです。木造建築のプロが手掛けた、
環境や利用者に優しい近代的なログハウスで、フィンランドの教
育や介護が実践されています。ご希望に応じて、ログハウスメー
カーの工場訪問も追加できます。

対象：教育や介護、建築・建設、建造物計画の専門家および意思決定者

プダスヤルヴィは近代的なログ建築で世界をリードする
町で、ログハウスメーカーのコンティオ（Kont io）もあり
ます。

問い合わせ：
Mr. Markus Luukkonen （マルクス・ルーッコネン）
markus. luukkonen@pudasjar v i .fi 
+358 40 706 4723

mailto:markus.luukkonen@pudasjarvi.fi
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プログラム1
Camp School programme in Vihiluoto: Nature and Nightless Night　
ヴィヒルオトでのスクールキャンププログラム：フィンランドの
自然と太陽が沈まない夜

北の自然と白夜を体験し、フィンランド人流に楽しもう！

1日目：
海辺にあるラップランド式の小屋で夕食
夕食は小屋の中の焚火で調理します。食事と野外で過ごす時間
を楽しみましょう。

2日目：
ヴィヒルオトの自然ツアー
澄んだ空気の中で、フィンランドの伝統的なアウトドアゲームや
アクティビティを体験します。
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
ゼッペリンショッピングモールでお買い物
ホテルで夕食
太陽が沈まない夜のカヌートリップ。北の地ならではの白夜を体
験し、海からオウルの町やオウル川の中州を眺めましょう。
ホテルで夜のおやつ

3日目：
ケンペレ博物館のガイド付きツアーでフィンランドの歴史を楽し
く学びます。
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
ヴィヒルオト自然遊歩道でファットバイク体験

対象：スクールキャンプで学びたい方
参加人数：15～20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：追加料金にて日本語または中国語の通訳を手配可能
時期：5月から9月まで
所要時間：2泊3日
場所：Vihi luoto 10 , Kempele
参加証明書や修了証の発行：有

プログラム2
Camp School programme in Vihiluoto: Northern l ights, 
F innish Christmas and frozen sea
ヴィヒルオトでのスクールキャンププログラム：オーロラと氷
海、フィンランドのクリスマスを体験しよう

オーロラハンティングツアーやフィンランドの伝統的なクリスマスを
体験してみませんか。クリスマスの特別な食事を楽しみながらサンタ
クロースと一緒にお祝いしましょう。また凍りついた海の空気を体感
し、海辺のラップランド式の小屋で伝統的な食事を楽しみます。

1日目: 
海辺にあるラップランド式の小屋で夕食
氷海のそばにある小屋の中で、焚火を使って夕食を調理します。仲間と一緒
に食事を楽しみながら星空の下でラップランド流の時間を過ごしましょう。 

2日目:
ヴィヒルオトの自然ツアー
澄んだ空気の中で、フィンランドの伝統的なゲームを凍った海の
近くで体験します。
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
サンタクロースに会いに行こう。ケンペレ博物館でフィンランド
の伝統的なクリスマスについて学び、クリスマスメニューをご馳
走になります。オーロラハンティングバスツアーでオーロラ現象
について学びます（おやつ付き）。

3日目: 
ナッリカリウィンターヴィレッジを訪問。トナカイやハスキー犬に
会い、雪遊びをします。
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
氷海の上またはヴィヒルオト自然遊歩道でスノーシュー体験
ゼッペリンショッピングモールでお買い物

対象：スクールキャンプで学びたい方
参加人数：15～20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：追加料金にて日本語または中国語の通訳を手配可能
時期：9月～4月（その年の気候にもよりますが、通常1月～3月にかけて
海が凍ります。それ以外の時期における凍った海でのアクティビティは、
ヴィヒルオトの自然や海岸で実施されます。）
所要時間：2泊3日
場所：Vihi luoto 10 , Kempele
参加証明書や修了証の発行：有

フィンランディアホテルエアポート・オウルは、オウル空
港から4km先の海岸にある美しいホテルです。海辺のと
ても静かな場所にあり、美しい海の眺めが自慢です。ホ
テルから始まるヴィヒルオト（Vih i luoto）の自然遊歩道
は、ケンペレ湾（Kempe l e en l ah t i）の海岸まで続いて
います。ここは野鳥愛好家にぴったりで、無数の野鳥を
見ることができます。冬には凍る海のすぐそばにあるラ
ップランド式の小屋や、当ホテルオリジナルのスペイン

