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THE CAPITAL OF NORTHERN SCANDINAVIA
-オウル- 教育・産業視察のトップデスティネーション

オウルはヨーロッパ北極圏の中でも、今最も急成長している街です。スウェーデン、ノルウェー、ロシアに挟まれた、活気的
なビジネスが多く展開している注目度の高いこの街は、ヘルシンキからも飛行機でわずか1時間です。フィンランド北部の
商業、物流、文化の中心地であるため、オウルは北部スカンジナビアの首都とも呼ばれ、オウルにある2つの大学には約
25,000人もの学生が在籍しています。

Driven by innovation イノベーションの街
オウル市は、ヘルステクノロジー、プリント情報技術、クリーンテックなどの主要なICT産業において最先端の研究を担って
います。また、5Gやモノのインターネット(IoT)技術の本拠地でもあります。現地のノキアの工場では未来のための5Gベー
スステーションを建設中で、オウル市内には革新的な5G技術を使った病院も建てられているところです。クリエイティブ産
業でも、オウルのゲーム産業は急成長しています。

International business 国際ビジネス
北極圏に近いことからも、オウルは観光にもお使いいただける町です。美しい自然環境と北極圏の温かいおもてなしにモ
ダンな科学技術が加わり、年間で多くの国際会議が催されています。リラックスした雰囲気のもと、国際ビジネスやネット
ワーキングができます。宿泊施設には十分な収容能力があります。

Leading city of education 教育の最先端
フィンランドの質の高い教育制度は世界でも有名です。例えば、OECDのPISAテストでもその質の高さは証明されています。
オウルは学生の町としても人気で、革新的な教授法を編み出す中心地でもあることから、フィンランド北部の中でも教育
の最先端の都市と言えます。オウルの教育関連ツアーでは、教育分野の専門家や成人向け研修プログラムや教育視察プロ
グラム、そして学校の校外研修やキャンプ向けのプログラムをご用意しています。

産業視察と教育関連プログラムでは、専門家、学生、個人や団体向けのツアーがあります。
フィンランドの産業や教育をより楽しく体験して深く知ることで、
その社会背景も知ることができる、そんな機会をご提供します。

ようこそ、注目のフィンランド北部・オウル地方へ！
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オウル地方
オウル市を中心とするオウル地方の特徴は、地方都市であ
りながら北欧屈指のハイテク産業都市オウルと、一歩離れ
るとキーミンキ急流、海や湖、森や山、オーロラまでの自然
の豊かさを享受できる環境です。オウル南部にはフィンラン
ドの北西部氷河期に造られたフィンランドで唯一のユネスコ
・ジオパークであるロクアジオパークの風景や、北東部には
フィンランド最南端のラップランド型の森を有するオーロラ
デスティネーション、シュオテの渓谷訪問をお楽しみ頂けま
す。国際的にも知られるバード・ウォッチングの聖地リミン
カ湾ビジターセンターは、季節ごとの野鳥を観察するのに最
適な場所です。カラヨキはフィンランド西部ではよく知られ
た砂丘のあるホリデーリゾートで長く日本の出雲市と姉妹都
市関係を築いて来ました。オウル地方ではこのような特徴
を組み合わせて魅力ある商品の企画が可能です。また、オ
ウルからラップランド最大の都市ロヴァニエミまでは２時間
30分という非常に便利な立地です。

www.visitoulu.fi/jaVisit Oulu　日本語ウェブサイト
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イベント、エリア情報、観光スポットなど
充実した情報をご紹介しています。

BusinessOulu ディレクター
ユハ・アラ・ムルスラ

(Mr. Juha Ala-Mursula)
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Code School Finland　
コードスクール　フィンランド

M/S Oulu, Merellinen Oulu Association: 
Education and Nature Activities on M/S Oulu, Education Camps
M/Sオウル、メレリネン・オウル協会：M/Sオウルの自然教育活動と教育キャンプ

Metsähallitus, Liminka Bay Visitor Centre: 
Guided birdwatching tour for school groups　
メッツァハッリトゥス・リミンカ湾ビジターセンター・学校団体の
ための野鳥観察ガイド付きツアー

Metsähallitus： Syöte Visitor Centre　　
メッツァハッリトゥス：シュオテ・ビジターセンター

Metsähallitus： School camp programs at Kalajoki Visitor Centre
メッツァハッリトゥス：カラヨキビジターセンターの学校キャンププログラム

1.3 KALAJOKI ‒ JAPAN: 18 YEARS OF
      STUDENT EXCHANGES
      カラヨキと日本：18年間の交流

Schools and education in or close to Kalajoki　
カラヨキ周辺の学校と教育機関

Juku Summer Camp　
ユクサマーキャンプ

School Camp with a school visit in Kalajoki, 
accommodation at Santa`s Resort & Spa Hotel
カラヨキの学校訪問とスクールキャンプ、サンタリゾート＆スパホテル宿泊

School program for high school students in Kalajoki with homestay　 
高校生向けカラヨキスクールプログラム（ホームステイ）

Study trip program with homestay accommodation in Kalajoki
カラヨキの教育旅行プログラムとホームステイ

Kalajoki Booking Centre Family Groups
カラヨキ予約センター・夏のファミリープログラム

2．OULU TECHNICAL VISITS
     オウル産業視察ツアー

2.1 BUSINESSOULU VISITS
      ビジネスオウル・視察

BusinessOulu Basic Presentation 
ビジネスオウル基本情報
 
BusinessOulu: ICT　
ビジネスオウル：ICT

BusinessOulu: OuluHealth　
ビジネスオウル：オウルヘルス
 
BusinessOulu: Oulu Cleantech　
ビジネスオウル：オウル・クリーンテック
 
BusinessOulu: 5G 
ビジネスオウル：5G
 
BusinessOulu: Oulu Convention Bureau ‒successful meetings
ビジネスオウル：オウル・コンベンションビューロー

2.2 VISITS TO BUSINESSOULU
      PARTNER COMPANIES
      ビジネスオウル・パートナー企業視察

Nokia 
ノキア

OYS TestLab　 
OYS（オウル大学病院）ラボ
 
Oulu WelfareLab　
オウル・ウェルフェアラボ
 
Oamk SimLab　 
OAMK（オウル応用科学大学）シムラボ
 
Oulun Palvelusäätiö 
オウルサービス財団
 
Finnish Institute of Occupational Health 
フィンランド労働安全衛生機関
 
PrintoCent 
プリントセント
 
LudoCraft 
ルドクラフト
 
Haltian　
ハルティアン
 
Verkotan　
ヴェルコタン
 
Northern Finland Work Safety Park
北部フィンランド労働安全衛生パーク
 
Planora　
プラノラ
 
Europeʼs best climate work ‒ 
the perfect test platform for cleantech solutions 
ヨーロッパ最高の環境ワーク －
クリーンテックの完璧なテストソリューション
 
Oulu Building Supervision 
オウル建造物管理
 
Pöyry　
ポウリュ
 
Sonnisaari Brewery 
ソンニサーリ醸造所

2.3 OTHER VISITS IN OULU
　　その他

Lecture on the Finnish Lifestyle　
フィンランドのライフスタイル
 
Go Arctic! Guided Tours in Oulu Region　
ゴー・アークティック！ガイド付オウルツアー
 
Olokoto: Nature as an Inspiration ‒ Meet the Artist 
オロコト：自然から得るインスピレーション-作家訪問
 
Lovi　
ロヴィ
 
Mediterapia Sport 
メディテラピアスポーツ

2.4 PUDASJÄRVI ‒ FINNISH CAPITAL
　　OF LOG ARCHITECTURE
　　プダスヤルヴィ：フィンランド・
　　ログ建築の中心地

The Log Capital Tour: 1.5-hour guided tour 
ログ建築ツアー：1.5時間のバスツアー
 
Pudasjärvi Log Campus　
プダスヤルヴィのログキャンパス
 
Pudasjärvi Log Mansion　
プダスヤルヴィのログマンション
 
Kontio Log Houses
コンティオログハウス
 
Pikku-Paavali Day Care Centre　
ピックパーヴァリ保育所

2.5 TECHNICAL VISITS IN KALAJOKI　
　　カラヨキへの産業視察
 
Companies of interest for technical visits 
programs in or close to Kalajoki
カラヨキ近郊の産業視察　提携会社
 
Technical visits in Kalajoki ‒ spa and hotel co-operation
カラヨキの産業視察-スパとホテルの協力
 
Technical visits to Kalajoki with 
accommodation in Santaʼs Sani Hotel
カラヨキで産業視察、サンタズ・サニホテル宿泊
 

2.6 TECHNICAL VISITS IN ROKUA　
　　ロクアでの産業視察

Pyhäkoski hydro power plant 
ピュハコスキ水力発電所
 
Villa Leppiniemi　
ヴィラ・レッピニエミ

SERVICE PROVIDERS
サービスプロバイダー

CONTACT LISTS 
コンタクトリスト
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OULU PROJECT
オウルプロジェクト

1. OULU EDUCATIONAL
    VISITS
    オウル教育関連ツアー

1.1 PROGRAMS FOR ADULTS AND
      PROFESSIONALS
　  教育関係者や専門家のためのプログラム

City of Oulu Educational and Cultural services
オウルの教育と文化サービス

Oulu City Library ‒ Centre for the arts, information and
culture, open for everyone
オウル市立図書館—　誰でも利用可能なアート・情報・文化センター

Oulu Vocational College and OSAO Edu Oy　
 オウル職業高等学校とOSAO Edu社

Oulu University of Applied Sciences　
オウル応用科学大学（OUAS）

University of Oulu, Extension School TOPIK 
オウル大学・エクステンションスクール・TOPIK

Finpeda: Finnish Education Study Tour
フィンペダ：フィンランド教育研修ツアー

Ros Cooper ‒ Professional Development Workshops　
ロスクーパー 教員研修ワークショップ
 
FINNOSCHOOL
フィンノスクール

1.2 PROGRAMS FOR SCHOOL GROUPS
      学校団体用ツアー

City of Oulu Educational and Cultural Services
オウル市教育文化サービス課

Go Arctic! Camp School in Oulu Region 
ゴー・アークティック！オウルでのキャンプ・スクール

Santa Claus Academy Finland ‒ Camp school program in Oulu,
Pudasjärvi or Taivalkoski　
サンタクロース・アカデミーフィンランド-オウル、プダスヤルヴィ
またはタイヴァルコスキでのキャンプスクールプログラム
　
School Program for High School Students in Liminka
with Homestay or Hotel-like Accomodation
リミンカ（Liminka）でのホームステイまたは宿泊施設を利用した
高校生のためのスクールプログラム

Rokua Health & Spa Hotel in Cooperation with Humanpolis
Oy: Rokua Geo Camp School　
ロクアヘルス＆スパホテルとヒューマンポリス社：ロクア・ジオキャンプスクール

Rokua school camp　
ロクア・スクールキャンプ

Utajärvi School Center
ウタヤルヴィ・スクールセンター

Hotel Pikku-Syöte Camp School　

03

ホテル・ピックシュオテのキャンプスクール



Nokia 
ノキア

OYS TestLab　 
OYS（オウル大学病院）ラボ
 
Oulu WelfareLab　
オウル・ウェルフェアラボ
 
Oamk SimLab　 
OAMK（オウル応用科学大学）シムラボ
 
Oulun Palvelusäätiö 
オウルサービス財団
 
Finnish Institute of Occupational Health 
フィンランド労働安全衛生機関
 
PrintoCent 
プリントセント
 
LudoCraft 
ルドクラフト
 
Haltian　
ハルティアン
 
Verkotan　
ヴェルコタン
 
Northern Finland Work Safety Park
北部フィンランド労働安全衛生パーク
 
Planora　
プラノラ
 
Europeʼs best climate work ‒ 
the perfect test platform for cleantech solutions 
ヨーロッパ最高の環境ワーク －
クリーンテックの完璧なテストソリューション
 
Oulu Building Supervision 
オウル建造物管理
 
Pöyry　
ポウリュ
 
Sonnisaari Brewery 
ソンニサーリ醸造所

2.3 OTHER VISITS IN OULU
　　その他

Lecture on the Finnish Lifestyle　
フィンランドのライフスタイル
 
Go Arctic! Guided Tours in Oulu Region　
ゴー・アークティック！ガイド付オウルツアー
 
Olokoto: Nature as an Inspiration ‒ Meet the Artist 
オロコト：自然から得るインスピレーション-作家訪問
 
Lovi　
ロヴィ
 
Mediterapia Sport 
メディテラピアスポーツ

2.4 PUDASJÄRVI ‒ FINNISH CAPITAL
　　OF LOG ARCHITECTURE
　　プダスヤルヴィ：フィンランド・
　　ログ建築の中心地

The Log Capital Tour: 1.5-hour guided tour 
ログ建築ツアー：1.5時間のバスツアー
 
Pudasjärvi Log Campus　
プダスヤルヴィのログキャンパス
 
Pudasjärvi Log Mansion　
プダスヤルヴィのログマンション
 
Kontio Log Houses
コンティオログハウス
 
Pikku-Paavali Day Care Centre　
ピックパーヴァリ保育所

2.5 TECHNICAL VISITS IN KALAJOKI　
　　カラヨキへの産業視察
 
Companies of interest for technical visits 
programs in or close to Kalajoki
カラヨキ近郊の産業視察　提携会社
 
Technical visits in Kalajoki ‒ spa and hotel co-operation
カラヨキの産業視察-スパとホテルの協力
 
Technical visits to Kalajoki with 
accommodation in Santaʼs Sani Hotel
カラヨキで産業視察、サンタズ・サニホテル宿泊
 

2.6 TECHNICAL VISITS IN ROKUA　
　　ロクアでの産業視察

Pyhäkoski hydro power plant 
ピュハコスキ水力発電所
 
Villa Leppiniemi　
ヴィラ・レッピニエミ

SERVICE PROVIDERS
サービスプロバイダー

CONTACT LISTS 
コンタクトリスト
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05

　 オウル 教 育 関 連ツアー
OULU EDUCATIONAL VISITS

フィンランドはハイクオリティーな教育制度を持つことで世界的に有名で、その質の高さはOECDの学習到達度テスト（ピサ・テスト）
でも証明されています。今までフィンランドは教育視察こそ多いものの修学旅行、語学研修、サマーキャンプなどの目的地としては
プロモーションされてきませんでしたが、下記の事実を見ても実はあらゆる教育関連の旅行に最適の地ということが言えます。

特にオウル周辺は北フィンランドの中でも最先端の教育都市です。オウルには教員養成で有名な総合大学オウル大学と、官民で様々な
実験的な取り組みをすることで有名なオウル応用科学大学があり、大学都市、学生都市でもあります。
周辺には小学校が併設されているスキーリゾート・ピック シュオテ（Pikku Syöte）にあるユース宿泊センター、世界で一番大きな
ログの木造保育所や小中学校があるプダスヤルヴィ(Pudasjärvi) 、日本との文化交流に長い歴史を持つカラヨキ市(Kalajoki)など素材も
豊富で海外修学旅行には最適です。また、オウル教育視察ツアーでは、教育関係者や専門家のための見学研修プログラムを
ご用意しています。キャンプスクールや修学旅行に最適のプログラムから専門家から大人の視察プログラムと、
オウルとその周辺の地域では、教育に関して豊富なプログラムをご用意しています。
フィンランドでは、「教育」と「ケア」を一体化させた考え方を取っているため、幼稚園と保育園が一体化した施設として
「チャイルドケアセンター」や「デイケアセンター」と呼ばれていますが、ここでは「保育所」の名称でご紹介致します。

安全で
安定した国情

一番近い
ヨーロッパ

フィンエアーを中心に
数多いアジア便で

移動リスクが少ない

広く英語が
通じる環境

フレンドリーな
国民性

豊かな四季のある
災害の少ない自然

フィンランドの教育制度　

幼児教育と保育  6歳以下

プレスクール(就学前教育)　6歳

基礎教育　総合学校  ７～１６歳

大学入学資格試験　普通高校(3年)

学士課程  大学(3年)

修士課程  大学(2年)

博士課程
ライセンシエート課程(修士と博士の中間学位)  大学

修士課程　ポリテクニック
(応用科学大学）（1～1.5年）

学士課程　ポリテクニック
(応用科学大学）（3.5～4年）

職業資格　職業高等学校(3年)　
※見習い訓練も利用可能

0

6

7

8

1-

2

3-

4

付属基礎教育(任意・1年間)

成人教育
成人教育センター
国民成人学校
サマースクール
学習センター
スポーツセンター

専門的職業資格

さらに上級の職業資格

就労経験3年

就労
経験

0 幼児教育　１ 初等教育　2 前期中等教育　3 後期中等教育　4 中等以降高等以前教育　6 学士相当レベル　7 修士相当レベル　8 博士相当レベル 
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PROGRAMS FOR ADULTS AND PROFESSIONALS
教育関係者や専門家のためのプログラム01

N
O

City of Oulu Educational and Cultural services
オウルの教育と文化サービス

www.ouka.fi/educationalvisits

City of Oulu EDUpacs / オウル市EDUパック
EDUパックは、学校や保育所の教職員及び教育行政に携わる方のため
の訪問ツアーです。運営スタイル、学校運営、教科間の教職員協同、ICT
活用、生徒ケア、CLIL（内容言語統合型学習）教授法（英語）、などのテ
ーマに基づいたツアーです。
この訪問は主に、教育・学校管理職、研究者、教務主任・主事、学校長、
保育所長、教師、その他の学校、保育所、教育開発機関及び職員を対象
としています。
訪問の内容は通常以下の通りです。
保育所（0～6歳児）、就学前教育（6歳児）を含むフィンランドの幼児教
育制度の説明、教育活動の特徴の説明、保育所訪問。
基礎教育（7～16歳）と高等教育（16～19歳）

ツアー内容例：
・フィンランドの教育制度の紹介
・学校の説明
・学校施設巡回ツアー

・授業見学または参加も場合により可能
  幼児教育、学校運営・専門知識サービス、フィンランド教育に関する
　講義やセミナーなどその他の訪問は、個別に交渉可能です。

保育所と学校の見学で、フィンランドのコア・カリキュラム導入の実践例に
ついて知り、現地の学校長、教員、生徒や青年たちと交流もできます。幼
児教育のグループや学校の授業を見学した後は、保育や教育事情につい
ての説明をします。教職員や児童、生徒が活動している姿を実際に見学
することもできます。
EDUパックツアーのねらいは、オウルの特徴のある保育所や学校を実際
に見学してもらい、それぞれの特性について話をすることです。各教育施
設の特徴については、 www.ouka.fi/educationalvisits をご参照下さい。
また、授業見学とCLIL（内容言語統合型学習）に力を入れた学校の説明
と案内をしており、学校の使用言語は英語で、CLIL（内容言語統合型学
習）教授法を取り入れています。
最近では教育、レジャー、文化的な活動の施設として使えるように多機能
な建物が設計されるようになりました。このユニークなコンセプトについ
てもEDUパックツアーで学ぶことができます。
オウル市はネイチャースクールも主催しています。ティモセンコスキ
(Timosenkoski)ネイチャースクールはフィンランド最北のネイチャース
クールで、多種多様なアウトドア教育活動が用意されています。一年を通
して、オウル市内のすべての小学校がこの施設を利用しています。ネイチ
ャースクールのコンセプトについての説明以外にも、施設や体験学習の
手法なども見学が可能です。庭にあるラップランドスタイルのコタと呼ば
れる小屋で簡単な体験学習の実例をお見せすることもできます。

<問い合わせ>
Eija Ruohomäki
（Senior Advisor, Education and Cultural Services, City of Oulu）
Tel. +358447039189
E-mail. eija.ruohomaki@ouka.fi

オウルの教育視察
オウルの保育所や学校見学では、フィンランド国内でも有数のコア・カリキュラム
実践現場を見ることができます。取り扱っているテーマの一例は、フィンランド
の教育制度、学習環境、クラス運営、児童生徒の福祉、ICT教育、評価、内容
言語統合型学習(CLIL)、様々な教科指導、横断スキル、体験型の算数学習（ハ
ンズオン・マス）で、その他のテーマについても、参加者の興味や関心に合わせ
て内容を調整が可能です。

ツアーに参加する学校長、教員や学校関係の方々は、現地の学校長や教員、
児童生徒と交流することもできます。フィンランドの教育や保育についての
説明や、幼児教育のグループや学校の教室を見学できます。見学中は、教職員
や児童生徒の日常的な活動を間近に見ることもできるので、実際に現場を見て
学ぶのに非常に有益な機会です。

近年、教育活動のみならず子供の遊びや文化的な活動にも用いることがで
きる多機能な教育施設が注目されています。オウルの施設のコンセプトは
ユニークで、その独自性を体験できます。

フィンランドの高質な教育はもちろん、最先端技術の都市オウルの最新でユニ
ークな教育や教育施設を体験頂く絶好の機会ですので、「教育」をテーマにし
たオウルへのご訪問をお待ち致しております。

Ms Eija Ruohomäki
Senior Advisor, 
Education and Cultural Services, 
City of Oulu
エイヤ・ルオホマキ
オウル市教育文化サービス シニアアドバイザー



Oulu City Library ‒ Centre for the arts, information and culture, 
open for everyone
オウル市立図書館－誰でも利用可能なアート・情報・文化センター

www.ouka.fi/kirjasto

所要時間：最大2時間
対象：学校管理職、教務主任・主事、教師、校長、保育園長、図書館長
タグ：文化、学習、アート、情報サービス、読書、学校と図書館の連携、電
子サービス、e-ラーニング、教育テクノロジー、ショールーム
言語：英語・フィンランド語
図書館の概要：教育と文化サービス、個人利用図書館、移動図書館
 
ビジネスオウルと図書館サービスのコラボレーション施設であるショールー
ムの見学：ショールームでは、革新的な新商品やサービスが展示されている
他に、図書館でのカルチャー行事や展示についても知ることができます。

Inspiring children to read and search for information　
子どもの読書と情報検索の推進
教育サービス：キルヤストレイッティ(Kirjastoreitti)は「図書館の道」と
いう意味です。キルヤストレイッティは、オウル市内の学校との連携システ
ムのことを指し、オウルの24の公立図書館と50の総合学校が参加してい
ます。各学校にはそれぞれ担当の図書館が割り当てられ、連携をしてい
ます。読書アプリの紹介もします。

ヴィーデス・テイラ(Viides tila) という、図書館サービスがバーチャル環
境で体験できるプジェクトについて簡単に説明します。

コハ(Koha)は世界中の図書館で導入されている、オープンソースの統合
図書システム(ILS)です。オープンソースのソフトウェアがあれば、各図書
館が資料コードにアクセスし必要に応じてカスタムすることができます。
コハ(Koha)の開発元は、ILS利用者の声を取り入れながら、次のリリース
に向けて常にソフトを改善しています。

<問い合わせ>
E-mail. info.kirjasto＠ouka.fi

Oulu Vocational College and OSAO Edu Oy　
オウル職業高等学校とOSAO Edu 社

www.osao.fi

言語：英語、フィンランド語。追加料金で中国語、日本語の通訳も可。
対象：職業教育や生徒に興味のある教育や産業の専門家

オウル職業高等学校OSAOは学際的な職業高等学校で、高い技能を持
ったプロフェッショナルな人材を育成しています。OSAOは職業に必要な
最先端の実践教育を提供しています。規模や教育成果、学校の特性という点
において、OSAOはフィンランド有数の職業高等学校です。14.000人の
生徒数と920人の職員数を誇り、北部フィンランド最大の職業学校です。

OSAO Edu社はOSAOを代表し、フィンランドの職業教育や研修に興味の
ある個人及び団体向けに見学ツアーやパッケージツアーを手配していま
す。経営文化、学校経営、学習環境、起業教育、英語教育、ワークライフ
バランス、教授法や学習方法などの各テーマに沿ってツアーを組むこと
ができます。
OSAO Edu社は、職業教育、英語教育、北部フィンランドでの国際交流に
興味のある学生団体向けにもツアーを手配できます。

様々な分野の見学や研修が可能です。
•文化
•ビジネス経営
•社会福祉：健康とスポーツ
•テクノロジー、コミュニケーション、運送セクター
•観光
•飲食業とサービス業
•自然科学

<問い合わせ>
Antti Rovamo（CEO of OSAO Edu Oy）
Tel. +358 50 560 8392 
E-mail. antti.rovamo@osao.fi

Visits to Oulu Vocational College provided by OSAO Edu Oy
OSAO Edu社が案内するオウル職業学校見学

A.Haukipudas unit  ハウキプダス校
OSAO ハウキプダス校(Haukipudas unit)は総合学校を修了した若者や、
新たに職能資格を得ようとする成人、さらに技能を高めて専門性を高め
たい成人を対象に、職業教育や研修を提供しています。他にも、雇用者
や個人のためにもビジネス分野に合わせた職能スキルの研修も担ってい
ます。取り扱っている分野は、
-自動車テクノロジー
-建設、土木、建築テクノロジー
-電気工学、オートメーションテクノロジー
-飲食業とレストランサービス

B.Kaukovainio unit：Services　カウコヴァイニオ校：サービス
OSAOカウコヴァイニオ校サービス学科はビジネス経営、情報テクノロジ
ー、観光、飲食サービスの職業教育を提供しています。食糧生産、菓子
製造、調理、ホテル・レストランサービス、観光サービス、ITサポートサー
ビス、プログラミング、カスタマーサービスとセールス、経理サービスにお
けるワークライフバランスを重視した教育と研修を行っています。ビジネ
ス経営の分野においてはIB（バカロレア）の進路プログラムもあり、この
プログラムはすべて英語で行われます。

C.Kaukovainio unit：Technology  カウコヴァイニオ校：テクノロジー 
OSAOカウコヴァイニオ校テクノロジー学科は建設、HVAC（暖房、換気、
空調）、電気、金属加工と機械工学、プロセシング、ICT、メディア、化学、
修復とデザイン（ジュエリー、家具、工芸、服）の分野における教育を提
供しています。
建設業の部門は、オウル市の新興住宅地の核家族用の住宅を建設したこ
とで有名です。これらの住宅は、教師の指導と監督のもと生徒たちが建
設し、完成した住宅は一般の人々に売却されます。
金属加工と機械工学プログラムは、デジタル化と自動化の先駆的な存在
です。生徒たちは、3Dモデル、シミュレーションや印刷技術を駆使し、
マシーンビジョンを使ったロボットやオートメーション装置を操作してい
ます。

D.Kempele‒Liminka unit　ケンペレ-リミンカ校
ケンペレ-リミンカ校(Kempele‒Liminka unit)はオウル近郊にあり、オ
ウルから30kmほどの距離のリミンカ(Liminka)で警備の職能資格プログ
ラムが提供されています。警備の職能訓練はISO14001に認定されています。

オウルから15kmほどの距離のケンペレ(Kempele)では、物流、ガーデニン
グ、飲食、ホテル・レストランサービスの職業教育プログラムがあります。こ
こには3つのモダンなトレーニング用のキッチン、複数のトレーニング用シ
ミュレーター、何台ものトラックなどの車両が用意されており、それぞれ教
師の監督と指導のもとで使われています。ガーデニングの授業はここの温
室と花屋で実施され、生徒たちは実際にお客さまの注文を受けています。
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E.Kontinkangas unit　コンティンカンガス校
コンティンカンガス校(Kontinkangas Unit)は社会福祉、健康とスポー
ツの分野では北部フィンランド最大で授業種類も最多の学校です。職業
教育に向けての予備校も設置しています。
美容、理髪、薬剤、社会福祉ケア（看護）、設備メンテナンスの分野の職
能訓練をしています。他にも、実習制度、労働市場、経営、起業、人事に
関連したトレーニングや、上記の分野の短期間集中コースもあります。

F.Muhos unit　ムホス校
ムホス校(Muhos unit)では、4つの異なる職能資格のトレーニングが受
けられます。
車両テクノロジーの生徒は、学習の一環として設立された近代的な施設を
持つ自動車修理工場で学べます。飲食関連を学ぶ生徒は、トレーニング用
のキッチンが使えます。農業を学ぶ生徒は、120haの耕作用農地、搾乳機
を備えた牛舎、様々な小動物用のハウスを使い、林業の生徒はログ・マシン
やトラクター、林業用機械シミュレーターを使ってトレーニングをします。

G.Pudasjärvi unit　プダスヤルヴィ校
プダスヤルヴィ校(Pudasjärvi unit)は、オウルから車で約1時間、フィン
ランド最南端のフェルエリアにあるイソ・シュオテから約60km離れた場
所にあります。プダスヤルヴィはログ建築で有名なモダンな街です。世界
最大のログ建設工場コンティオ(Kontio)もプダスヤルヴィにあります。
ここでの授業は恵まれた自然と雪に囲まれた環境で行われ、ビジネス経
営、観光サービス、公共医療ケア、電気、木材テクノロジーの分野を学ぶ
ことができます。
プダスヤルヴィでの授業は、職能訓練や教育を受けるだけではなく、フィ
ンランドの大自然の中で一生に一度の体験ができます。

H.Taivalkoski unit　タイヴァルコスキ校
タイヴァルコスキ校(Taivalkoski Unit) は総合学校を修了した若者や、新
たに職能資格を得ようとする成人、さらに技能を高めて専門性を高めた
い成人を対象に、職業教育や研修を提供しています。
現在、取り扱っている分野は下記の通りです。
採掘の職能資格：鉱夫
林業の職能資格：林業機械操作
公共医療ケアの職能資格：准看護師
建設の職能資格：土木機械操作

I.Apprenticeship Training Unit　実習制度校
実習制度校( Apprenticeship Training Unit)の主要な役割は実習制度の
コーディネートをすることです。2017年の実習制度契約はあらゆる部門に
渡り、契約数は約1,800ありました。
実習制度の契約内容は、現場での実習に加えてOSAOや他の機関におけ
る授業と課題を含みます。どの生徒も個別の学習プログラムと組み合わ
せた職場が割り当てられます。雇用主には受け入れのための補助金が支
払われ、生徒にも実習では賃金、授業では助成金がそれぞれ支払われます。
2018年には、実習の量がこれまでよりも増加し、受け入れ先での学習と
評価が増す予定です。生徒にとっては、実習制度に加えてさらに就業契
約を新たに得るチャンスが拡大します。

Oulu University of Applied Sciences
オウル応用科学大学（OUAS）

www.oamk.fi

時期：月曜-金曜 9:00-15:00の間
言語：英語、フィンランド語
中国語/日本語の通訳を追加料金で手配可能。
対象：教育及び産業に関する専門家、成人、子供・ファミリー、18歳以上
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オウル応用科学大学（OUAS）は応用科学の学際的な大学です。1996年
に設立され、640人の職員がいます。有能で革新的な発想力のある専門
家を育成し、積極的な研究と発展を推進しています。パートナー機関と協力
し、フィンランドの北部地域を新たに活性化させることを目指しています。
オウル応用科学大学は、フィンランド北部でも最大の応用科学の大学で
す。多岐に渡る分野の学位プログラムを設置し、ICT（情報通信技術）や
健康福祉、エネルギーなどの実際的な産業に重点を置いています。これ
までもICTやイノベーション開発に企業や産業機関と共同で取り組んで
きた強みがあります。

<問い合わせ>
Blair Stevenson
Add. Kotkantie 1, 90250 Oulu
Tel. +358 40 141 5285,
E-mail. info@oamk.fi / blair.stevenson@oamk.fi

A. The Finnish Education System　フィンランドの教育制度　　

Innovation and entrepreneurship in Higher Education in Finland
フィンランド高等教育におけるイノベーションと起業家教育
フィンランドの教育制度について理論と実践の両面から概要を説明し、
高等教育、大学及び応用科学大学が果たす役割についてお話しします。
下記のようなテーマに沿ったプログラムが手配可能
• 芸術と文化
• ビジネス
• 自然科学
• 機械工学
• 環境工学
所要時間：2時間から1日
ツアー提供者：エデュラボ (EduLAB)、オウル大学

Early childhood and K-12 education in Finland
フィンランドの幼児教育と初等教育
フィンランドの教育の「奇跡」について最初に簡単な説明と概要を聞き、
実際に体験的に知ることができます。幼児教育、初等教育、高等教育の
各施設と関連のあるテーマを自由に選ぶことができます。

Robotics, gaming and ICT mini-workshop
ロボット、ゲーム、ICTミニワークショップ
ロボット、プログラミング、マインクラフト、3Dプリンターを使った簡単な
ワークショップ。専門家や教師と話すことで、実際にフィンランドの学校
で行なわれているこのようなテーマでの探求型学習の方法とアプローチ
の実践例と授業アイディアが学べます。

3D user experiences and virtual environments
3Dユーザー体験及びバーチャル環境
オウル応用科学大学の訪問と説明 
"CAVE" バーチャルリアリティー環境(http://cave.oamk.fi/cave/?ln=en)
バーチャルリアリティーやバーチャルリアリティー環境が教育にどのよう
に役立てるか、また生徒の学習体験をより良くするためのアイディアを専
門家がご説明します。

The use of ICT in Finnish Education
フィンランドの教育におけるICT（情報通信技術）活用
フィンランドの教育におけるICT（情報通信技術）活用の紹介、地元の学
校や団体でどのようにICTが活用されているのかを見学。幼児教育、初等
教育、職業訓練、高等教育のいずれかにフォーカスしたプログラム内容
の手配も可能。

Taking learning outside of the classroom Workshops
教室の外で学ぶワークショップ
自然や環境を活用して教室の外で自然、環境問題、グローバル環境など
のテーマについての学習を促すための教授法ワークショップ。

English Language workshops
英語教育ワークショップ
実践的な専門に関する英語教育についてのワークショップに参加できま
す。各ワークショップでは、下記のような専門分野において必須となる、
英語の使い方や語彙を学びます。
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• 実践英語
• ビジネス英語
• ホスピタリティ業界英語
• ICTのための英語
• ゲーム・プログラミング英語

Higher Education in Finland
フィンランドの高等教育
フィンランドの教育制度について理論と実践の両面から概要をご説明し、
大学教育、大学が果たす役割、及びフィンランド応用科学大学の役割に
ついてお話しします。

B. Entrepreneurship　起業家精神

Adult education enterepreneurship initiatives in Oulu
オウルでの成人向け起業家教育
大学内の起業家の拠点「ビジネスキッチン」(www.businesskitchen.fi/)
を見学し、起業家コミュニティ「デモラ」(oulu.demola.net/)やオウル起
業家団体(oulues.com/)などの成人向け起業家教育についてご説明し
ます。
所要時間：1~2時間
ツアー提供者：エデュラボ（EduLAB）、ビジネスキッチン、オウル大学、オウル市

Entrepreneurship in Finnish Higher Education
フィンランド高等教育における起業家教育
オウル応用科学大学を見学し、フィンランドの高等教育における起業家
教育の実践と手法についてご説明します。
所要時間：2時間~半日
ツアー提供者：オウル応用科学大学