料理レストランも魅力のひとつです。ホテルには素晴ら
しいフィンランド式サウナもついています。

問い合わせ：
Mr. Pentt i  Säkkinen（ペンッティ・サッキネン）
Vih i luoto 10, 90440 Kempele 
sa les@airpor thote l .fi   
+358 8 514 5100

mailto:sales@airporthotel.fi
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サンタズリゾート＆スパホテルサニが提供する冬の教育キャンプでは、
海辺の高品質なホテルリゾートでフィンランドの冬の魅力を堪能するこ
とができます。カラヨキでは四季を通して北の大自然を楽しむことがで
きます。ボスニア湾の海岸で心に残る体験をしてみませんか。私達のス
クールキャンプや教育旅行プログラムには、食事とスパの利用、地元の
学校への訪問が含まれます。フィンランドの文化やフィンランドの学校生
活を知り、仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！宿泊や学校プロ
グラムに、地元ならではのアクティビティや教育ワークショップを組み合
わせることも可能です。冬のカラヨキで本物の北の自然を発見し、英語
で自然について学びましょう。同時にアウトドアスキルを習得し、チーム
ワークやコミュニケーション能力を養うことができるでしょう！

プログラム例
1日目：カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニに
チェックインし、歓迎の夕食をとります。

2日目：チームビルディングのアクティビティをします。凍った海の上で、
北の地ならではの冒険に出掛けましょう。ハスキーサファリを楽しんだ
ら、焚火にあたり軽く昼食を食べ、アイスフィッシングを体験します。

3日目：北の自然ワークショップを体験します。ガイドと一緒に海洋自
然センターを見学したら、スパや野外で自由時間を過ごします。夕食後
にはガイドと一緒にオーロラハントと星空ツアーに出掛けましょう！

4日目：楽しい冬のアクティビティをします！ガイドと一緒にアイス
サーフィンやスキー、スケート、スノーシューなどを体験します。

5日目：出発日

プログラムには、食事とスパの利用が含まれます。希望に合わせて、インドア
またはアウトドアアクティビティを追加しながら、一緒に最適なプログラムを
作成することもできます。尚、野外でのアクティビティは天候次第となります。

対象：学校の団体や教育視察の方
対象年齢：10歳以上
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：冬季（12月～3月）
所要時間：希望によります（例えば4泊5日など）
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：有

このプログラムは、フィンランドでのK-12（保育所年長から高校
卒業まで）の教育に関する基礎知識と現場での教育学の実践を
紹介するガイド付きツアーです。

リンナカンガス・コミュニティセンター＆スクールは2008年に設
立され、最新の施設は2016年と2018年に完成しました。一つの
建物に保育所、プレスクール、1年生から9年生までの総合学校が
入っており、生徒900名とスタッフ100名が在籍しています。

主な校訓は、互いを知り、臆することなく試し、それぞれが学び
共に成功することです。本校では、必要に応じて変化できるラー
ニングセルという柔軟な学習環境を提供しています。音響に考慮
した手法によりこの環境を実現しています。また私達は活動の中
で生まれるコミュニティの感覚を大切にしています。教員達は各
学年にてチームで指導を行い、学習への柔軟な対応や様々な教
育を実践しています。そして学習者ごとの異なる課題をサポート
し、生徒それぞれのラーニングパスを支援しています。本校はま
た、生徒達の健康や職場環境の保全にも努めています。

プログラムはオーダーメイドで作成できます。本校の生徒との交
流も可能で、家庭科や体育、英語の授業などを一緒に体験する
ことができます。
学校給食も追加できます（別料金）。

対象：教育分野の専門家またはスクールキャンプの団体
参加人数：10～20人
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語または中国語の通訳を手配可能
時期：8月から5月までの学期中
所要時間：1時間半
場所：Linnakaar to 20 in Kempele
オウルからの距離・所要時間：14km
参加証明書や修了証の発行：有（公式なものではありませんが、プログ
ラムの参加証明書をお渡しすることができます）

VISIT TO LINNAKANGAS COMMUNITY CENTRE AND SCHOOL
リンナカンガス・コミュニティセンター＆スクール訪問

サンタズリゾート＆スパホテルサニが提供する教育キャンプでは、高
品質な海辺のホテルリゾートでフィンランドの自然の魅力を堪能
することができます。カラヨキでは四季を通して北の大自然を楽し
むことができます。ボスニア湾の海岸で心に残る体験をしてみませ
んか。私達のスクールキャンプや教育旅行プログラムには、食事
とスパの利用、地元の学校への訪問が含まれます。フィンランドの
学校生活や文化を知り、仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う！宿泊や学校プログラムに、地元ならではのアクティビティや教
育ワークショップを組み合わせることも可能です。カラヨキで本物
の北の自然を発見し、フィンランドの美しい自然や森、海岸につい
て英語で学びます。同時にアウトドアスキルを習得し、チームワー
クやコミュニケーション能力を養うことができるでしょう！