C. Educational and Gaming Start-up Incubation (Oamk LABs) 
教育とゲーミングのスタートアップインキュベーション (OAMK Labs:オ
ウル応用科学大学ラボ)

EduLAB エデュラボ
エデュラボは学部生、交換留学生、社会人大学生、時には博士課程の学
生も加わり、チームで実際の社会や企業での問題を課題にそれに対する
解決策を提案する英語での授業です。
エデュラボ施設の紹介と案内。オウル・エデュラボはソフトウェア開発と
教育テクノロジー（エデュテック）産業をターゲットとした幅広い商品の
開 発のために、学際 的な専門家チームの育成を目的としています。
(www.oamklabs.fi/ouluedulab/).
所要時間：1~2時間
ツアー提供者：エデュラボ（EduLab）

Oulu Game LAB: Finlandʼs most innovative game development program 
オウルゲームラボ：フィンランドで最も革新的なゲーム開発プログラム
オウルゲームラボは、世界的に認められたオウルのゲーム教育プログラム
です。このツアーでは教育プログラムのユニークで革新的な内容につい
ての説明を、日々世界中のチームやスタートアップ企業と共に新たなゲー
ム開発に取り組んでいるスタッフから直接聞くことができます。
何年にも渡りオウルゲームラボは発展し続け、現在では地域最大のゲー
ム企業と共に市の新しいキャンパスの中にあります。最近では、オウルゲ
ームラボ出身チームが東京ゲームショーに参加し、日本のゲーム市場に
新商品を紹介してきました。この通り、本プログラムはフィンランドの高等
教育とアジア市場をつなげ、世界中の国 と々強い関係性を築いています。
ツアーでは施設の見学だけでなく、新しいチームが最新の試作品ゲーム
をご紹介し、参加者が実際にゲームを体験することができます。大抵の
ゲームはモバイル用またはバーチャルリアリティ用に開発されています。
ゲームを体験することで、参加者は新たなテクノロジーがどのようにゲー
ム設計に活かされているかを知ることができます。

所要時間：1~2時間
ツアー提供者：Oamk LABs
対象者：個人、グループ、ファミリー

DevLAB デヴラボ
デヴラボは下記のような分野における課題の解決に向けて、学際的なチ
ームとスタートアップ企業の育成を目指しており、デヴラボ研修プログラ

ムの紹介と案内を致します。
• 観光業
• 健康と福祉
•  ICT
• ロジスティックスとサプライチェーン
所要時間：1~2時間
ツアー提供者：Oamk LABs

D. Vocational Higher Education　職業高等教育

オウル応用科学大学(Oulu University of Applied Sciences:OUAS)の
実践的な学習施設を見学
所要時間： 2.5‒3時間単位

オウル応用科学大学での専門領域と実習分野の一例：
• 農業と農村工業領域の教授法モデル
• OUASにおけるIT領域のオープンイノベーションアプローチ
•労働安全衛生における実証的ケアと研究
• 医療におけるシミュレーション実習       
• 起業教育：
  -OUASにおける戦略的開発としての起業
  -オウルイノベーションアライアンス(Oulu Innovation Alliance)の経営   
　システム
  -ビジネスキッチン(Business Kitchen)、起業家ハブ
  -デモラ(Demola): 学生と企業の連携で実際的な課題解決に取り組む
  -テルワアカデミー(Terwa Academy):起業の実践
•職業訓練としての教師教育

University of Oulu, Extension School TOPIK 
オウル大学・エクステンションスクール・TOPIK

Educational Services and Training Programs
教育サービスと研修プログラム
オウル大学はフィンランドで2番目に大きな総合大学です。オウル大学エ
クステンションスクールTOPIKは国内外の研修プログラムの手配に長い
歴史を誇っています。TOPIKは短期・長期の研修、コンサルティング、交
換留学プログラム、参加者に合わせた教育ツアーなどを提供しています。
これらのサービスは、総合大学ならではの専門家が持ち合わせたノウハ
ウと専門性を活かしたネットワークに基づいて開発されています。
研修は大学の学部や地域、国内外のパートナーと協力して企画されてい
ます。すべてのサービスは顧客のニーズに合わせて考案されています。

対象者：校長、教師、初等/中等/高等/一貫/学校の管理職、インターン、見学者
参加人数：管理職 1-50人/インターン2-5人/見学1-100人
所要時間：研修プログラムは前日入り（例　通常プログラム１週/5日）、
大学訪問1時間～1日
言語：通常は英語（必要があれば他言語への通訳も可）
研修担当/インストラクター：大学の専門家、オウル市管理職、学校の教
師、その他の専門家
移動、宿泊、交通：通常は含まず、参加者の自己負担と自己手配
研修中の食事、飲食：通常は含まず、参加者の自己負担と自己手配
修了書：オウル大学エクステンションスクールTOPIKが発行。英語、リク
エストに応じて他言語に翻訳可。

<問い合わせ>
Esa Niemi
（Development Manager, Extension School, University of Oulu）
Aｄｄ. Box 7910, FI-90014 University of Oulu, Finland
Tel. +358 40 07 57846
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E-mail. esa.niemi@oulu.fi

Juha Pohjonen
(Development Manager, Extension School, University of Oulu)
Add. Box 7910, FI-90014, University of Oulu, Finland
Tel. +358 40 029 2471
Fax. +358 8 553 7386
E-mail. juha.pohjonen@oulu.fi

Examples of the expertise areas and training topics in the educational sector:
教育分野の研修テーマ例：

University of Oulu Extension School, TOPIK, (Areas in the 
field of continuing and supplementary education for teachers)
オウル大学エクステンションスクールTOPIK（テーマ：教師の研修）

-異なる教育背景における評価と査定
Assessment and evaluation in different educational contexts 
-教育におけるコーチングとメンタリング
Coaching and mentoring in education 
-プログラミングと教授法　Coding and pedagogy 
-同期・非同期モデルにおける近代的な学習環境の創設と計画
Creating and organizing modern learning environments in 
synchronous and asynchronous models 
-カリキュラム開発と指導テクニックおよび指導方法
Curriculum development and instructional techniques and methods 
-教科横断型のコース開発　Developing cross disciplinary courses 
-教育リーダーシップと管理　Educational leadership and management 
-教育における本質的なICTスキルと教授法
Essential ICT skills and pedagogy in education 
-オンライン学習教材　Learning materials in online courses 
-STEM(教育)LUMAに対する視点　Perspectives to STEM education (LUMA) 
-（異なる教科における）教授方法　Teaching methods and strate-
gies (in different subjects) 
-オンライン教育におけるテクノロジー　
Technologies for online education
-教室におけるテクノロジー　Technology in the classroom 
-バーチャル学習環境　Virtual learning environments 
-英語を使った教科指導　English as medium of instruction (EMI) 
-サマープログラム　Summer courses 

University of Oulu, Faculty of Education, (Credit courses of which 
TOPIK modifies continuing and supplementary education for teachers)
オウル大学　教育学部（TOPIKが用意した単位取得プログラム）

Educational Sciences and Teacher Education
教育科学と教員教育
-協同学習　Collaborative Learning 
-コンピュータを使った協同学習　Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 
-カリキュラム、計画と評価　Curriculum, Planning and Evaluation 
-テクノロジーを活用した学習の設計　Designing Technology-Enhanced Learning 
-教育におけるデジタルメディア　Digital media in teaching and learning 
-教育政策、計画、リーダーシップ　Educational policy, planning and leadership 
-フィンランド文化と教育システム　Finnish culture and educational systems 
-学習とテクノロジー入門　Introduction to Learning and Educational Technology 
-学習理論とICT活用　Learning Theory and Pedagogical use of ICT 
-ヨーロッパとグローバル世界における北極圏教育
Nordic education in the European and global context 

Inclusive Education and Special Education
インクルージョン教育と特別支援教育
-特別支援における現代の諸問題　Current Issues in special education 

-インクルージョン教育における政策と実践　Inclusion as a policy and practice 
-国際的な開発目標（UN, UNESCO）　International development goals (UN, UNESCO) 
-専門としての特別支援　Special education as a profession 
-幼児教育における特別支援教育　Special education in early years 
-特別支援教育におけるニーズ　Special educational needs 

Early Childhood Education
幼児教育
-幼児教育における協同教育　Collaboration in early childhood education 
-幼児教育における文化環境　Cultural environments of early childhood 
-フィンランドやその他の国における幼児教育と幼児ケア
Early Childhood Education and Care in Finland and in Other Countries 
-ローカルおよびグローバル世界における幼児教育
Early childhood education in local and global environments 
-専門家としての幼児教育者　Early childhood teacher as a pedagogical expert 
-幼児教育におけるリーダーシップの変遷と開発
Leadership and developmental work in changing contexts of 
early childhood education 
-幼児教育における多文化教育　Multiculturalism in early childhood education 
-幼児教育における教授法の傾向
Pedagogical trends in early childhood education

Finpeda: Finnish Education Study Tour
フィンペダ：フィンランド教育研修ツアー

www.finpeda.fi

フィンペダは教育と学習分野に強い会社で、学校の教育開発に長年関わ
ってきました。学校施設の建設、教授法や教育テクノロジーに関する革
新的なソリューションを提案し、さらにはオウルやヘルシンキでのフィン
ランド教育研修ツアーも手配しています。

所要時間：1‒2時間、参加者の要望に合わせます
対象：教育関係者、教師、学校長など下記のテーマに興味のある方なら
どなたでも
言語：英語・フィンランド語。追加料金で他言語の通訳も可能。
参加人数：1‒30人
時期：月曜～金曜 9:00‒17:00, 2018年1月8日～6月21日、2018年8月1日～12月21日

<問い合わせ>
Email. contact@finpeda.fi, 

TECHNICAL VISIT

How to Create the School of the Future
未来の学校(スクールオブザフューチャー)の作り方
リーダーシップ、教授法、建築、テクノロジー、経営文化、評価といった項
目を全て巻き込んだ新しいシステムの構築、それが「未来の学校（スクー
ルオブザフューチャー）」です。「未来の学校（スクールオブザフューチャ
ー）」を作るために必要な学校経営のポイントやプロセスについてご説明
します。

Technology enhanced learning environment (example Finpe-
da Virtual Space)
テクノロジーを利用した学習環境（例：フィンペダ・バーチャルスペース）
デジタル化が進むと共に、テクノロジーを活用した学習が必要となってき
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ます。画期的な実例を交えて、テクノロジーを活かした学習環境について
ご説明します。

School Architecture and Design 学校建築とデザイン
フィンランドの学校建築と学習環境のデザインの最新トレンドについての
基本的なご説明をします。フィンランドの学校の実際の建築プロジェクト
もご紹介します。

Finnish Education System フィンランドの教育制度
フィンランドの教育制度や特徴の概要をご紹介します。幼児教育、高等
教育など、参加者の要望に合わせてテーマやトピックを調整できます。

FINNISH EDUCATION STUDY TOURS (FEST) 
フィンランド教育研修ツアー(FEST)
Seasons/Tour dates: 
冬FEST　2018年1月22日～26日
春FEST　2018年3月19日～23日
夏FEST　2018年6月4日～8日
秋FEST　2018年9月17日～21日
*夏期FESTツアーは夏期休暇中に開催されます。学校見学や職員との交
流は可能ですが、生徒は休暇中で授業はありませんのでご了承下さい。
対象：フィンランド教育研修ツアーはフィンランドの教育制度に興味のある
方ならどなたでも参加できます（教師、学校長、管理職、学校経営者など）
参加人数： 5‒30人
言語：英語・フィンランド語。追加料金で他言語の通訳も可能。

Description: 
フィンペダはさらに、具体的な関心テーマに沿って自由に組み合わせられ
るFESTツアーと訪問を手配することができます。
フィンランドの教育制度は素晴らしい成果を産出してきました。OECD加
盟国各国の15歳の数学的リテラシー、科学的リテラシー、読解力を調査
するPISA学習到達度調査では上位に入っています。フィンランドの教育
の最も特筆すべき点は、社会的・経済的な格差に関係なく到達できてい
るということです。
パッケージ化されたFESTツアーでは、フィンランドの教育制度の全体像を
つかむことができ、さらに学習環境、学校建築やテクノロジーといった教育
の特徴について知ることができます。 FESTツアー中にフィンランドの教育
専門家と交流したり、学校長、教師、生徒と話したり、学校や授業見学もで
きます。また、画期的な学習スペースやテクノロジーソリューションを見学す
るのと同時に、フィンランドの文化を味わうこともできます。その他にも、ロ
ヴァニエミや北極圏を見学したり、サンタクロースに会ったり、北極圏の美
しい自然も見ることができます。ツアーの最後には、トナカイファームでフェ
アウェルディナーがあります。フィンペダの専属ガイドが1週間同行します！

Finland Education Study Tour (Fest) Program:
フィンランド教育研修ツアー（FEST）プログラム

*移動：FESTツアー中のアクティビティはすべてフィンペダがバス移動を手配
します。朝ホテルまたは他の指定場所から見学場所にバスで移動します。1
日のプログラムの終わりにバスでホテルまたは指定の場所にお送りします。
**これらのプログラムはオウル市のテーマ別パッケージ、EDUパックです。

TAILOR-MADE STUDY TOURS 
カスタム可能な見学ツアー
よりフォーカスした内容をご希望される方のために、フィンペダではご要望に
応じたフィンランド教育研修ツアーや視察もご用意しています。ヘルシンキ、
オウル、ロヴァニエミの3つの地域の学校、教育機関や企業の訪問が可能で
す。各ツアーは2部構成で、概要部分と下記のテーマ部分から成っています。
•戦略的リーダーシップとイノベーション
•リビングラボと試験的プロジェクト
•教員研修
•保育園と総合学校
•職業学校と高等学校
•フィンランドの学校デザイン
•テクノロジー開発と教育テクノロジーソリューション

Ros Cooper ‒ Professional Development Workshops　
ロスクーパー 教員研修ワークショップ

www.roscooper.com

所要時間：半日（3時間）から数日間（1日6時間）まで
時期：通年
言語：英語。追加料金で通訳も利用可能。
参加人数：最大12人

LESS IS MORE ‒ Introduction to Finnish education system
少は多より勝る：フィンランド教育制度の紹介

8.30 am ‒ 9.00 am

9.00 am ‒ 10.00 am

10.00 am ‒ 11.30 am

11.30 am ‒ 12.30 pm

12.30 pm ‒ 2.00 pm

2.30 pm ‒ 3.30 pm

3.00 pm

移動*

FESTツアー開始

フィンランド教育及びシステムの概要とその特徴を説明

昼食

オウル地域における教育と新しいカリキュラム

フィンペダのプレゼンテーション: 未来の学校の創り方

ホテルまで送迎

1日目 月曜日

EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL 
-Getting familiar with basic education
全員に平等な機会を：初等教育を知る

8.30 am ‒ 9.00 am

9.00 am ‒ 11.30 am

11.30 am ‒ 12.30 pm

12.30 pm ‒ 3.00 pm

3.00 pm 

ホテルから学校まで移動

幼児教育施設（kindergarten）または
総合学校（comprehensive school）へ、学校訪問 

昼食

総合学校（comprehensive school）へ学校訪問 

ホテルまで移動

2日目 火曜日

SETTING THE DIRECTION FOR LIFE - Overview to
general upper secondary school and vocational education
人生の方向性を定める：後期中等教育及び職業訓練学校

8.30 am ‒ 9.00 am

9.00 am ‒ 11.30 am

11.30 am ‒ 1.00 pm 

1.00 pm ‒ 3.00 pm

3.00 pm

ホテルから学校まで移動

高等学校（upper secondary school）訪問

昼食

職業訓練学校の訪問

ホテルまで移動

3日目 水曜日

WHAT ARE FINNISH TEACHERS MADE OF?
 - A peek to teacher training and university studies
フィンランドの先生は何でできている？：教員研修と大学研究について

8.30 am ‒ 9.00 am

9.00 am ‒ 11.30 am

11.30 am ‒ 12.30 pm

12.30 pm ‒ 3.00 pm

3.00 pm

ホテルからオウル大学まで移動

フィンランドの教員研修と大学研究について

昼食

革新的なテクノロジーとスペースを誇る大学構内を見学

ホテルまで移動

4日目 木曜日

THE EXPEDITION TO ARCTIC CIRCLE - the biggest 
log school in the world and Santa Claus Village
北極圏を探検する：サンタクロース村と世界最大級のログスクール

8.00 am ‒ 9.30 am 

9.30 am ‒ 11.30 am

11.30 am ‒ 2.00 pm 

2.00 pm ‒ 4.00 pm

4.30 pm ‒ 6.00 pm

6.00 pm ‒ 9.00 pm

オウルからプダスヤルヴィまで移動

プダスヤルヴィのログスクール訪問

プダスヤルヴィからロヴァニエミまで移動、途中昼食

サンタクロース村

トナカイ牧場訪問と閉会ディナー

ロヴァニエミからオウルまで移動

5日目 金曜日
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対象：教師、学校長、教育管理職

ロスクーパーの教員研修ワークショップは参加型・協同学習アプローチ
のワークショップです。ワークショップ参加後に実践に移せるように内容
を工夫しています。参加者のご要望に応じて、プログラム企画専属のスタ
ッフがワークショップの時間や内容など調整します。ワークショップ修了
時には参加証をお渡しします。教員研修ワークショップのテーマは、英語
教授法、持続可能な開発のための教育、教育改革などです。ワークショッ
プの期間は半日から数日の間で調整可能で、テーマも1つから複数まで
対応します。また、ご要望に応じてフィンランド教育の特徴についての説
明やディスカッションもできます。

Teaching English　英語教授法
英語の先生のためのワークショップでは、参加者の英語力のスキルアッ
プや英語の授業で使える授業案や教材作りにフォーカスします。
ワークショップのテーマ例： 
•学習者主体のスピーキング・リスニング活動
•発音とイントネーションの向上
•オーセンティックなリーディング・ライティング教材の作成
•英語学習者のモチベーションと自信
•文法の教授法
•言語スキルの評価方法
•言語と文化
•フィンランドのカリキュラムにおける英語教育