プログラム例
1日目：カラヨキに到着。サンタズリゾート＆スパホテルサニに
チェックインし、歓迎の夕食をとります。

2日目：チームビルディングのアクティビティをします。ファットバイ
クで砂丘や森を探索し、焚火にあたりながら軽く昼食を食べます。

3日目：北の自然ワークショップを体験します。ガイドと一緒にカヤック
やスタンドアップパドル（SUP）で群島を巡る旅にでます。夕食後にはガ
イドと一緒に、夏は白夜の散歩、秋はオーロラハントに出掛けましょう！

4日目：アドベンチャーパーク・パッカ（フィールドアスレチック）
またはその他のアウトドアアクティビティを楽しみます。

5日目：出発日

プログラムには、食事とスパの利用が含まれます。希望に合わせ
て、インドアまたはアウトドアアクティビティを追加しながら、一
緒に最適なプログラムを作成することもできます。

対象：学校の団体や教育視察の方
対象年齢：10歳以上
参加人数：10～100人
言語：英語
通訳：イタリア語
時期：春から秋まで
所要時間：希望によります
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や認定証の発行：有

ケンペレは都会の雰囲気と田舎の生活が心地よく交わ
る若々しく活発な町です。歴史を学べるプログラムやレ
ジャーアクティビティなど、様々な質の高いサービスを
提供しています。オウル空港から約4kmの美しい海岸沿
いにある小さな町へぜひお越しください。

問い合わせ：
Mr. T imo Kalermo （ティモ・カレルモ）
t imo.ka lermo@kempele.fi  
+358 44 497 2242 
www.kempele.fi/en

mailto:timo.kalermo@kempele.fi
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リトリート：ガールズパワー起業家プログラム

ワークショップ、地元の活気ある女性起業家達との会話、ウェル
ビーイングを組み合わせたプログラムです。

1日目：
カラヨキに到着。海が見えるコテージにて宿泊。

2日目：
朝食をとり、カラヨキの起業家精神ワークショップにて地元の女
性 起 業 家 達 の 経 験 談 を聞きます。カフェ・ビー チローズ
（Bea c hRo s e）で昼食をとり、午後はセレクトショップのオー
ナーによる手工芸ワークショップを体験します。それから起業家
との会話が続き、夕食の前にはヨガと労働衛生をテーマにした
セッションを行います。夕食をとり、海が見えるコテージに宿泊し
ます。

3日目：
朝食をとり、女性起業家達の会社（Day Spaなど）を訪問します。起
業までの経験談を聞き、ウェルビーイングがテーマのアクティビ
ティを体験したら、サンディ・ケルト（Sandy Kel t）にて昼食をと
ります。昼食後に美容院を予約することも可能です。アウトドア
アクティビティを体験し、夕食時にはワインテイスティングをし
ます。夕食後、海が見えるコテージに宿泊します。

4日目：
朝食をとり、シーポ川の川沿いを地元ガイドと一緒にハイキング
します。焚火で昼食をとりながら、カラヨキの自然や起業に関す
る話を聞きます。レッピカルヴォ（Leppikar vo）の小屋で起業家
精神に関する講義を受け（おやつを用意）、お菓子を一緒に焼き
ます。夕食後、海が見えるコテージに宿泊します。

5日目：
出発日

対象：働く女性や大学生、大学教員
プログラムは教育分野の専門家や大人に適しているか：いいえ
プログラムはスクールキャンプや修学旅行に適しているか：いいえ
参加人数：3～10人
言語：英語
通訳：追加料金にて手配可能
時期： 9月～6 月（平日のみ）
所要時間：4泊5日
場所：カラヨキ
オウルからの距離・所要時間：2時間
参加証明書や修了証の発行：無

ケンペレ町文化サービスは、質の高い文化イベントや体
験を幅広く提供しています。

問い合わせ：
Ms. Anne Toppari（アンネ・トッパリ） 
anne.toppar i@kempele.fi 
+358 50 463 6457
www.kempele.fi/en

フィンランド人流のクリスマスの祝い方を体験しましょう。サンタク
ロースに会い、フィンランドの伝統的なクリスマスの食事をいただき
ます。プログラムはケンペレ博物館で実施されます。