Education for Sustainable Development　持続可能な発展のための教育
学校、授業、教育政策に持続可能な発展のための教育(ESD)を導入しよ
うと考えている（または既に導入している）学校の教師、校長、教育管理
職のための研修ワークショップです。
ワークショップのテーマ例： 
•持続可能な発展のための教育アプローチ
•持続可能な社会のためのリーダーシップ育成
•学習者への動機づけ
•知識、スキルと姿勢の育成
•国連持続可能な発展のための2030アジェンダ(持続可能な発展のためのゴール)
•教科へのESD導入
•全校イニシアチブ
•地域格差や地域の特性
•フィンランドのカリキュラムにおけるESD

Transforming Education　教育改革
新たな教授法やカリキュラムの導入、学校や教室における実践の向上、
地域との連携などの教育改革に取り組んでいる教師、校長、教育管理職
のための研修ワークショップです。
ワークショップのテーマ例： 
•改革のためのアクションリサーチ
•事項、課題、解決策の見出し方
•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
•ステークホルダーと関係者とのコミュニケーション
•フィンランドにおける教育改革

<問い合わせ>
Ros Cooper

Tel. +358 40 535 1267
Email. ros@roscooper.com

FINNOSCHOOL
フィンノスクール
Web www.finnoschool.com
フィンノスクールは学校や教育機関を対象とした教員研修の企画および
コンサルティングの会社です。フィンランドの学校体験や北極圏の自然体
験などの企画と手配をしています。フィンノスクール365は年間を通して、
北極圏（オウルとラップランド地域）における高品質な教育関連のツアー
(EduTravel)パッケージをご用意しています。その他、フィンランド国内で
は教員研修やコンサルティングもご提供しています。
フィンランドの学校での教育経験やリサーチ（コンサルティング）に基づ
いた、効果的な教授法と最先端の学習環境をご提供します。
・フィンランド教育理論とカリキュラム
・学校または保育園見学
・教育視察ツアー（オウルとラップランド地域）
・下記6つのオプションから選べるワークショップ（6時間）
　　* デジタル学習とメディア教育
　　* 学習者主体の学習と評価
　　* ポジティブ教授法と参加型学
　　* 児童福祉と生徒支援 
　　* 最先端の学習環境と教授法
　　* テーマ別学習(Phenomenon based learning)

すべてのツアーパッケージには、午後の時間帯にラップランドや北極圏を
探検できるようなレジャーも含まれます。
オウルの教育産業輸出のための組織ピノネットワーク(Pinonetwork)、
ラップランド大学、その他現地の旅行会社や教育関連機関と連携しています。

・私たちは教師の学びと研鑽を支援し教師のスキルアップを手助けします。 
・私たちは学校の発展と学習効果の向上のためのヒントを提供します。
・私たちはパートナー機関と共に北極圏の自然と文化の学びを提供します。

現 役 教 師 向けの 教 員研 修 は 、研 修 中にチューターがつき修 了後には
Teacher365の修了証が発行されます。研修の内容についてはプログラム申込
み後に参加者と相談して決定します。この研修を通して教師としてのスキルを
磨き、研修後には世界でトップクラスの教育者としての自信がつくことでしょう！

<問い合わせ>
FINNOSCHOOL OY
Pia Lumme
Tel. +358-40-760 4218
E-mail. pia.lumme@finnoschool.fi

City Of Oulu Educational And Cultural Services
オウル市教育文化サービス課

オウル市教育文化サービス課が幼児教育・初等教育・中高等教育や、青少年・
文化・スポーツ・レジャーに関する活動を管轄しています。様々な関連組織を
通して、学校向けの団体ツアーを提供することが可能です。以下は一例です。

A.Visits to Schools in the City of Oulu オウル市学校訪問
<問い合わせ>
Ms. Eija Ruohomäki（事務局） 
Education and Cultural Services, City of Oulu,
Tel.  +358447039189
E-mail. eija.ruohomaki@ouka.fi

PROGRAMS FOR SCHOOL GROUPS
学校団体用ツアー02
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商品タイプ：漫画本のワークショップ
ターゲット：グループ・ファミリー

インスピレーション・コミックブック・ワークショップ（1.5時間。8歳以上
対象）参加者はアイデアカードを使って自分の漫画を構成しデザイン
します。漫画のプロが手助けしてくれます。
ドローイングの材料は料金に含まれていますが、飲み物と送迎は料金に
含まれていません。
参加人数：10人-30人

<問い合わせ>
Veli-Matti Ural
Tel. +358 (0) 504 650 916
Email. veli-matti@oulucomics.com

D.  Oulu Museum of Art OMA
オウル美術館（OMA）
Art workshops　アートワークショップ
・Painting with Arctic berries　北極圏の果実でペインティング
ブルーベリーを食べなかったらどうなるでしょう？リンゴンベリーキッセリ
（デザート）が絵の画材道具になったらどうなるでしょう？このワークショ
ップでは、伝統的なフィンランドの果実や甘草のような他の食材の香りを
嗅いだり、味見したりできます。最後には、これらの食材は画材として
紙の上で美しい色の組み合わせを描きます。手足や筆を使って自由にペイ
ントしてください！子供から大人まで、どんな人も楽しめます。作品は持ち
帰ることができます。エプロンの貸し出しもありますが、汚れても良い服
装でご参加ください。
所要時間：1.5時間
期間：美術館オープン時間。火曜-日曜 10:00-17:00
言語：（リクエストに応じて）英語、フィンランド語
参加人数：5-20人
最少年齢：7歳
対象：興味のある方

・Finnish scenery　フィンランドの風景
森はどのような香りでしょう？どのような音が聞こえ、どのような味がする
でしょう？このワークショップではフィンランドの自然からの様々な材料に
ついて知り、それらがどのようにしてアートを作るかを体験します。木の枝、
松ぼっくり、種、ドライベリー、コケなどの材料を使います。あなたのアート
作品は小さな箱の形で作成するので、自宅に持ち帰ることができます。
所要時間：約2時間、子供も大人も参加可能。

<問い合わせ>
Oulu Museum of Art OMA 
E-mail. peda.taidemuseo@ouka.fi

E.  Science Centre Tietomaa
ティエトマー科学センター
www.tietomaa.fi

Science Workshops for school groups
学校団体のための科学ワークショップ

Technical workshops, product examples
ワークショップと作品例
・Rocket Factory　ロケットファクトリー
ロケットファクトリーのワークショップでは宇宙ロケットの歴史とロケット
の構造について学びます。参加者は紙でロケットを各自作り、ナフクリン
トリ広場の屋外でロケットを発射させます。
時期：秋の始まりから春の終わりまで。天候による。
所要時間：1.5~2時間

・Dragsters　ドラッグレース用自動車
このワークショップはテクノロジー教育に有益なプログラムです。乗り物
の特徴や形態が速度に与える影響を考えます。CO2カプセルをエンジン
にした乗り物を企画、設計、試験します。試験はマニュアルとオートマチ

B. Valve Film Workshop for Children and Young People 
ヴァルヴェ映像ワークショップ（青少年用）
www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/elokuvakoulu/english/

所要時間：4-8時間
時期：通年
言語：（リクエストに応じて）英語、フィンランド語
参加人数：6-25人
最少年齢：7歳

青少年のためのヴァルヴェ映像スクールは、オウル市カルチャーセンター内
の映像教育プロジェクトの一部です。ここでは、児童、学生、大人向けに
クラブや授業、ワークショップを企画しています。私たちは児童が自らの
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て
います。学習目的の一つは、児童の芸術文化への好奇心を育むことです。

照明OK… カメラ準備… アクション！
ヴァルヴェ映像スクールの1日体験ワークショップで、新たな名作を作り
ませんか？ワークショップのテーマは、ストップモーションでも、ライブア
クションの映像でも構いません。ヴァルヴェ映像スクールの先生たちが
映像制作の裏まで教えてくれます。また、異なる文化や習慣を体験するた
めにフィンランド人の参加者と組んで一緒にワークショップを受けること
もできます。
映像作品は少人数で作り、ワークショップは5段階（ブレインストーミング、
脚本、撮影、演技、編集）に分かれています。各グループには撮影器具、
グリーンスクリーンスタジオ、編集用パソコン、衣装とメイクアップ道具
が支給されます。4時間で映像を作ることが可能ですが、全5ステップを
体験するには最低１日（8時間）は必要です。
このワークショップのハイライトは試写会です。実際の映画館の大きなス
クリーンを使って、映像作品を流します。映画館用のお菓子も良いし、必
要に応じてケータリングなどのより豪華なサービスも手配可能です。参加
者は映像作品を持ち帰ることができます。

<問い合わせ>
Cultural Centre Valve, Valve Film School
Tommi Nevala
Add. Hallituskatu 7, 90100 Oulu
Tel. +358 44 703 7547
E-mail. tommi.nevala@ouka.fi

C.Oulu Comic Center オウル・コミックセンター
 www.oulucomics.com

オウル・コミックセンターには、見たり、読んだり、借りたり、買ったり、
描くためなど様々な意味の“パネル”があります。コミック図書館サルヤスト
（Sarjasto）では、“パネル”によって満たされる瞬間を体験したり、驚い
たり、借りることもできます。オウル・コミックフェスティバルは毎年街中
をパネル（漫画で）で埋め尽くします。このフェスティバルは北極圏最大
のコミックイベントです。オウル・コミックセンターでは利用者のニーズに
合わせて、放課後のコースやカスタムメイドのコースなども実施してい
ます。また、週末にはコミック・クラスによる子供と10代の若者を対象に
したワークショップをカルチャーセンターで開催しています。オウル・コミ
ックセンターには優れた漫画教師のネットワークがあり、コース活動は
フィンランド漫画協会とトゥルク漫画協会を含む全国のネットワークと
協力して行われます。
北部地域の漫画の首都オウルは、漫画文化の分野で活気と感動に満ち
た場所です。
言語：英語・フィンランド語
冬と夏のパッケージ
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なステップを踏む「イェンカ」というフォークダンスや、キーチェーンや飾
りとして使えるウールのタッセル作りを体験することもできます。そして最
後に、馬蹄投げで自分の器用さや正確性も試すことができます。馬蹄投
げは遊び方の指示をよく読んでお試し下さい。
トゥルカンサーリとシーカサーリの島々は草原、農場、小石の道、森の散
策路からなっています。散策路は合計2km程度です。

<問い合わせ>
Tuija Hoikka
Add. PB 53, 90015 City of Oulu
Tel. +358 44 703 1335  / +358 44 703 1345
E-mail. myynti.luuppi@ouka.fi

G.Kierikki Stone Age Centre: Excavation Camp in Stone Age Dwellings Site
キエリッキ石器時代センター：石器時代住居発掘キャンプ
www.kierikki.fi

オウルから53km離れたキエリッキ石器時代センターと石器時代ヴィレッ
ジはイー川のほとりにあり、フィンランドの先史時代をユニークな形で展
示しています。紀元前4000年まで遡り、現在も進行中の世界中の発掘プ
ロジェクトについて学べます。本館は受賞歴もあるログでできた建物で、
展示とレストランが併設されています。
石器時代ヴィレッジでは体験型学習も出来ます。他には最新の研究に基
づいたガイドや展示もあり、本館以外には、長年に渡る国際的な研究に
基づいて再現した石器時代の住居スペースもあります。

参加人数：10‒20人
対象：個人、団体、ファミリー
時期：7月1日から9月15日
言語：要問い合わせ):英語・フィンランド語

石器時代の住居レプリカと石器時代ヴィレッジでの体験学習
キエリッキでの3日間のキャンプ、石器時代ヴィレッジでのアクティビティ
と周辺の見学ツアー

<問い合わせ>
Leena Lehtinen
Add. Kierikki Stone Age Centre, Pahkalantie 447, FI-91200 YLI-II
Tel. +358 40 514 9466
E-mail. leena.lehtinen@kierikki.fi

H. Stone Age Tribal Competition  石器時代部族競争
所要時間：3時間
言語：英語・フィンランド語
参加人数：12‒45人
予約と問い合わせ：asiakaspalvelu@kierikki.fi

キエリッキの先史時代を再現した村と石器時代ヴィレッジで開催されるこの
競争はチームビルディング活動として、またはレクリエーション活動としても
適しています。部族に分かれて石器時代に関する様々な課題に取り組み、課
題解決力や想像力を鍛えましょう。課題を遂行する緻密さと協調性も必要
です！キエリッキセンターが用意した石器時代の衣装も着て参加できます。

I. Camp School of Museum and Science Centre Luuppi 
科学博物館センターキャンプスクール・ルーピ
期間：2日間
時期：通年、月曜日～金曜日、トゥルカンサーリ博物館(Turkansaari 
Museum)は5月から9月末まで。週末は追加料金がかかりますが手配可能。
言語：英語とフィンランド語
参加人数：10‒30人

1日目
• キエリッキ石器時代センター到着
•考古学展示のガイドツアー 、石器時代ヴィレッジで部族競争（石器時代
ガイドから古代のスキルも学べます）
• ホテル・キエリキンホヴィ宿泊

2日目
•オウルに車で移動、オウル城跡の公園でガイドと散策、北部オストロボ
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ックと両方使える、フィンランド特有のサーキット設備を使います。
所要時間：8時間×2日間。4時間/1日

・Chemistry and Physics workshops, product examples
科学＆物理ワークショップ、プログラム例
このワークショップでは化学または物理反応を使って体験型の実験をします。
所要時間：1.5-2時間、8時間を2日間に分けて、1日4時間
時期：秋の初旬と、春の終わり（天気が良い日）
言語：（リクエストに応じて）英語、フィンランド語
対象：主に小学生向け。生徒の学齢期によって内容は調整できます。

実験例：フィンランドのお菓子「サルミアッキ」（リコリスと塩化アンモニウム
で味付け）：サルミアッキは何でできているの？サルミアッキの歴史について。
座学：酸と塩基、滴定、当量点
石鹸の作り方：石鹸の歴史、ココナッツ石鹸づくり

<問い合わせ>
Science Centre Tietomaa
Tuija Hoikka
Tel. +358 44 703 1335
E-mail. myynti.tietomaa@ouka.fi

F.  Explore and Learn in Turkansaari
トゥルカンサーリ博物館で学ぼう
・Guided Tour into the history of North Ostrobothnian life in 
Turkansaari Open-Air Museum
ガイドとトゥルカンサーリ野外博物館で北部オストロボスニア生活の歴史を学ぶ
www.ouka.fi/oulu/ppm/turkansaari-in-english
所要時間：2時間
参加者が用意するもの：天候に適してアウトドアの服装、歩きやすい靴
時期：6月5日 ‒ 9月8日、月曜日～金曜日10am‒5pm 
言語：英語、中国語と日本語の通訳（要問い合わせ）
参加人数：15‒25人
最少年齢：7歳
対象：グループ
出発場所：Turkansaari Open-Air Museum entrance
出発時間：要事前相談

トゥルカンサーリ野外博物館には17～20世紀の建物コレクションがあり
ます。トゥルカンサーリ島は古くから残る商業地で、サーモン漁も盛んで
した。博物館の展示エリアには、北部オストロボスニア地域に特徴的な
備品や建物が揃った伝統的な農場があります。参加者は農耕、アカマツ
のタール生成、サーモン漁、材木伐採、丸太作りなどのフィンランドの伝
統的な文化や生活様式を学ぶことができます。

トゥルカンサーリ野外博物館は、1694年から続く古い教会が元の地に復
元されたのを機に1922年に開館しました。トゥルカンサーリ教会はオウ
ル市地域でもっとも古い木造建造物です。この野外博物館は夏季期間中
、常に賑わっています。特に人気のあるイベントはタールピットの点火や
伝統的なフォーク音楽のライブ、伝統的な職業のデモンストレーションな
どが体験できる夏至祭です。秋の伝統あるマーケットフェアやクリスマス
前のイベントは秋から冬の間で一番の人気イベントです。

トゥルカンサーリ野外博物館は文化遺産としても価値があり、オリジナル
の建築物などがそのまま保存されています。オウル川の美しい島に位置
し、周囲は田園地方の自然に囲まれています。
2時間のプログラムは2部構成で、各1時間程度です。前半は、トゥルカン
サーリ野外博物館エリアを経験豊富なガイドと共に回ります。伝統を感じ
る農場とタールピットのエリアでは、典型的な森の暮らしや17世紀から
北部オストロボスニア地域に伝わる備品や生活様式について学びます。
木材をゆっくり燃やして作られるタールは、かつてはオウル港を中心にし
た主要な輸出産業でした。樽に入れたタールを船で漕いで運ぶ伝統的な
スタイルで運ばれていました。サーモン漁や丸太作り、オウルの主要産業
だったアカマツのタール生成などについて知ることができます。

後半にはガイドが博物館のアクティビティを体験できるスポットにお連れ
します。そこでは、小さなガイド達が伝統的な手工芸やアクティビティを
教えてくれます。タール商人は、現地の小説家が書いたトゥルカンサーリ
のタール作りを題材にした話に出てくるキャラクターです。また、伝統的



スニア博物館でオウルの歴史を学ぶ
•オウル美術館でアートワークショップ
• 科学センターティエトマーまたはトゥルカンサーリ博物館で昼食
•科学センターティエトマーで3D のスーパースクリーン、科学ワークショップ、
展示見学またはトゥルカンサーリ博物館のファームハウスで季節のアクティビティ
• ホテル・キエリキンホヴィ宿泊
ホテル・キエリキンホヴィで2泊

<問い合わせ>
E-mail. asiakaspalvelu@kierikki.fi

Go Arctic! Camp School in Oulu Region
ゴー・アークティック！オウルでのキャンプ・スクール

www.goarctic.fi

ゴー・アークティック！(Go Arctic!) はオウル地域とフィンランド全域の旅
行企画やプログラムを提供しているツアーオペレーターです。北方および
北極圏のツアーに特化しています。レジャー旅行、学校のキャンプ、教育
視察や産業視察など、あらゆるパッケージを手配いたします。海外からオ
ウルに旅行にいらっしゃる方々への対応にも長年の実績があります。

ゴー・アークティック！は、オウル地域でのプログラムを補完するためのレ
ジャーアクティビティを幅広くご用意します。ガイド付の市内ツアーから自
然体験まで、冬期も夏期も対応可能です。ユニークなプログラムをお探し
ならば、凍結した北極海での浮遊体験などいかがでしょう。運が良けれ
ばオーロラも見られるかもしれません！

私たちはフィンランドのどこでも、お客様のプログラムの前後に追加可能
なツアーをご提供します。必要があれば強力なパートナー会社と連携し、
空港間の移動などすべてのサービスを含めたオウル地域のパッケージツ
アーも手配します。お客様のフィンランドへのご旅行やビジネスをより良
いものにすべく、現地のスペシャリストとして皆様に最適なプランと北フィ
ンランドの体験をご用意します！

時期：5月15日‒10月30日 (M/Sオウルなしであれば通年)
言語（要問い合わせ）：英語・フィンランド語

1日目
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジ到着
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジは、オウルの中心街近郊の、年間を通して
利用可能なホリデーリゾートです。近くにはボスニア湾随一、もしかする
とフィンランド随一の美しい砂浜が広がっています。
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジには24棟のハイクオリティなヴィラと28
棟のホリデーコテージがあります。モダンな管理棟、サウナ、会議室とカ
フェも施設内に併設しています。

ポイユヴィラ(Poiju Villas)　
フラグシップであるポイユヴィラ(Poiju Villas)は、2016年の夏にオープ
ンしました。通年で利用可能な24棟のモダンなヴィラはほとんどが2～4
人用です。すべてのヴィラにはダイニング、サウナ、2つの寝室、広いキッチ
ンとリビング、暖炉と大きなテラスが完備されています。一部のヴィラは
コネクティングルームになっているため、2棟をつなげることで最大8+4
人でご利用できます。ポイユヴィラはモダンながらも伝統的なアイランド
コテージのスタイルで大きな窓からは自然光が入ります。

ポーキコテージ (Pooki Cottages)
ナッリカリには年間を通して利用可能な黄色のポーキコテージが18棟あり
ます。全てのポーキコテージにはミニキッチンと5人分のベッドがあります。
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大きなコテージには別に寝室があります。
設備：バスルーム、ミニキッチン（食器、ホットプレート、電子レンジ、冷蔵
庫、コーヒーメーカー）、テレビ
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジにて夕食

2日目
朝食
ガイド付オウルツアー
近年のオウルではソフトウェアのデザイン、世界でも有数の製紙業、国際的
なビジネス、観光産業などが盛んです。このツアーでは、川沿い、浜辺、
湿地帯、森林を巡り、さらにはオウルの新旧の名所や文化と科学技術の
産地が見学できます。またオウルの歴史に触れながら、タール商人や造
船業、水先人、サーモン漁師について学びます。

ティエトマーのワークショップ 
ティエトマーはフィンランド初の科学センターで、教育旅行のグループ見学
に適しています。定期的に変わる展示内容は150種類以上あり、巨大スクリ
ーンのシアターやオウルが一望できるガラス張りのエレベーターもあります。

技術ワークショップ（午前）
ロケットファクトリー
このワークショップでは宇宙ロケットの歴史とその仕組みを学びます。参
加者はそれぞれ紙ロールを用いて製作した自分のロケットを、屋外のナ
ハクリントリ広場(Nahkurintori square)で打ち上げます。
所要時間：1.5‒2時間
ティエトマーで昼食

化学ワークショップ（午後）
このワークショップでは化学反応を取り上げ、実験を通して反応について
学びます。
所要時間：1‒2時間
フィンランドのお菓子サルミアッキづくり(サルミアッキと塩化アンモニウムで
味付け)：サルミアッキは何でできているの？サルミアッキの歴史について。
座学：酸と塩基、滴定、当量点
ティエトマーの展示見学（自由行動）
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジにて夕食

3日目
朝食
オウル美術館でアートワークショップ 
アークティックベリーでペインティング（午前）
ブルーベリーを食べないとしたら何に使いますか？リンゴンベリーキッセリ
（デザート）がペインティングの材料として出てきたら？このワークショップ
では伝統的なフィンランドのベリーの他にリコリスのような材料の香りと味
を楽しむことができます。最後に、これらの材料をペインティングの画材と
して使い、紙の上に想像を超えるような色の組み合わせが出来上がります。
 
ワークショップで作るアートは無料、そしてフィンランドならではの貴重な
体験として楽しめます。手足や筆を使って自由にペイントしてください！子
供から大人まで、どんな人も楽しめます。作品は持ち帰ることができます。
エプロンの貸し出しもありますが、汚れても良い服装でご参加ください。
所要時間：1.5時間
ラウハラ(Rauhala)で昼食、フィンランド料理について学べます。

フィンランドの風景（午後）
このワークショップではフィンランドの自然の様々な材料に触れ、それを
アートに活かす方法を学びます。フィンランドの自然を自分の手で再現し
てアートを作ります。木の枝や松ぼっくり、種、ドライベリー、コケ類など
を材料として使います。作品は小さな箱の形で作成するので、思い出に持
ち帰ることができます。
所要時間：約2時間
ナッリカリ・ホリデーヴィレッジにて夕食

4日目 
コイテリにてネイチャー・デイプログラム
キーミンキ川近郊のコイテリへようこそ！ここでは仲間と共に一日中アウ
トドアが楽しめます。コイテリの語源はサーミ語に由来し、元の意味は「
真ん中」です。2つの急流のちょうど真ん中に位置する島で楽しい野外活
動が体験できます。
美しい景色、古代からの大木や包み込むような静寂は自分の内なる魂を
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カモの群れが飛ぶ姿、春先のエリマキシギのダンス、秋の鶴の飛来など、
どれも素晴らしい光景です。
ビジターセンターの展示に足を踏み入れると、そこはスリル満点の鳥の世
界です！展示では、鳥たちの新たな秘密を知り、五感を使って鳥の世界
を体験することが出来ます。リミンカ(Liminka)湾のライブ配信動画を見
たり、夏鳥の活動を間近から観察したり出来ます。ビジターセンター近く
のヴィルックラ(Virkkula)展望所では、朝から晩まで鳥たちを観察するこ
とが出来ます。リミンカ湾では、野鳥観察用のタワー、木板、キャンプフ
ァイヤーも可能なビジター用施設のご用意があります。
ビジターセンターとその周辺は障害をお持ちの方にもご利用いただけま
す。通年利用可能で、入場も無料です。リミンカはオウルの中心街から35 
km 、車で30分、オウル空港からは25kmです。
野鳥観察ツアーの学習効果を高めるために、野鳥専門家であるガイドを
付けることをお勧めします。きっと白尾の鷲が力強く飛ぶのを羨み、エリ
マキシギの求愛ダンスに微笑み、ハシビロガモの鮮やかな色に目を奪わ
れることでしょう。渡り鳥の飛来時期である春と秋には、何千もの鳥たち
の羽が羽ばたく音や鳥たちの様々な鳴き声に加えて、あらゆる形、色、飛
行パターンを目にすることも出来ます。
野鳥観察タワーへのガイド付きツアーは1～6年生、7～9年生と高等学校
の生徒を対象としています。野鳥観察タワーに向かう散策路(0.6km)は
ビジターセンターの庭を始点としています。散策路は幅が広いので車椅
子やベビーカーも利用可能です。ビジターセンターの横にはキャンプファ
イヤーができる広場が2つあります。ガイドも望遠鏡を持ち歩いています
が、学校団体には20台の双眼鏡を貸し出しています。
ビジターセンター内の展示「鳥の一年に見られる8つの季節」でもガイド
付ツアーがあります。専門のガイドが具体的な話や例を用いながら、分か
りやすく鳥たちの多様性あふれる世界を伝えます。一年で見られる鳥た
ち独自のサイクルを鳥の視点から展示しています。展示自体は無料です
が、ガイド付ツアーは有料です。ガイドなしで自由に見学することも可能
です。視聴覚ホールでは「リミンカ湾の生活」というタイトルのマルチメデ
ィア展示があります。この展示は約20分で、一年間の野鳥たちの巣の中
の様子をお見せします。この展示も無料です。

ヴァルヴェ映像ワークショップ　　
青少年のためのヴァルヴェ映像スクールは、フィンランドのオウル市カル
チャーセンター内の映像教育プロジェクトの一部です。ここでは、児童、
学生、大人向けにクラブや授業、ワークショップを企画しています。
私たちは児童が自ら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ています。学習目的の一つは、児童の芸術文化への
好奇心を育むことです。

照明OK…カメラ準備…アクション！
ヴァルヴェ映像スクールの1日体験ワークショップで、新たな名作を作り
ませんか？ワークショップのテーマは、ストップモーションでも、ライブア
クションの映像でも構いません。ヴァルヴェ映像スクールのプロの先生た
ちが映像制作の裏まで教えてくれます。また異なる文化や慣習を体験す
るためにフィンランド人の参加者と組んで一緒にワークショップを受ける
こともできます。
映像作品は少人数で作り、ワークショップは5段階（ブレインストーミング、
脚本、撮影、演技、編集）に分かれています。各グループには撮影器具、
グリーンスクリーンスタジオ、編集用パソコン、衣装とメイクアップ道具
が支給されます。4時間で映像を作ることが可能ですが、全5ステップを
体験するには最低1日（8時間）は必要です。
このワークショップのハイライトは試写会です。実際の映画館の大きなス
クリーンを使って映像作品を発表します。映画館のスナック菓子または必
要に応じてケータリングなどのより豪華なサービスも手配可能です。参加
者は映像作品を持ち帰ることができます。

ナイト・ショートアクティビティー（オプション）
夏・秋：ガイド付のシティサイクリングツアー、ガイド付カヌーツアー、渓
流下り、白夜の自然体験
冬：スノーシューツアー、アイスフィッシング、オーロラツアー、ハスキー犬
サファリ、トナカイファーム見学

<問い合わせ>
Go Arctic!
Kirsi Eskola
Tel. +358 8 415 277 70
E-mail. kirsi.eskola@goarctic.fi

感じさせてくれるでしょう。当日は伝統的なフィンランドのアクティビティ
が目白押しの素晴らしい1日が過ごせます。 
午前中には自然でのサバイバルスキルを学び、実際に体験する機会があ
ります。ウッドカービングをしたり木の幹から船を作ったり、キャンプファ
イヤーの火起こしをします。
昼食
ガイド付の森林散策
フィンランドの森を探検し、自然の宝探しをします。森の中から工作や料理
に使えそうな材料を探し出します。時期が合えばベリーやキノコも探します。
トゥンネルマトゥパ (山小屋)では伝統的なフィンランドの焼き菓子を作り
ます。森でベリーを見つけられた場合には、自分で採ったベリーを焼き菓
子に使うことができます。作ったタネの一部は、後ほど焚き火で焼きます。
これでスティック・バン（棒つきケーキ）の出来上がりです。
夕食は3品のコースディナーを焚き火と共にお楽しみください。メイン料
理は焚き火で調理されたサーモンです。

5日目 
M/S オウルで自然教育活動
M/S オウルの自然教育活動は中国と日本の7歳から18歳までの児童や生
徒のために作られた教 育キャンプです。このキャンプはトッピラ港
(Toppila)に停泊している船、M/S オウルで行われます。
M/S オウルは1963年に商船としてフィンランドで造られました。メレッリ
ネン・オウル(Merellinen Oulu)協会が2007年に船の所有権を得て航海
の登録をしてからは、船舶の維持と航海文化の普及、航海活動の教育と
研修に努めています。
M/S オウルは5月から10月まで、ご要望に応じて1時間から1週間までの
海上クルーズをご用意しています。船には資格のある船員と充分な数の
添乗員も同船します。教育活動の目的に合わせて、海上クルーズ、海上や
浜辺での航海活動、オウル近辺での自然体験、食事や宿泊などがご提供
できます。船舶には教育活動に使える最新の科学技術施設や教室とグル
ープワーク用のスペースがあり、港にはwifiのご用意もあります。

M/S オウルに到着（朝）
開会式、船員の紹介、安全ルールの確認
出航、キャビンの割り当て
ガイド付きの船舶ツアー
ビュッフェ昼食、お茶と軽食は常時用意あり
海上で航海活動
ロウッタ島に到着
島北部で散策と自然体験
船上で夕食
浜辺のキャンプファイヤーでレクリエーション

6日目 
船上で朝食
出航、航海用の縄結びを体験
午前中に母港に帰着、またお会いしましょう！
自由行動、市街地でお土産タイム
出発

その他オプションプログラム：

フィンランド学校見学
半日または1日のオプション。期間中に数回に分けていくつかの学校見学
も可能。 

キエリッキ石器時代センター見学
キエリッキ石器時代センターと石器時代ヴィレッジはイー川のほとりにあ
り、フィンランドの先史時代をユニークな形で展示しています。紀元前
4000年まで遡り、現在も進行中の世界中の発掘プロジェクトについて学
べます。本館は受賞歴もあるログハウスで、展示とレストランを併設して
います。キエリッキはオウルから53km離れています。

石器時代ヴィレッジでは体験型学習も出来ます。他には最新の研究に基
づいたガイドや展示もあり、本館以外には、長年に渡る国際的な研究に
基づいて再現した石器時代の住居スペースもあります。

リミンカ湾ビジターセンター：学校団体向けガイドつき野鳥観察ツアー
フィンランドが誇る湿地帯で鳥たちの自然を体験しましょう！夕暮れ時に



Santa Claus Academy Finland ‒ Camp school program in Oulu, 
Pudasjärvi or Taivalkoski
サンタクロース・アカデミーフィンランド-オウル、プダスヤルヴィまたはタイ
ヴァルコスキでのキャンプスクールプログラム

サンタクロースと会い、オウル、プダスヤルヴィまたはタイヴァルコスキで
のフィンランドの生活や持続可能で自然な生活スタイルなど、発見型学
習を通して学びましょう！

オウル職業高等学校(OSAO)は北極圏の自然のもとフィンランドのユニー
クな体験を提供しています。学校団体のためには自然、野生、雪、ベリー
やキノコ、オーロラなどに関連したフィンランドの伝統的なスキルを学べ
るプログラムがあります。すべてのプログラムは世界有数の自然と綺麗な
空気のもとで行います。キャンプスクールの参加者は、学習環境のもとで
フィンランドの学生と交流します。

サンタクロース・アカデミーのプログラムは英語、選択科目とアクティビテ
ィで構成されています。プログラム修了時には、サンタクロースが公式な
サンタクロース・アカデミーの修了証を参加者に手渡します。
サンタクロース・アカデミーでは、下記のアクティビティに参加可能です。
一部のアクティビティは季節限定です（夏季または冬季のみ）。

Cross-country skiing  クロスカントリースキー
プロのインストラクターにクロスカントリースキーを習いましょう。スキーは伝
統的なスポーツで、フィンランドではプレスクールのすべての生徒が習います。

Downhill skiing　ダウンヒルスキー
プロのインストラクターにダウンヒルスキーを習いましょう。

Snowshoeing 　スノーシューイング
雪で覆われた木々の間をスノーシューで歩きましょう。今まで体験したことが
ないような効率的な運動ができます。すべての人が楽しめるスポーツです。

Snow sculpting　雪像づくり
雪のかたまりと様々な道具を使って雪像を作りましょう。雪像彫刻家の
体験をします。

Fat biking　ファットバイク
ネイチャートレイル沿いの雪道をファットバイクでサイクリングしましょう。
冬期用にも夏期用にもトレイルがあります。年間を通して、素晴らしい景
色を楽しめるスポーツです。

Spotting Northern Lights　オーロラ探検
オーロラについて学び、もし運が良ければ、大自然の中を歩きながら空に
広がるオーロラをご覧いただけます。

Snowmobiling　スノーモービル
スノーモービルに乗って雪原を楽しみましょう。天気の良い夜には、エン
ジンを止めてオーロラを見上げてみましょう。

ʻEverymanʼs Rightsʼ lesson　“自然享受権”レッスン
フィンランドには　”Everymanʼs Rights”（自然享受権）という素晴らし
いルールがあります。これによりフィンランドでは森や丘、湖や川など自
然の中を、所有者の許可をとることなく、自由に散策し、ベリーやマッシ
ュルームを摘むことが許されています。自然享受権について学び、フィン
ランドの人々が自然とどのように関わってきたかを知りましょう。

Wilderness skills　自然サバイバルスキル
キャンプファイヤーの火の起こし方や自然での調理の仕方を学び、スキー、スノ
ーシュー、キックスレッジを使ってオリエンテーリングの基礎を体験しましょう。

Dog sledge driving　犬ぞり体験
ハスキー犬に引かれたソリでサファリ体験をします。動物たちに触れたり
、ガイドから大自然の生活について話を聞いたりしましょう。キャンプファ
イヤーではフィンランドの焼き菓子とコーヒーも味わえます。

Indoor wall climbing　室内ウォールクライミング
プロのインストラクターからクライミングを学びましょう。どこまで高く登
れるか、楽しみ方は自分次第です！

Log school visit　ログスクール見学
世界最大のログで出来た学校であるプダスヤルヴィのログキャンパス、ロ
グ教会、ログで出来た保育所を見学します。驚異的なログ建築は本当に
驚きです。この学校に通いたくなるかもしれません。