サンタクロースに会い、クリスマスの伝統的な食事を堪能しなが
ら、フィンランド人流のクリスマスのお祝いを体験することができま
す。プログラムが実施されるケンペレ博物館は、1886年に建てられ
たフィンランドの典型的な農家の小屋で、不思議な雰囲気を漂わせ
ています。子供の頃の思い出が蘇るような温かく思い出に残る体験
をし、昔のフィンランド人の考え方を学ぶことができるでしょう。

プログラム1： 
ケンペレ博物館に到着
ガイドが博物館について紹介し、フィンランドの伝統的なクリスマス
文化、クリスマスイブに行われるイベント、食文化、クリスマスの準
備や贈り物、歴史について説明します。
フィンランドの伝統的なクリスマスメニュー（3品コース）を堪能し
ます。
サンタクロースに会い、小さなプレゼントをもらいます。

対象：フィンランドの歴史に関心のある専門家またはスクールキャンプの
参加者
言語：英語、フィンランド語
通訳：日本語または中国語
時期：9月から4月まで
所要時間：2時間
場所：Kirkkot ie 18 , 90440 Kempele
オウルからの距離・所要時間：13km（20分）
参加証明書や修了証の発行：有

INTRODUCTION TO TRADITIONAL FINNISH CHRISTMAS,
 AN AUTHENTIC CHRISTMAS EXPERIENCE 
フィンランドの伝統的なクリスマス文化を知り、
本物を体験しよう

mailto:anne.toppari@kempele.fi
https://www.visitkempele.fi/en/frontpage.html
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ボスニア湾の沿岸にありピュハヨキ川がそばを流れるピュハ
ヨキ町は、その手つかずの自然と活気ある雰囲気が持ち味で
す。この町は、誰もが安心して参加できる多様性あるコミュニ
ティを作り上げていることが強みであり、それを作っていくこ
とを方針としています。ピュハヨキは小さな町でありながら
も、雇用数やサービス、住民の数は増え続けています。その
背景にある現在進行中のハンヒキヴィ（Hanhikivi）第一原子
力発電所プロジェクトや現在建設中の風力発電所は、ピュハ
ヨキの雇用や起業活動の未来を明るく照らしています。この
大規模な産業プロジェクトは、ビジネスが繁栄するための生
産的な環境を生み出しているのです。
政府機関や企業、非営利組織や団体など、様々なセクターが
交わったネットワークによって、統合的な制度や慣習が作り出
され、起業家がよりビジネスを始めやすくなり、また様々な言
語での資料が手に入るようになってきています。
国際化によりピュハヨキに住む人々が豊かで多様になり、誇り
を持てるようになっています。また統合政策活動の目的や領
域は、言語サポートから異文化間の対話の促進まで多岐にわ
たっています。

問い合わせ：
Ms. Anne Ontero  （アンネ・オンテロ）
anne.ontero@edu.pyhajoki .fi  
www.pyhajoki .fi

ピュハヨキでは全ての村で、高い品質の乳幼児教育とケアの機会が
平等に提供されています。乳幼児教育では遊びを通して子供達の総
合的な成長と発達、学習を促進することを目的としています。また基
礎教育では、生徒たちが人として成長し、倫理的で責任ある社会の
一員になれるよう、また生きる上で必要な知識やスキルを習得でき
るようサポートしています。

ピュハヨキ高校では、生徒それぞれの自己決定と自立学習、アント
レプレナーシップ教育に特に力を入れています。前向きな姿勢や起
業家精神に基づく考え方を育み、起業家としての知識やスキルを習
得できるよう指導しています。生徒達は授業の一環として、自ら責任
を持って毎週地元紙を発行したり、毎年開催される地域の起業フェ
アに出展したりします。このような実践的な環境の中で、起業家精
神文化や実践的な手法の育成を実現しています。カリキュラムの一
環として、継続的に実施している国際プロジェクトや年に一度の海
外研修もあり、国内外に功績を残しています。また本校では、現職
教員向けに内容言語統合型学習（CLIL）の研修を何年にも渡り
行っています。エラスムス・プラス（Erasmus+）の資金援助のもと、
フィンランド国内や英国教育機関ユニバーシティ・カレッジ・ロンド
ンのCLIL教育専門家らが協力し、ヨーロッパの教員向け能力開発
コースや、フィンランドまたはヨーロッパ外の教員向け研修コースを
実施しています。

移民の子供達で、十分にフィンランド語が出来ずに通常の授業への

参加が難しい場合には、国家カリキュラムに基づき個別の授業計画
書を作成しています。子供達がフィンランド社会に参加できるよう、
また国家カリキュラムが提唱する必要なスキルを習得できるようサ
ポートするのが目的です。