Reindeer farm visit　トナカイファーム見学
フィンランドの本物のトナカイファームに行き、トナカイ飼育の歴史につ
いて学びましょう。伝統的なログハウスで温かい飲み物とおやつも味わえ
ます。トナカイに餌やりをし、少しだけトナカイそりに乗ることもできます。

Picking berries or herbs & bake a pie　ベリーやハーブ摘みとパイ作り
野生のベリーやハーブを新鮮な空気を吸いながら採取します。ベリー摘
みの後は、フィンランドの伝統的なパイを作り、コーヒーやジュースと一
緒にいただきます。

Fishing  釣り
釣りやアイスフィッシングの仕方を学び、実際に自分でも体験してみます。
釣りは経済的に、自然で簡単にクリーンでヘルシーな食べ物を入手する
方法でもあります。

Making a product from natural ingredients　自然の材料で商品を作ろう
植物の種類について学び、採取して口紅などの商品を自分で作りましょう。こ
れまで所有したものの中で、もっともピュアで愛着のあるものになるでしょう！
 
<問い合わせ>
Antti Rovamo（CEO of OSAO Edu Oy）
Tel. +358 50 560 8392
E-mail. antti.rovamo@osao.fi

School Program for High School Students in Liminka with 
Homestay or Hotel-like Accomodation
リミンカ（LIMINKA）でのホームステイまたは宿泊施設を利用した高校生
のためのスクールプログラム

www.visitliminka.fi

リミンカ（Liminka）はオウル空港からわずか20分の場所にある町で、約
10,000人の住民が住んでいます。リミンカは、鳥、自然、文化、若者が多
く居ることで知られています。自治体は541年の歴史がありますが、フィ
ンランドで最も急速に成長し最も若い自治体でもあります。住民の40％
以上が19歳以下で、フィンランドの最も高い教育を受けた労働力ランキ
ングで8位（フィンランド全土で311の自治体中）に位置しています。

時期：学校が休みの時期は利用できません：夏期休暇（6月初旬から8月
中旬まで）クリスマス休暇 (第51週-翌年第02週)
参加者数：5-20人
学校：リミンカ高等学校（高等学校の基礎科目＆2つの特別授業：スポー
ツと企業家精神）
スクールプログラム：スクールレッスン6時間／日：月－金 （土日休み）
訪問授業：国際学習、英語、スポーツ、芸術、家庭科、経済と起業などに
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ついて学びます。地元の保育所や小学校への教育訪問。ホストファミリ
ーの子供たちと一緒に学校の宿題や勉強などをします。
注意：週末や休日に学校の建物を訪問することはできません
宿泊＆食事：ローカルファミリーの家に1人部屋でのホームステイ
ローカルファミリーの家に1～2週間のホームステイの場合すべての食事
が含まれ、ホストファミリーと共にします（朝食、昼食、夕食、軽食）。学
校がある日は給食が提供されます。
施設に宿泊する場合：1～2週間のホームステイの場合、全ての食事が含ま
れます（朝食、昼食、夕食、軽食）。学校がある日は給食が提供されます。
送迎：オウル空港から往復の送迎
アクティビティ・オプション：レジャー時期にグループ全体での予約可能
なアクティビティの例（季節と天候による）。リクエストに応じて学校また
は宿泊場所からアクティビティの場所までの送迎。
各アクティビティに参加証明書が贈られます。

Activities related to sports education and physical skills:
スポーツ教育と身体能力に関するアクティビティ：

スノーシュー（ガイド付き・2-3時間）
冬に人気のこのアクティビティは、冬の景色を最大限に楽しむ事が出来ま
す。基本テクニックを学んだ後、冬の森を探検して様々な体験をする事が
出来ます。時期によっては、凍った海の上を歩く事も可能です。

フリスビーゴルフレッスン（ガイド付き・1-2時間）
リミンカにはフィンランドで最高のディスクゴルフコースがあります。基本
テクニック（投げ方やディスクの扱い方）を学んだら、コースにある9つの
ホールでプレイしてみましょう。

ファットバイクサファリ（ガイド付き・2時間）
ファットバイクに乗って、リミンカの美しい自然の中を冒険してみましょう（
冬でもオープンしていますよ！）。ファットバイクツアーにはガイドが付いて
おり、リミンカのランタキュラ（Rantakylä）へお連れします。途中、森の中
で休憩を取りジュースや焚き火でソーセージを焼いて楽しむ事が出来ます。

ウォール クライミング レッスン（ガイド付き、1-2時間）
リミンカには、安全に練習をする事が出来る屋内のクライミングウォールが
あります。ガイド付きのレッスンでは、クライミングの方法やテクニック、
安全などに関してレクチャーしてくれます。

Activities related to history and culture:
歴史と文化に関するアクティビティ：

焚き火でスモーク サーモンを作る体験（ガイド付き・3-4時間）
伝統的なフィンランド料理において魚は重要です。魚はスモークして調理をする
のが一般的です。ガイドと一緒に焚き火で調理をする方法を学びましょう。グル
ープの人 と々一緒に美味しいスモークサーモンと甘いパンを準備しましょう。

リーサ城(Liisanlinna)の訪問と冒険（ガイド付き・3-4時間）
リミンカには、リーサ城という木造の新しい城があり、若者がこの屋外の
城で冒険する事が出来るようになっています。ガイドがフィンランドの歴
史について教えてくれ、迷路のような城の中で遊ぶ事が出来ます。アクテ
ィビティにはスナックとジュース、そしてソーセージもしくはパンという軽
い夕食が含まれています。

古都リミンカを歩くツアー（ガイド付き、1-2時間）
古都リミンカを歩くツアーでは、リミンカの歴史を教えてくれます。古都リ
ミンカはリミンカ川の隣に位置し、通りには博物館があるので季節によっ
ては立ち寄る事が出来ます。例えば、とても有名な昔のオペラ歌手である
アブラハム・オヤンペラ（Abraham Ojanperä）の博物館や、毎回様々な
展示をしている美術館が古い石の学校にあります。

Activities related to biology, geography and environmental education:
生物学、地理学、環境教育に関するアクティビティ：

アラケスティラ（Alakestilä）植物園でのツアー（ガイド付き・1-2時間）
リミンカの植物園では、およそ250本以上の木や潅木の植物があります。
ガイドと一緒に植物園に行けば、その季節の素晴らしい植物の姿を見る
ことが出来るでしょう。

リミンカ湾（Liminka Bay）ビジターセンターツアー（ガイド付き・2-3時間）
リミンカ湾は、フィンランドの鳥にとってとても重要な湿地帯です。リミン
カ湾ビジターセンターのガイド付きツアーでは、8つの季節に分かれた鳥
の生活を紹介しています。展示を鑑賞後、近くにある2階建てのバードウ
ォッチングが出来る塔で鳥を観察しましょう。

エスクリアル動物園とフラワーパークに滞在（ガイド付き・2-3時間）
エスクリアル動物園とフラワーパークでは、野生動物やラマやオウムなど
の様々な動物がいます。小さな動物園にはブラックスワンの様な少し変
わった動物もいます。園内には小さなカフェがいくつかあります。

古都リミンカでコウモリを探しに行こう（ガイド付き・2時間）
あなたは本物のコウモリを見たことがありますか。このツアーは、古都リ
ミンカをコウモリの専門家がガイドをし、8月～9月のみ催行されます。

蝶と昆虫を探しに行こう（ガイド付き・2時間）
蝶と昆虫の専門家がガイドし、生きている蝶や昆虫を見つけその生態を
知ることが出来ます。このツアーは夏の始まりの時期にのみ催行されます。

<問い合わせ>
Liminka Tour Office
Sari Peltomäki
Tel. +358  (0) 400 565 040

Rokua Health & Spa Hotel in Cooperation with Humanpolis Oy: 
Rokua Geo Camp School　
ロクアヘルス＆スパホテルとヒューマンポリス社：ロクア・ジオキャンプスクール

www.rokua.com
言語（要問い合わせ）：英語・フィンランド語
参加人数：20‒40 人 (約 11‒15 歳+ガイド2‒3人)
対象：団体、ファミリー、学校団体
サービス：プログラム詳細の通り
食事：プログラム詳細の通り（朝食、昼食ビュッフェまたはキャンプ昼食、夕食）

Rokua Health & Spa　ロクアヘルス&スパホテル

ロクアヘルス＆スパホテルは壮大な自然に囲まれ、ロクア国立公園の近
くに位置しています。ホテルには、136室の客室とアラカルトレストランが
あります。スパご利用のお客様は窓から絵のように美しいロクア・ジオパ
ークを眺めることが出来ます。また、豪華なトリートメントや手厚いサー
ビスを提供するデイスパを受けられます。
ロクア・ユネスコ世界ジオパークは地質学的な遺産として国際的に認定
されたフィンランドで最初の、そして世界最北の場所です。ユネスコの世
界ジオパークとして公式に認定されていて、現在のロクア、オウル湖、オウ
ル川が形成された氷河期終盤の時代の様子を地質や海岸沿いの地形か
ら学ぶことができます。ロクアはオウル空港から車で1時間、約90kmの
距離です。年間を通して、異なるプログラムやアクティビティと組み合わ
せた滞在が可能です。

Rokua Geo Camp School Program
ロクア・ジオキャンプスクール　プログラム
ロクア・ジオキャンプスクールの狙いは、持続可能な生活様式について
学ぶことです。つまり、次世代のために自然環境の質を向上させる様々な
方法について知識を深め、自然と文化の多様性の重要性を理解するとい
うことです。さらにプログラムでは自然環境の基礎知識の確認をし、人間
生活と自然の関わりについても触れます。ロクア・ユネスコ世界ジオパー
クは、北極圏のそのままの自然の美しさを味わいながら、これらの内容
について多角的に学習するのに最適な場所です。
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1日目
空港に到着、ロクアまで車で移動。チェックイン、夕食。無料でホテルの
プールサウナ利用可能。

2日目
アイスブレイク活動。ロクア・ジオパークやフィンランドの自然についての
オリエンテーション。長旅の後なので、初日のアクティビティは軽く済ま
せます。無料でホテルのプールサウナ利用可能。

3日目
3日目の学習のねらいは地球誕生の過程について、広い視点で理解するこ
とです。ロクア・ジオパークの文化的な背景や、現地の地質学的な現象につ
いて学習することで、大規模な環境変動の過程が理解できます。具体的に
は、自然発生的な気候変動や人間の活動による気候変動、地球温暖化や
地形の変化について学びます。無料でホテルのプールサウナ利用可能。

4日目
4日目の学習のねらいは、環境と人間の生活における地下水と地表水の
役割について知ることです。一日を通して、様々な水質を左右する要因に
ついて学び、水質調査の多様な手法を実験します。また、生物多様性に
ついての基礎を学習した後に、異なる動植物の生息地に赴き、それぞれ
の地の生物多様性を実際に測り、自然における多様性の役割にてついて
考察します。無料でホテルのプールサウナ利用可能。

5日目
5日目の学習の狙いは、日常的に使っている自然資源の発生源と生産過程
について学び、自分たちの日常生活がそれらの資源にいかに依存している
かを理解することです。一日を通して、産業資源や食料資源について学び、
さらには多様性のある自然環境が観光やレジャーに必要不可欠であるこ
とも知ります。もっとも大切な学習目的は、資源を持続的に活用する価値
と、生物・無生物に関係なく全ての地球環境の多様性を保全する価値に
ついて理解することです。無料でホテルのプールサウナ利用可能です。

6日目
朝食、荷物をまとめてチェックアウト。オウル空港に移動。

<問い合わせ>
Rokua Health & Spa Hotel
Juhani Ikonen / Mari Retsu
Add. Kuntoraitti 2, 91670 Rokua, Finland
Tel. +358 20 781 9200
E-mail. sales@rokua.com

Rokua School Camp
ロクア・スクールキャンプ

www.rokua.com/en

ロクアキャンプスクールは、ロクア・ユネスコ世界ジオパークの一部です。氷
河期に形成された地形と自然を感じるだけでなく、フィンランドの伝統的な
慣習や遊びを学び、世界でも有名なフィンランドの教育制度も体験できます。
ロクアキャンプスクールの狙いは、参加者がフィンランドの教育制度とユニ
ークな生活様式についての理解を深めることです。参加者は地元の現地校
で1日を過ごし、学校の生徒たちからフィンランドの教育制度について直に
学びます。また時期に応じて伝統的な遊びも体験します。例えば冬期はスノ
ーシューでトレッキング、アイスフィッシング、ソリ滑り、夏期はハイキング、
湖で釣り、カヌーなどです。海辺の家(Shore Hut)では焚き火でフィンランド
の料理を作ることもします。さらに楽しいのが、地元の牧場でトナカイの餌
やりもします。プログラム内容は参加者に合わせてカスタマイズできます。

＜詳細＞
言語：英語
時期：通年（時期によってプログラム内容は変動します）
レストラン：レストランロウスク、アラカルトキャビネット、バー、ロビーカ
フェ、ランタコタの海の家（予約の場合のみ）
サウナ・スパ：伝統的なサウナとトルコ式サウナ。
サウナの収容人数：カンミ(Kammi)20人、タッカサウナ(Takkasau-
na)10人、キエロ(Kielo) 2‒4人
子供向けサービス：プレイルーム、視聴覚室、屋外遊具、ピヒカ・トリック
トラック(Pihka Trick Track)
犬同伴：可能
駐車場：あり
冬期アクティビティ：クロスカントリー、スノーシューハイキング、アイスフ
ィッシング、ミニスノーゴルフ、スノーモービル、ガイド付ネイチャートレッ
キング、ハスキー犬とトナカイファームへのグループツアー（事前予約）
夏期アクティビティ：ハイキング、ノルディックウォーキング、水泳、釣り（
個人・ガイド）、ミニゴルフ、ベリーとキノコ狩り、バレーボール、バドミント
ン、バスケットボール、ローラースケート、マウンテンバイク
パッケージ
プログラム：
1日目
•スノーシュートレッキング（冬期）、ハイキング（夏期）1時間
•アハヴェロイネン(Ahveroinen)湖でアイスフィッシング（冬期）、アハヴ
ェロイネン湖で釣り（夏期）1時間
•ランタコタ(Rantakota)でジオ・フードプログラム。キノコやブルーベリ
ーを使って参加者が調理します。1時間
2日目
•ウタヤルヴィ(Utajärvi)の現地校訪問(10:00～14:00)、学校で昼食
3日目
•フィンランドの牧場訪問。トナカイやその他の牧場の動物（牛、馬など）
に餌をやり、典型的なフィンランドの牧場を見学できます。室内の焚き火
で温まりコーヒーとクレープを食べた後は、ソリ滑りを楽しめます。
•キックスレッジと丘でソリ滑り（冬期）、カヌー（夏期）

空港までの距離：86km
鉄道：ウタヤルヴィ(Utajärvi )20kmにバス停と駅
参加人数：最少20人～最大60人

<問い合わせ>
Rokua Health & Spa Hotel
Juhani Ikonen / Mari Retsu
Add. Kuntoraitti 2, 91670 Rokua, Finland
Tel. +358 20 781 9200
E-mail. sales@rokua.com

UTAJÄRVI　SCHOOL CENTER
ウタヤルヴィ・スクールセンター

www.utajarvi.fi/sivu/fi

ウタヤルヴィ・スクールセンターは、約470人のキャンパスで、6歳から18
歳までの年齢に応じて、0学年（就学前教育）から9学年までの小中学校
ク ラ ス と 高 等 学 校 の 3 レ ベ ル を 加 え て 展 開 し て い ま す 。
この学校はフィンランドにある6つのジオパークスクールの1つで、カリキ
ュラムの中で、地元にあるロクア・ジオパークの自然や郷土文化の教育に
重点を置いています。
学校はまた小さなコミュニティであるという重要なメリットもあります。教
師は全ての生徒を個人的に知っており、学校は誰もが安全で分け隔てな
く気配りをする大家族のようです。視察のための学校訪問時は、学生自
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ホテル・ピックシュオテは、1994年に建設され、その後1999年と2007年
に拡張が行われました。また、2012年にはレストランや一般エリアの改装
が行われました。ホテル・ピックシュオテはフィンランドに10あるユースセ
ンターの1つで、主な目的は子供と若者の健康を促進することですが、ど
なたでも利用することができます。ホテルはピックシュオテ・ヒルの上に位
置しており、息を呑むほどの絶景です。冬は、ファミリーのための素晴らし
いスキーセンター、また、夏は素晴らしいアウトドア・アクティビティの舞台
になります。異なるグループサイズの会議室もあり、通年営業しています。 
FITや様々なサイズのグループに対応可能です。ユースセンターですので、手
頃な価格で、子供や10代の若者がいるグループにも対応出来ます。様々な期
間の若者キャンプのためのプログラムの計画が可能です。これらのプログラ
ムには、宿泊施設、食事、屋内外アクティビティが常に含まれます。いくつか
のアクティビティは私達のガイドによって行われますが、各グループが各自で
行えるアクティビティもあります。様々な若者団体やユースキャンプで長い歴
史と経験を持っており、国際グループのユースキャンプも提供しています。

リゾートの特徴：様々な宿泊施設、スタッフ、同施設内に宿泊施設、レス
トラン、アクティビティが完備、ユースセンターの立場のためNPO組織、
幼児から高齢者の客層

 