エラスムス・プラスやその他の教育プログラムの視察、学校訪問は
年間を通して受け入れています。ジョブシャドウイングはフィンラン
ド国内やEU圏外からの参加はもちろん、公式なエラスムス・プラス
のプログラムの一環として実施することができます。参加者は1日か
ら10日間の中で事前に取り決めた期間に研修をします。指導、様々
な活動や打ち合わせなどを含む教員の一日の仕事に日々同行し観
察することで、どのような仕事をしているのかを体験することができ
ます。
 
Erasmus K1 Job Shadowing / Educational Visits in Pyhäjoki
エラスムス・ジョブシャドウイング / ピュハヨキでの教育視察

1日目　   テーマ：複式学級（学年混合クラス）における指導
9‒9:30    サーリ中学校（Saaren koulu）にて歓迎の挨拶（校長や教員）
9:45‒14:30 ヴェックラ（Vekkula）保育所を訪問し、ウッパリ（Yppäri）
            のプレスクールと小学校（複式学級）を見学
夕方　    ピュハヨキの町を観光

2日目　   テーマ：実践を通した学び - 学校教育での実践的な指導科目
9‒14:45   ピュハヨキ中心地にあるフヴィクンプ（Huvikumpu）とキッサン
                クルマ（Kissankulma）保育所とプレスクール、サーリ小学校（1～6年生）
            を訪問、参加者からの挨拶とプレゼンテーション
            小学校での使用教材や学習方法に関するディスカッション
夕方　    生徒と一緒に放課後のアクティビティ（追加カリキュラム）

3日目　   テーマ：個々の違い、少人数でのグループワーク 
9‒14:45   サーリ小学校（1～6年生）を訪問
夕方　    ピュハヨキにてハイキング

4日目　   テーマ：周辺地域の教育機会
9‒12       ラーヘ（Raahe）観光（ピュハヨキから30kmほど北にある小さな町）
               ランギンカウッパフオネ（Langin Kauppahuone）で昼食
12‒15:30 ラーヘにて教育視察

5日目　   テーマ：中学校での義務教育と選択授業
9‒14:45   サーリ中学校（7～9年生）を訪問
夕方　    カラヨキの海洋センターを訪問

6日目　   テーマ：学術研究をサポートする芸術や実技教科
9‒12      サーリ小・中学校で学校教育における芸術や実技教科の導入について学ぶ
12‒16     テーマ：統合的学習と自律的学習 
            ピュハヨキの高校が取り組んでいるプロジェクトについて学ぶ
           （校長や生徒に面会）

7日目　   テーマ：ピュハヨキの言語教育
9‒14:45   サーリ中学校とピュハヨキの高校にて言語授業を見学

8日目　   テーマ：小さな村での乳幼児教育と初等教育 
9‒12      ピルッティコスキ（Pirttikoski）を訪問
12‒15     パルハラハティ（Parhalahti）を訪問

9日目　   テーマ：実践的な環境でのアントレプレナーシップ教育
9‒15       高校訪問（校長や生徒に面会）

10日目　 お別れとディスカッション
8:00‒     高校訪問（校長や教員に面会）

対象：ジョブシャドウイングはフィンランド国内やEU圏外からの参加は
もちろん、公式なエラスムス・プラスのプログラムの一環として実施する
ことができます。
言語：英語、フィンランド語
通訳：有
時期：年間を通して実施
所要時間：1日～10日間
場所：ピュハヨキ
オウルからの距離・所要時間：1時間半

IERASMUS K1 JOB SHADOWING /
 EDUCATIONAL VISITS IN PYHÄJOKI
エラスムス・ジョブシャドウイング /
ピュハヨキでの教育視察

mailto:anne.ontero@edu.pyhajoki.fi
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イー（Ii）はおよそ1万人が住む海沿いにある町で、オウ
ル市からは35km、ボスニア湾に面し3つの川が近くを
流れています。多くの人がこの「イー」という短くて珍し
い地名を不思議に思っています。これはサーミ語の
「夜」を意味する「idja」または「ij j e」という言葉に由
来すると言われています。

イー町はヨーロッパ国内でも気候変動対策をしっかり実
行している町として知られ、数々の賞を受賞しています。
住民や産業専門家、企業と協力しながら、ゼロ・エミッ
ションでゼロ・ウェイスト（無駄、ごみ、浪費をなくす）
コミュニティになることを目指しています。この町は、
EUの気候変動対策の目標よりも30年早く、CO2の排出
量を80％削減するという大きな目標を掲げています。

イー町は消費エネルギーの10倍以上の再生可能エネル
ギー（水力、風力、太陽光発電）を生産しています。ビ
ジネスの創出や経済的な節約をしつつ、環境負荷を減
らし住民のウェルビーイング向上に繋がるという、循環
型経済の実現に力を入れています。

またイー町では、自然遊歩道のハイキングや釣り、ベリー摘
み、カヤックなどのアウトドアアクティビティを楽しむこ
とができます。人気の観光エリアは環境アート公園やハ
ミナ（Ham ina）の歴史的な町並み、クルットゥーリカ
ウッピラ（Kult tuur ikauppi la）アートセンターです。

問い合わせ：
Ms. Johanna Jakku-Hiivala （ヨハンナ・ヤック-ヒーヴァラ）
johanna.jakku-hi iva la@micropol is .fi 
+358 40 024 2290 
v is i t i i .fi/en

北フィンランドの小さな町は、どのようにしてヨーロッパで最も環境
に優しい町になれたのでしょう？イー町は既にCO2の排出を60％以
上削減し、自治体の年間歳入は200万ユーロ以上、100以上の新し
い雇用を生み出すことに成功しています。
イー町が取り組む気候変動対策と、より良い持続可能な未来を目指
す住民の意識や活動への参加は、世界中のメディアの興味を惹き、
海外ニュースなどでも取り上げられました。
エネルギーの専門家達が、私達の気候変動への取り組みや受賞歴
もある様々な手法を紹介します。どのように再生可能エネルギーや
環境に優しい交通手段へと切り替えるのか、またどのように住民の
意識を高め、活動への参加を促すのかを知ることができるでしょ
う。それから学校で子供達の取り組みに関するエナジー・エージェ
ントワークショップに参加します。若きエージェント達が次の気候変
動ヒーローになる為に必要なことを教えてくれるでしょう。
地元の学校や保育所では50/50コンセプトを取り入れています。こ
のコンセプトは、学校が暖房や電力、水の使用を50％節減すれば、
残りの50％のお金が還元され、スポーツ用品の購入などに充てるこ
とができるという仕組みです。この取り組みにより住民の環境への
意識を高め、より積極的にエネルギー使用を控える行動を促すこと
に成功しました。

ぜひイー町を訪れ、学び、刺激を受けてください！私たちの気候変
動ヒーローチームの生涯会員になりませんか。

•2015年、フィンランドで最も排出ガスを削減した地域となる。
•2017年、イー町の革新的な低炭素公的サービスが、欧州委員会の
RegioStars賞（革新的な地域の取り組みに贈られる賞）をエネル
ギーユニオン：気候変動対策部門にて獲得。特にイー町の住民への
取り組み参加の促進や革新性が評価された。
•2017年、北欧閣僚理事会にて、北欧地域の最も優れたバイオエコ
ノミーの実践例の一つとして取り上げられる。
•2019年、全ての人に気候変動対策の行動を促しているとして、政策
イノベーション賞のエコロジー部門にて表彰される。

対象：自治体や政府機関の職員、教育分野の専門家、学校の団体（大人
や教育分野の専門家またはスクールキャンプや修学旅行に適していま
す）
対象年齢：10歳以上
参加人数：2～30人
言語：英語、フィンランド語
通訳：英語またはフィンランド語の通訳を手配可能
時期：9月から5月までの平日（その他の日程は要相談）
所要時間：4時間
場所：イー町（ミクロポリス社 、住所：Piis i l ta 1, I i）
オウルからの距離・所要時間：30分
参加証明書や修了証の発行：有（希望があれば発行します）

LEARN EUROPE’S BEST CLIMATE WORK AND BECOME
 THE NEXT CLIMATE HERO
ヨーロッパ最良の気候変動対策を学び、
次の気候変動ヒーローになろう

mailto:johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi
https://www.visitii.fi/en
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日本語サービス

たなか家教育研究所は、学生や大人向けにフィンランドの教育
や文化を体験していただけるユニークなプログラムを提供してい
ます。プログラムの主なテーマは「SDGs（持続可能な開発目標）」と
「教育」です。個人や団体向けにツアーを手配し、ツアーだけで
なくワークショップもアレンジしています。