＜詳細＞
言語：英語
時期：通年（時期によってプログラム内容は変動します）
レストラン：レストランロウスク、アラカルトキャビネット、バー、ロビーカ
フェ、ランタコタの海の家（予約の場合のみ）
サウナ・スパ：伝統的なサウナとトルコ式サウナ。
サウナの収容人数：カンミ(Kammi)20人、タッカサウナ(Takkasau-
na)10人、キエロ(Kielo) 2‒4人
子供向けサービス：プレイルーム、視聴覚室、屋外遊具、ピヒカ・トリック
トラック(Pihka Trick Track)
犬同伴：可能
駐車場：あり
冬期アクティビティ：クロスカントリー、スノーシューハイキング、アイスフ
ィッシング、ミニスノーゴルフ、スノーモービル、ガイド付ネイチャートレッ
キング、ハスキー犬とトナカイファームへのグループツアー（事前予約）
夏期アクティビティ：ハイキング、ノルディックウォーキング、水泳、釣り（
個人・ガイド）、ミニゴルフ、ベリーとキノコ狩り、バレーボール、バドミント
ン、バスケットボール、ローラースケート、マウンテンバイク
パッケージ
プログラム：
1日目
•スノーシュートレッキング（冬期）、ハイキング（夏期）1時間
•アハヴェロイネン(Ahveroinen)湖でアイスフィッシング（冬期）、アハヴ
ェロイネン湖で釣り（夏期）1時間
•ランタコタ(Rantakota)でジオ・フードプログラム。キノコやブルーベリ
ーを使って参加者が調理します。1時間
2日目
•ウタヤルヴィ(Utajärvi)の現地校訪問(10:00～14:00)、学校で昼食
3日目
•フィンランドの牧場訪問。トナカイやその他の牧場の動物（牛、馬など）
に餌をやり、典型的なフィンランドの牧場を見学できます。室内の焚き火
で温まりコーヒーとクレープを食べた後は、ソリ滑りを楽しめます。
•キックスレッジと丘でソリ滑り（冬期）、カヌー（夏期）

空港までの距離：86km
鉄道：ウタヤルヴィ(Utajärvi )20kmにバス停と駅
参加人数：最少20人～最大60人

<問い合わせ>
Rokua Health & Spa Hotel
Juhani Ikonen / Mari Retsu
Add. Kuntoraitti 2, 91670 Rokua, Finland
Tel. +358 20 781 9200
E-mail. sales@rokua.com

UTAJÄRVI　SCHOOL CENTER
ウタヤルヴィ・スクールセンター

www.utajarvi.fi/sivu/fi

ウタヤルヴィ・スクールセンターは、約470人のキャンパスで、6歳から18
歳までの年齢に応じて、0学年（就学前教育）から9学年までの小中学校
ク ラ ス と 高 等 学 校 の 3 レ ベ ル を 加 え て 展 開 し て い ま す 。
この学校はフィンランドにある6つのジオパークスクールの1つで、カリキ
ュラムの中で、地元にあるロクア・ジオパークの自然や郷土文化の教育に
重点を置いています。
学校はまた小さなコミュニティであるという重要なメリットもあります。教
師は全ての生徒を個人的に知っており、学校は誰もが安全で分け隔てな
く気配りをする大家族のようです。視察のための学校訪問時は、学生自

身が案内をするプログラムになっています。それ以上の学校交流プログラ
ムも可能ですが決まったプログラムはなく、個別交渉となります。

Utajärvi school visit　
ウタヤルヴィ・スクール訪問

プログラム内容

1）1.5時間　ウタヤルヴィの学校訪問　
フィンランドの学校におけるシステムや、ウタヤルヴィの校内を周って施
設を紹介するガイドツアー
2）4時間　ウタヤルヴィの学校訪問
学校見学ツアー（1時間）、ワークショップ（45分×3回）、学校で昼食
（30分）が含まれます。

<詳細>
設立：1945年
言語：英語、フィンランド語、スウェーデン語、ドイツ語
時期：8月～5月
開始時間：8:30-15:00
学校情報：ウタヤルヴィの学校には420人の学生と45人の教師がいます。
サービス：教育－総合学校（0-9才）と後期中等教育
スペシャリティ：IT、国際性、起業家精神
犬同伴：不可
駐車場：あり
対象：学生・教師・教育関係者

パッケージ

プログラム1：1.5時間
ウタヤルヴィの学校訪問。フィンランドの学校におけるシステムや、ウタヤ
ルヴィの校内を周って施設を紹介するガイドツアー。ツアーは学生自身が
校内を案内し、数人の教師と校長が同伴します。

プログラム2：4時間
ウタヤルヴィの学校訪問。学校見学ツアー（1時間）、ワークショップ（45
分×3回）、学校で昼食（30分）が含まれます。ツアーとワークショップは、
学生と教師により行なわれます。訪問者はフィンランドの学生と交流しフ
ィンランド特有の学校システムを知ると共に様々な活動に参加すること
が出来ます。

空港：オウル空港
鉄道駅：あり

<問い合わせ>
Utajärvi school
Anu Kalliopuska (International affairs, English teacher)
Add. Laitilantie 8, 91600 Utajärvi
Tel. +358505966539
E-mail. anu.kalliopuska@utajarvi.fi
www.utajarvi.fi/sivu/fi

Hotel Pikku-Syöte Camp School　
ホテル・ピックシュオテのキャンプスクール

www.pikkusyote.fi

言語（要問い合わせ）: 英語・フィンランド語

Standard rooms / 21室
スタンダードルーム
部屋には基本的なアメニティが備わって
います。いくつかの部屋にはテラスや、屋
内バルコニーとサウナが付いています。ま
た、身体の不自由な方の為の部屋もあり
ます。コネクティングルームもありますの
で、ファミリーでの滞在も快適です。

Economy room with sleeping balco-
ny / 10室  エコノミールーム＋ロフト
2-4人宿泊可能な部屋で、基本的なアメニ
ティが備わっています。いくつかの部屋に
はロフトが付いています。この部屋は、フ
ァミリーやキャンパーにお勧めです。

Superior rooms / 30室(12室は中庭に
面しています) スーペリアルーム
2人用の部屋で、サウナもしくはジャグジー
が付いています。一部の部屋には広いスイ
ートルームとコネクションルームとして繋げ
ることが可能で、全ての部屋からシュオテ
周辺の美しい景色を眺めることが出来ます。
スーペリアルームではエキストラベッドを入
れることが出来、最大4人まで宿泊することが可能です。また、コネクティン
グルームもありますので、ファミリーでの滞在も快適です。

Standard room with sleeping balco-
ny / 6室  スタンダードルーム＋ロフト
2-4人宿泊可能なロフト付きの部屋で、基
本的なアメニティが備わっています。全て
のベッドはノーマルベッド（エキストラベッ
ドではない）で、2台は1階にもう2台はロ
フトにあります。この部屋はファミリーに
もお勧めです。

Economy room with two bunk beds 
/ 9室 エコノミールーム＋2段ベッドが2台
2-4人宿泊可能な部屋で、基本的なアメニ
ティが備わっており2段ベッドが2台ありま
す。この部屋は、ファミリーやキャンパー
にお勧めです。
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Youth and leisure centre Pikku-Syöte: School Camp in Summer
ユース&レジャーセンター ピックシュオテ：夏のスクールキャンプ
プログラム（例）
1日目
10:30　ピックシュオテ到着
11:00　昼食
12:00　キャンプスクール開始
13:30　アーチェリー
15:30　屋内でウォールクライミング
18:00　夕食
19:00　サウナ、ショートハイキング
20:30　夜食
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

2日目
8:30　朝食
9:30－11:30   グループ1  マウンテンバイク
　　　　　　 グループ2　ディスクゴルフまたはフォトオリエンテーリング
11:30　昼食
12:30－14:30 グループ１  ディスクゴルフまたはフォトオリエンテーリング
　　　　　　 グループ2   マウンテンバイク
14:30　自由時間
15:30　チームタスク
17:30　夕食
19:00　シュオテサリ体育館でゲーム（フロアボール、バスケットボールなど）、
              またはディスコ
20:00　コタで夜食（パンケーキ）
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

3日目
8:30　朝食
9:30　チェックアウト
9:30－11:00　フィードバックとお別れの挨拶、その後チェックアウト
11:30　昼食
12:30　出発（ネイチャーセンターに行く事も可能です。）

Youth and leisure centre Pikku-Syöte: School Camp in Autumn
ユース&レジャーセンター ピックシュオテ：秋のスクールキャンプ
プログラム（例）
1日目
10:30　ピックシュオテ到着
11:00　昼食
12:00　キャンプスクール開始
13:30　アーチェリー
15:30　屋内でウォールクライミング
18:00　夕食
19:00　サウナ、ショートハイキング
20:30　夜食
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

2日目
8:30　朝食
9:30－14:30   自然の中での役に立つスキルの習得とアウトドアランチ
14:30　自由時間
16:30　チームタスク
18:30　夕食
19:30　シュオテサリ体育館でゲーム（フロアボール、バスケットボールなど）、
             またはディスコ
20:30　コタで夜食（パンケーキ）
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

3日目
8:30　朝食
9:30　チェックアウト
9:30－11:00　日常生活の中でどのように自然が使われているのかを学び、

                      自然のものでお土産作り
11:30　昼食
12:30　出発（ネイチャーセンターに行く事も可能です。）

Youth and leisure centre Pikku-Syöte: School Camp in Winter
ユース&レジャーセンター ピックシュオテ：冬のスクールキャンプ
プログラム（例）
1日目
10:30　ピックシュオテ到着
11:00　昼食
12:00　キャンプスクール開始
13:30　アーチェリー
15:30　屋内でウォールクライミング
18:00　夕食
19:00　マジックフォレスト
20:30　夜食
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

2日目
8:30　 朝食
9:30　 ホテルのロビーに集合
10:00   ハスキーファーム訪問（コタの中でコーヒー・紅茶とお菓子）
12:30　昼食
13:30　シュオテサリ体育館にてチームスポーツ（フットボールやその他）
17:00　夕食&フリータイム
19:00　コタで夜食（パンケーキ）
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

3日目
8:30　 朝食
9:30－11:00　スノーシュー体験
11:30　昼食
12:30　ネイチャーセンター訪問
15:30　雪の彫刻とスノーアート（雪の城を建てられるかもしれません。）
16:30　シュオテサリ体育館にてチームスポーツ（フットボールやその他）
18:00　夕食
19:00　シュオテサリ体育館で最終日のディスコタイム
22:00　就寝（遅くても23時には静粛にお願いします）

4日目
8:30　 朝食
9:30－11:00　フィードバックとフェアウェル、その後チェックアウト
11:30　昼食&出発

<問い合わせ>
Hotel Pikku-Syöte
Sari Kasvi
Add. Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Tel. +358 44 786 1679
E-mail. sari.kasvi@pikkusyote.fi / sales@pikkusyote.fi

Code School Finland　
コードスクール　フィンランド

http://codeschoolfinland.com 

コード・スクール・フィンランド は子供（5～16歳）、及び成人を対象にプロ
グラミングを教えているフィンランドの会社です。プログラミングのクラス
は2014年に始まり、フィンランド教育省による「小学校教育中心カリキュラ
ム」の「プログラミング基準」の目標に合致していると承認されました。
私たちは、進んだ教育的アプローチと幅広い内容のポートフォリオに基
づいた教育を提供しています。
コード・スクール・フィンランドは、毎学期、オウル、ヘルシンキ地区や

Superior family rooms / 3室（ダブル
ルームが1室、それ以外はツインルーム）
スーペリアファミリールーム
部屋に簡易キッチンとサウナが付いてお
り、3部屋のみのご案内となります。部屋
は2018年1月に改装され、2-6人のご家族
にお勧めです。
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タンペレで、クラスルーム、キャンプ、ワークショップで何百人もの生徒に
教えています。講座は、自前の施設や教室、または公園（orキャンプ施設）
などで開かれています。さらに、最先端の装備を用い、海外へのビデオ
授業も実施しています。それぞれの文化や国に合わせて、コースの内容を
調整しています。幅広いカリキュラムと国際的な教育経験をもとに、私たち
は、その国の文化、グループのニーズや年齢、スケジュールに合わせて、
提供する内容をカスタマイズしています。

講師陣
コード・スクール・フィンランドは高い教育を受けた経験豊富な講師を、
どの地にも揃えています。全ての講師がいろいろな年齢の子供や若者に、
クラブ活動としてプログラミング教室を指導した豊富な経験を持ってい
ます。講師陣は、（プログラミングに対する興味や技術取得のため）コン
ピューターサイエンスや教育の修士号を取得しようしている学生たち、あ
るいは元IT関係の企業に勤めていて、その経験を教育にいかそうとする
人たちです。全ての講師が英語に堪能で、その多くが国際的な場での教
育経験があります。

コース
全てのコースは、実践経験を積んだ講師により、実用的なものに焦点
を合わせています。クラスの人数は最小4名、最大32名ですが、事前
に予約すれば、より大きいグループにも対応可能です。全てのコース
はグループの興味や目的、日程に合わせて調整することができます。
日程が長ければ、より深く学べ、短くても十分にその分野の入門を学
ぶことができます。

•コンテンツ：プログラミングに関する講座　
•対象：子供（5～16歳）、及び成人
•フィンランド教育省による「小学校カリキュラム」の「プログラミング基
準」で設定された目標に合致していると承認された。
•進んだ教育的アプローチと幅広い内容のポートフォリオに基づいた教育
を提供 (2014年から～)
•数百人の受講生：学校、キャンプ、ワークショップなど（ヘルシンキ、オウル）
•海外へのビデオ授業：最先端の装備を用いて実施（韓国、カンボジア）
•幅広いカリキュラムと国際的な教育経験をもとに、その国の文化、グループの
ニーズや年齢、スケジュールに合わせてカスタマイズされたコンテンツを提供。
•サイドプロジェクト：フィンランドで楽しむオープンミュージックキャンプ

講師陣とコース
講師資格
‐修士号を取得しようとしている学生あるいは卒業者（コンピューターサ
イエンスや教育学部）
‐元IT関係の企業での職員
‐高い教育レベルと豊富な経験　（クラブ活動や色々なプログラミング教室）
‐国際的な場での教育経験、英語での授業
クラスの人数：4名‐32名　事前予約で大きいグループに対応可能で、日程
が長ければ、より深く学べて、短くても十分にその分野の入門ができる。

講座案内

3D環境でのゲームプログラミング入門 
アルゴリズム的思考の紹介、ビジュアルプログラミング環境での実践的実習。
対象：最低8歳　（それ以上は年齢不問）
学習期間：1日、最低2時間　（お勧めです。）
ゴール：独自の3Dゲームの作成
学習目標：アルゴリズム的思考の基礎とプログラミングの基礎

ゲーム/アプリプログラミング
この講座では用意されたベアボーンゲームのセットとともに、ゲーム/アプ
リを作るためのツールや方法について紹介。ゲームプロジェクトのほとん
どはモバイル機器向けで、一部はVRメガネを使用することもある。例）
ポケモンgoは、GPS対応の携帯電話を使ってモンスターを見つける
対象：８歳以上
学習期間：1日半、最低4時間
ゴール：ゲームアプリ作成のプロセス経験
学習目標：アルゴリズム思考の基礎、プログラミングの基礎、
ゲームデザインの基礎、モバイルデバイスとハードウェアセンサーの基礎
を学ぶ

自律ロボット作り
ロボット、センサー、アクチュエータを組み立ててプログラミング。センサーとアク
チュエータ（ロボット）がインターネットに接続され、さまざまなサービスを実行。
例）一定の区域をパトロールする小型のセキュリティロボット：何かの動
きを感じるとオーナーに通知する。
対象：8歳以上
学習期間：2日間、最低4時間
ゴール：自律ロボット作り
学習目標：ロボット工学の基礎、プログラミングの基礎、ITの基礎

メタル/ロック/ポップ/ジャズ音楽バンドキャンプ
生徒は自分の好きな音楽ジャンルと楽器演奏のレベルによって、バンドに
グループ分けされる。それぞれのバンドには経験豊富な音楽講師がつき、
全ての生徒は1～2回のプライベートレッスンが受けられる。最終日のコン
サートのため、各バンドは曲を選び、それに向けて練習。コンサートは夏（6
月～8月）なら野外で、それ以外は屋内で行なわれる。講師陣の一人は国
際的に有名なバンド(Sonata Arctica, Nightwish, Stratovarius)のアーテ
ィストでもある。各演奏者とバンドは個人的なフィードバックを受けられる。
対象：10歳以上
期間：6日間、最低3日間（お勧めです。）
ゴール：参加者バンドを作りカバーソングを演奏する
目標：楽器の上達、バンドの一部としての演奏
次のオープンキャンプの予定：2018年7月23日～28日。
4人以上の出席者がいる場合はいつでも開催できます。

<問い合わせ>
Code School Finland
Jani Vallirinne
E-mail. jani@codeschoolfinland.fi

M/S Oulu, Merellinen Oulu Association: Education and Nature 
Activities on M/S Oulu, Education Camps
M/Sオウル、メレリネン・オウル協会：M/Sオウルの自然教育活動と教育キャンプ

M/Sオウルの自然教育活動は中国と日本の7歳から18歳までの児童生徒のた
めに作られた教育キャンプです。このキャンプはトッピラ港(Toppila Harbour)
に停泊している船、M/Sオウルで行われます。船の停泊場所はPitkänmöljän-
tie 26, Ouluで、オウル市街地から4km、オウル空港からは20kmの距離です。
M/Sオウルは1963年に商船としてフィンランドで造られました。メレッリ
ネン・オウル(Merellinen Oulu)協会が2007年に船の所有権を得て航海
の登録をしてからは、船舶の維持と航海文化の普及、航海活動の教育と
研修に努めています。M/Sオウルは5月と10月の間、ご要望に応じて1時
間から1週間までの海上クルーズをご用意しています。船は現役船員の訓
練に使われ、一般にも公開されています。船には資格のある船員と充分
な数の添乗員も同船します。
教育活動の目的に合わせて、海上クルーズ、海上や浜辺での航海活動、
オウル近辺での自然体験、食事や宿泊などがご提供できます。船舶には
教育活動に使える最新の科学技術施設や教室とグループワーク用のスペ
ースがあり、港にはWifiのご用意もあります。