メンバーの田中潤子は教育分野の専門家で、日本では放課後
NPOアフタースクールで教育に従事し、現在はオウル大学にてフ
ィンランドの教育システムを研究しています。

TANAKA FAMILY EDUCATIONAL RESEARCH LAB
たなか家教育研究所

Mr. Wataru Tanaka（田中 航）
& Ms. Junko Tanaka（田中 潤子）

watarut0717@gmai l .com
tanaka-ke-tourp lanning . loca l info. jp
+358 40 3238947

ゆとりエデュケーショナルコーディネーションは、教育分野のプ
ログラムやワークショップ、ツアーの手配から通訳・翻訳まで、フ
ィンランド教育に興味のある企業や個人向けに、幅広いサービ
スを提供しています。

次のようなサービスを提供しています： 
• 教育旅行の代理店や専門家向けに、教育視察やツアーのプランニング
• 日本の学校や企業、専門家とフィンランドの教育機関との交渉仲介
• 通訳または翻訳業務（英語・日本語）
• その他コーディネーション業務(記事の執筆や地元の専門家への取材などの手配)

日本とフィンランド両方の教育現場での経験を活かし、皆さんが
内容をより深く理解できるような正確な通訳・翻訳をご提供し、
ご要望に合わせたプランを作成することができます。ご質問があ
ればお気軽にお問い合わせください。

専門分野について：オウル大学教育学部のLearning and Educational 
Techno logy (LET )というプログラムにて修士号を取得。研究分
野は、ICTの教育への活用（例：デジタル教材やオンライン教育）
と協同学習（日本ではアクティブ・ラーニングとも呼ばれる）。

これらの分野やフィンランド教育に関する記事をこちらから読む
ことができます
 www.yutor i-edu.com（日本語のみ）

YUTORI EDUCATIONAL COORDINATION
ゆとりエデュケーショナルコーディネーション

Ms. Azusa Nakata（中田 あず紗）
azusa .nakata@yutor i-edu.com 
yutor i-edu.com
+358417169678

教育視察や文化体験をオーダーメイドで手配し、通訳付き（日本
語または英語）でご案内しています。また教育プログラムの企画
やコンサルティングも行っています。学びとは、共に探求し本物
を体験する中で変化と進歩が求められるとき、最大限に発揮さ
れます。弊社ではご要望をじっくりヒアリングしてから、訪問先
を計画していきます。フィンランドの教育や文化を深く知ること
で、違った視点から母国の良さを発見できるような学びの体験を
ご提供いたします。

訪問先として、保育所から大学までの全てのレベルの教育機関
や、文化・教育施設（博物館や科学センター）への訪問、また文
化活動や講義の受講、民間企業の担当者との面会などがありま
す。共に創り上げていくプランに制限はありません。 

対象：フィンランドの教育や文化を掘り下げて学ぶ体験に興味が
ある方（特に教育または研究機関、行政機関や組織に所属して
いる個人や団体向け）

UBUSUNA
ウブスナ

Mr. Erkki Lassi la（エルッキ・ラッシラ）
& Ms. Aya Suzuki （鈴木 絢）
erkk i . lass i la@gmai l .com
+358 40 351 7253

ルオミネン株式会社はツアーオペレーターとし
て、個人から団体まで皆さんがスムーズに滞
在を楽しめるようにサポートし、団体旅行やス
クールキャンプ、個人旅行やガイドサービス
（英語・日本語）を手配しています。

ルオミネンの創設者である大島七子は、オウ
ル移住前にもフィンランドを7回訪れていま
す。また 3カ国での子育て経験を通して、様々
な国の教育制度の違いを体感してきました。

LUOMINEN OY
ルオミネン株式会社

Ms. Nanako Oshima（大島 七子）
nanako.osh ima@luominen-fi.com
+358 40 325 7045

mailto:watarut0717@gmail.com
mailto:erkki.lassila@gmail.com
mailto:nanako.oshima@luominen-fi.com
https://tanaka-ke-tourplanning.localinfo.jp
mailto:azusa.nakata@yutori-edu.com
https://yutori-edu.com
https://yutori-edu.com
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DMC（デスティネーション・マネジメント・カンパニー）

 

ゴー・アークティックは、フィンランドやオウル地域の旅行やアク
ティビティなどのサービスを提供している、北の体験のスペシャ
リストです。レジャーや教育コンテンツに最適な、幅広いワーク
ショップやアクティビティを揃えています。ゴー・アークティック
はオウル地域の観光公式ガイド予約サービスも行っており、13の
異なる言語での観光公式ガイドを派遣することができます。

レジャー旅行、スクールキャンプ、教育・産業視察など、ご要望に
合わせて旅行パッケージを提案させていただきます。ゴー・アー
クティックは、長きに渡りオウル地域で海外のお客様へサービス
を提供してきました。旅行プログラムを完成させるのにレジャー
アクティビティを追加したい場合は、ガイド付き市内観光や季節
の自然体験型アクティビティなど、ゴー・アークティックの様々な
プログラムを是非ご利用ください。またオウル地域の観光公式
ガイド予約サービスも行っております。何か特別な体験をご希望
でしたら、北の氷海での浮遊体験プログラムなどもお勧めです。
運が良ければオーロラも見られるかもしれませんよ！

イベント等でフィンランドにお越しの際は、その前後にツアーを
手配することも可能です。また私達の持つネットワークを活用し
パートナー企業と協力しながら、空港送迎など全てのサービスを
含めた、オウル地域でのフルパッケージを作成することもできま
す。参加者の皆さんが充実した教育・産業視察と北の地ならでは
の体験をできるように、地元のスペシャリストである私達が最適
なパッケージを作成するお手伝いをします。

GO ARCTIC / ARCTIC EDU-TECH TRAVEL
ゴー・アークティック / アークティック・エデュテック・トラベル

Ms. Kirs i Eskola（キルシ・エスコラ）

k irs i .esko la@goarct ic .fi
+358 44 433 3151
www.goarct ic .fi/en

弊社では、カラヨキ地域の宿泊施設やアクティビティなどのサー
ビスを全て手配できます！

砂丘エリア「ヒエッカサルカット（Hiekkasärkät）」が特徴のカ
ラヨキは、手付かずの海の自然に囲まれたコンパクトなホリデー
リゾートで、様々なアクティビティを楽しむことができます。カラ
ヨキブッキングセンターは、旅行業者としての資格を持つカラヨ
キリゾートのデスティネーションマネジメントカンパニー（DMC）
で、教育視察やスタディツアー、スクールキャンプ、地元の家庭
へのホームステイ、個人や団体向けのパッケージ、レジャープロ
グラム、産業視察、イベントや会議など幅広いサービスを提供し
ています。さらに、約300ある膨大な宿泊オプションもカラヨキ
の魅力の一つです。またカラヨキは、日本人学生グループを過去
19年に渡り受け入れてきました（友好姉妹都市である島根県出
雲市と協力）。

カラヨキブッキングセンターは、フィンランド国内にあるブッキン
グセンターグループの一つです。北フィンランドではシュオテ、ロ
クア、カラヨキの3つの地域にオフィスがあります。

KALAJOKI BOOKING CENTRE
カラヨキブッキングセンター

Ms. Laura Kuja la（ラウラ・クヤラ）
laura .kuja la@kalajok ikeskusvaraamo.fi
+358 8 466 691
www.book ingka lajok i .fi

 

サーガトラベルは、ラップランドやオウル地域等で高品質な移動
手段やDMCサービスをご提供するフルサービスの旅行会社で
す。

モダンで多機能な専用車は、V I Pセダンから最大79人乗りの豪
華な観光バスまで幅広く揃えています。これらのサービスに加え
て、宿泊施設や教育訪問プログラム、食事、レジャーアクティビ
ティ、ラップランドへの観光などオウル地域での教育訪問に必要
な全てのサービスを手配することが可能です。学生グループには
地元のフィンランド人家庭へのホームステイも手配出来ます。

SAAGA TRAVEL
サーガ トラベル

Ms. Johanna Salmela
（ヨハンナ・サルメラ）
johanna@saagatrave l .fi
+358 40｠826 2345
www.saagatrave l .com

mailto:kirsi.eskola@goarctic.fi
mailto:johanna@saagatravel.fi
https://www.goarctic.fi/en/
mailto:laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
https://kalajokikeskusvaraamo.fi/en/
https://visitoulu.fi/ja/tuote/saaga-travel-6/
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Contact List

株式会社Foresight Marketing
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-9-11

FROM EAST TOKYO 5F
Te l:03-6661-2045

担当者：能登重好、石川真由
E-mai l：s.noto@fores ight-market ing .net
m. ish ikawa@fores ight-market ing .net
URL: www.fores ight-market ing .net

株式会社クオニイツムラーレジャパン
東京支店

〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル2階
TEL:03-5791-8300

tokyo@kuoni tumlare.com

大阪支店
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル6階

TEL:06-6459-3400
osaka@kuoni tumlare.com

　　
名古屋支店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス9階
TEL:052-259-2810

nagoya@kuoni tumlare.com

福岡支店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル5階

TEL:092-720-1220
fukuoka@kuoni tumlare.com
URL: www.kuon i tumlare.com
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