参加人数：10‒22 人 (約7‒18歳以上)
対象：団体、ファミリー、教育旅行
サービス：宿泊と食事を手配します。宿泊が不要な場合、44人参加可能
です。その場合は周辺地域へのクルーズのみです。食事は中華や和食も
用意可能です。船上とオウル周辺で様々な航海活動や自然体験ができます。
その他：市街地と空港の送迎も可能（要問い合わせ）
時期：5月15日から10月末まで
言語（要問い合わせ）：英語とフィンランド語
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Example programs　サンプルプログラム

1. Education and Nature Activities on M/S Oulu, a one-night education camp 
 M/S オウルでの自然教育活動、1泊の教育キャンプ
1日目：
M/Sオウルに到着（朝）
開会式、船員の紹介、安全ルールの確認
出航、キャビンの割り当て
ガイド付きの船舶ツアー
ビュッフェ昼食、お茶と軽食は常時用意あり
海上で航海活動
ロウッター(Röyttä)島に到着
島北部に散策と自然体験
船上で夕食
浜辺のキャンプファイヤーでレクリエーション

２日目：
起床、船上で朝食
出航、航海用の縄結びを体験
午前中に母港に帰着、また会いましょう！

2. Education and Nature Activities in m/s Oulu, a two‒night education camp 
M/S オウルでの自然教育活動、２泊の教育キャンプ
1日目：
M/Sオウルに到着（朝）
開会式、船員の紹介、安全ルールの確認
出航、キャビンの割り当て
ガイド付きの船舶ツアー
ビュッフェ昼食、お茶と軽食は常時用意あり
海上で航海活動
ハイルオト(Hailuoto)島に到着
バスで島内を移動、灯台のある漁村を訪問
船上で夕食
浜辺のキャンプファイヤーでレクリエーション

2日目：
起床、船上で朝食
小動物のいる動物園に移動、餌をあげたり動物に触れたり、動物につい
て学ぶ
囲炉つきの小屋で中華のピクニックランチ
ネイチャートレイルで軽いハイキング、現地の苔や藻類についての学習、
自然の中でおやつ
船上に戻り夕食前のアクティビティ、アークティック料理についての学習
船上で夕食
レクリエーション活動

3日目
起床、船上で朝食
出航、航海用の縄結びを体験
正午に母港に帰着、また会いましょう！

<問い合わせ>
Tel. +358 44 981 9141
Email. info.msoulu@gmail.com

Metsähallitus, Liminka Bay Visitor Centre: Guided birdwatch-
ing tour for school groups　
メッツァハッリトゥス・リミンカ湾ビジターセンター・学校団体のための
野鳥観察ガイド付きツアー

www.nationalparks.fi/en/liminkabayvisitorcentre
所要時間：1時間
時期：開始時間10am‒4pm、夏期パッケージ１は4～9月に利用可能、夏
期パッケージ2は通年。出発場所はリミンカ湾ビジターセンターです。
言語（要問い合わせ）：英語とフィンランド語
参加人数：1‒25人, 人数が超過する場合はグループに分かれ、1グループ
が展示を見学中にもう1グループが野鳥観察をします。
対象：個人、団体、ファミリー、学校団体

23

最少年齢：5歳
フィンランドが誇る湿地帯で鳥たちの自然を体験しましょう！夕暮れ時に
カモの群れが飛ぶ姿、春先のエリマキシギのダンス、秋の鶴の飛来など、
どれも素晴らしい光景です。ビジターセンターの展示に足を踏み入れると、
そこはスリル満点の鳥の世界です！展示では、鳥たちの新たな秘密を知
り、五感を使って鳥の世界を体験することが出来ます。リミンカ(Limin-
ka)湾のライブ配信動画を見たり、夏鳥の活動を間近から観察したり出
来ます。ビジターセンター近くのヴィルクッラ(Virkkula)展望所では、朝
から晩まで鳥たちを観察することが出来ます。リミンカ湾では、野鳥観察
用のタワー、木板、キャンプファイヤーも可能なビジター用施設のご用意
があります。
ビジターセンターとその周辺は身体に障害のある方にもご利用いただけ
ます。一年中ご利用可能で、入場も無料です。リミンカはオウルの中心街
から35 km / 車で30分、オウル空港からは25kmです。

1. Guided Birdwatching Tour for School Groups
学校団体向けガイドつき野鳥観察ツアー
野鳥観察ツアーの学習効果を高めるために、野鳥専門家であるガイドを
付けることをお勧めします。きっと白尾の鷲が力強く飛ぶのを羨み、エリ
マキシギの求愛ダンスに微笑み、ハシビロガモの鮮やかな色に目を奪わ
れることでしょう。渡り鳥の飛来時期である春と秋には、何千もの鳥たち
の羽が羽ばたく音や鳥たちの様々な鳴き声に加えて、あらゆる形、色、飛
行パターンを目にすることも出来ます。
野鳥観察タワーへのガイド付きツアーは1～6年生、7～9年生と高等学校
の生徒を対象としています。野鳥観察タワーに向かう散策路(0.6km)はビ
ジターセンターの庭を始点としています。散策路は幅が広いので車椅子
やベビーカーも利用可能です。ビジターセンターの横にはキャンプファイ
ヤーができる広場が2つあります。ガイドも望遠鏡を持ち歩いていますが、
学校団体には20台の双眼鏡を貸し出しています。

2. Guided Tour at the Eight Seasons of Birdʼs Year Exhibition
展示「鳥の一年に見られる8つの季節」のガイド付ツアー
ビジターセンター内の展示「鳥の一年に見られる8つの季節」でもガイド
付ツアーがあります。専門のガイドが具体的な話や例を用いながら、分か
りやすく鳥たちの多様性あふれる世界を伝えます。一年で見られる鳥た
ち独自のサイクルを鳥の視点から展示しています。展示自体は無料です
が、ガイド付ツアーは50 €/１時間です。ガイドをつけずに自由に見学する
ことも可能です。視聴覚ホールでは「リミンカ湾の生活」というタイトルの
マルチメディア展示があります。この展示は約20分で、一年間の野鳥たち
の巣の様子をお見せします。この展示も無料です。

<問い合わせ>
Ulla Matturi
Add. Rantakurvi 6, FI‒91900 Liminka
Tel. +358 40 832 1781
Email. liminganlahti@metsa.fi

Metsähallitus： Syöte Visitor Centre　　
メッツァハッリトゥス：シュオテ・ビジターセンター

www.nationalparks.fi/syotenp
言語：英語
営業時間：10:00‒15:00
出発場所：www.nationalparks.fi/en/syotevisitorcentre

シュオテ・ビジターセンターはシュオテ国立公園の入口近くにある美しい
木造の建物です。ビジターセンターのスタッフが教えてくれる最新のハイキ
ング情報により、森の中のアクティビティを十分に楽しめます。季節ごとの
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海風を髪で感じ、日の出に照らされた砂丘を独り占めできます。遠くで鳴く
水鳥の鳴き声と、風に吹かれた海岸沿いの木々の囁きに耳を澄ませましょ
う。整備された木板に沿って歩き、海岸沿いの景色と広大な海の自然を感
じてください。高品質なサービスとアクティビティをご用意しています。
1.Bothnian Bay, part of the Baltic Sea, Guided tour at the 
Exhibition, 2 hours
バルト海の一部・ボスニア湾展示会場でのガイド付きツアー2時間
-バルト海の地形と主要なポイントについて学び、地図上で主な島と海の
名称を確認します。
-バルト海の河口について学び、周辺の国 と々首都の名称を地図で確認します。 
-バルト海についての映像を見ます。
-バルト海及びボスニア湾に生息する主な生き物についての特徴を学びます。

2.Coastal walking tour and sand dune nature, 2 hours
海岸散策と砂丘体験2時間
-海岸沿いを散策し、水の温度やpH度を計測します。
-海の海藻や昆虫を網で採取し、生物種を特定してみます。
-海岸の土壌を計測し、海岸の形状がどの程度の速度で変化するか予測します。

3.Coastal walking tour Vihaslahti (4.2 km one direction) 3 hours
ヴィハスラハティの海岸散策（片道4.2km）3時間
-ビジターセンターから砂丘までのヴィハスラハティ平原を海岸沿いの木
道を歩きます。ヴィハスラハティでは、火の起こし方を学んだり、その火で
パンを焼いたりします。バードウォッチングのタワーやラップランドスタイ
ルの小屋コタもあります。誰でも自分のパンを焼いたり、火を起こしたり
できます。帰りはバスでセンターまで行くこともできます。

<問い合わせ>
Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland
Tel. +358 206 39 7007 
E-mail. kalajoki@metsa.fi

展示では森の長い歴史を感じ、木々のささやきが聞こえてくるでしょう。
シュオテはオウルから車で2時間/150km、クーサモから90km、ロヴァニ
エミから150kmの場所にあります。

An excursion to Syöte Visitor Centre and nature trail
シュオテ・ビジターセンターとネイチャートレイル
参加者が用意するもの：アウトドア用の服装
対象：個人、団体、ファミリー
参加人数：1‒20人
所要時間：1時間

シュオテ・ビジターセンターの展示は近日中にガイド付の新しいものに変
わります。専門ガイドが「森から生まれた伝説」の展示にお連れし、シュ
オテ国立公園の歴史や自然をご案内します。ツアーでは、大自然のパノラ
マや高品質な写真をお見せします。展示ツアーは約30分です。展示の後は
「自然の中の羽音（Salojen siivekkäät）」トレイルに出て散策します。
参加者はシュオテの森に生息する様々な鳥たちを観察し、散策後はビジ
ターセンターに戻り、雪に覆われた木々のふもとで温かいコーヒーや紅茶
で休憩します。トレイルは0.5kmの距離で所要時間は30分程度です。

A guided excursion along the Naavaparta Trail
ナーヴァパルタトレイルのガイドツアー
参加者が用意するもの：アウトドアの服装
対象：個人、団体、ファミリー、学校団体
参加人数：1‒20人
対象年齢：7歳以上
所要時間：2時間
開始時間：10:00‒15:00
出発場所：シュオテ・ビジターセンター

学校団体のためのナーヴァパルタトレイルのガイド付ツアーです。このツ
アーではナーヴァパルタ（「髭のおじいさん」）の伝説を聞きながら森林
の特徴や生物について学びます。最初に、コンパスの使い方や森を散策
する上でのルールを学びます。歩きながら、ガイドが周りの美しい自然に
ついて説明します。途中、アンニントゥパという小屋(Annintupa Day 
Trip Hut)でおやつ休憩を取り、火おこしの仕方などの自然サバイバルス
キルを学びます。シュオテ・ビジターセンターへ戻る道では、森林の生物
種の多様性や動物達、地域の歴史についてガイドがお話します。トレイル
は3kmで所要時間は2時間です。冬季にも可能です。歩きやすい靴、水、
おやつをご用意ください。

<問い合わせ>
Syöte Visitor Centre
Add. Erätie 1, 93280 Syöte
Tel. +358 206 39 6550, 
E-mail. syote@metsa.fi

Metsähallitus： School camp programs at Kalajoki Visitor Centre
メッツァハッリトゥス：カラヨキビジターセンターの学校キャンププログラム

www.nationalparks.fi/kalajoki
言語：（リクエストに応じて）英語、フィンランド語

フィンランド北部にあるカラヨキは砂丘でも有名ですが、休暇を過ごす場
所としても人気が高いエリアです。カラヨキは国道8号線沿いのボスニア
湾の海辺に位置しています。カラヨキビジターセンターの周りの独特な海
岸の風景はあなたを虜にするでしょう。カラヨキはオウルから133km、車
で2時間です。
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KALAJOKI ‒ JAPAN: 18 YEARS OF STUDENT EXCHANGES
カラヨキと日本：18年間の交流03

N
O

カラヨキはフィンランドと日本の教育において、もっとも長い歴史を誇っています。18年間、島根県出雲市からの学生を
カラヨキの学校で受け入れています。私たちは18年間、コミュニティに日本人学生を受け入れてきました。
ホストファミリーはフレンドリーで思いやりがあり、日本の学生たちにフィンランドの生活文化を体験させることに
意欲的な家族ばかりです。学校でも、フィンランドの教育制度の楽しく興味深い教育活動を提供するための受け入れ体制が
十分整っています。カラヨキの学校は、コンピューターを活用した学習と教室外の学びを結びつけ、
学習環境をより楽しく教育的にすることにおいては、フィンランドの中でも先駆者です。
日本の学生を受け入れてきた経験からも、教育活動をどのように私たちが創出してきたかがご理解頂けると思います。
私たちの英語が堪能な先生たちも、日本のゲストから学ぶのを楽しみにしています。
日本との協力体制を築いてきたのは2001年以来で、毎年日本からの団体を受け入れ、
さらに日本へのフィンランド人学生も多く派遣してきました。
この18年の協力体制の結果、カラヨキは日本人にとってオープンで、フレンドリーかつ安全な場所になりました。
是非私たちの美しい砂浜と素晴らしい教育制度を堪能してください。

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Tel. +358 8 466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

カラヨキ高等学校
Kalajoki Upper Secondary High school
Senior High school
Class level: 1st, 2nd & 3rd years
学生の年齢：16-18歳
学生数：300
教員数：25
peda.net/kalajoki/kalajoen-lukio

メレノヤ中学校
Merenojan school
Junior High school
Class level: grades 7- 9 
学生の年齢：13-16歳
学生数：370
教員数：35
peda.net/kalajoki/peruskoulut/merenojankoulu

ポホヤンキュラ小学校
Pohjankylän school
Comprehensive school
Class level: grades 1-6
学生の年齢：6-13歳

学生数：330
教員数：30
peda.net/kalajoki/peruskoulut/pohjankyl%C3%A4n-koulu

ラウマンカリ小中学校
Raumankari school
Comprehensive school

Class level: grades 1-9
学生の年齢：6-16歳
学生数：285
教員数：30
peda.net/kalajoki/peruskoulut/raumankarin-koulu

トゥンカ小学校
Tynkä school
Comprehensive school
Class level: grades 1-6
学生の年齢：6-13歳
学生数：140
教員数：6
peda.net/kalajoki/peruskoulut/tyng%C3%A4n-aluekoulu

Schools and education in or close to Kalajoki　
カラヨキ周辺の学校と教育機関
www.kalajokikeskusvaraamo.fi

カラヨキの教育サービスは様々な国際プロジェクトに参加した歴史があ

り、日本やハンガリーとの交換留学も積極的に実施しています。

KALAJOKI BASIC AND UPPER SECONDARY EDUCATION
カラヨキ中等高等教育
kalajoki.fi/en/education/upper-secondary-school/

下記のカラヨキの学校は、全て過去に日本人を受け入れた経験があります
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www.lukio.kalajoki.fi/muut/lukioengl.html
現在、カラヨキやその近郊から約300人の学生が通っています。中等高等
教育の運営基盤は、幅広く様々な事が学べるコース、高品質の教授法、
専門研究、国際的な活動や地域社会の活動を重視したアプローチに対
する学生の指導です。カラヨキの学校は日本の学校との交換留学プログ
ラムを長らく続けています。

DAY CARE CENTRE, KINDERGARTEN
デイケアセンター（保育所）
カラヨキ市が運営するデイケアセンター（保育所）は数多くあります。
例：www.paivakotiarkki.fi/index.php
早期幼児教育は、子どもの成長や、発達及び学習を促進する体系的かつ
目標指向の活動で構成されています。早期幼児教育の目的は、両親の育
児の役割をサポートしながら、子供の養育を支援することです。子供が自
発的に遊ぶことは、幼児期の教育において重要な役割を果たします。

KAL7AJOKI ACADEMY　カラヨキアカデミー
kalajoki.fi/en/leisure-and-sports/kalajoki-academy/
カラヨキアカデミーはカラヨキ市のレジャーアクティビティを担当している部署
です。アート、スポーツ、カルチャーに関する教育や行事の担当をしています。
カラヨキのスポーツ施設とカルチャーアカデミーの運営により、中学校に
通う学生が、週2回朝インストラクター主導のもと、様々なスポーツ活動
に無料で参加することが出来ます。

JEDU　イェデュ
www.jedu.fi/
ヨキラークソ地域の職業学校教育連盟。7つの職業学校と成人教育実習
制度センターが加盟しています。
職業訓練の基本は、職業資格に繋がる訓練で、専門職に必要な知識と
技術を取得することにより、職業を追求したり起業家になる能力を養い
ます。学校は通常3年ですが、中等高等教育を終えた学生の場合は2-2.5
年です。基本的な職業訓練を修了した学生は、更なる訓練や大学・応用
科学大学で勉強を続けることができます。

VOCATIONAL COLLEGE IN KANNUS　カンヌス職業高等学校
www.kpedu.fi/docs/default-source/kvasiakirjat/kpedu_brochure.pdf?sfvrsn=0ÄN
林業、農業、犬の飼育、畜産業の職能資格。ヨーロッパでも数少ない毛
皮養殖の教育が受けられます。

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Tel. +358 8 466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

Juku Summer Camp　
ユクサマーキャンプ
www.kalajokikeskusvaraamo.fi

フィンランドで夏の最も人気な場所の一つ、カラヨキ砂丘(“Hiek
kasärkät”)ツーリストセンターをお子様へのご褒美にするのはどうでしょ
う。コンパクトで安全、ユニークで子供用アクティビティが満載と、カラヨ
キには全て揃っています。
ユクキャンプは、カラヨキで開催されるフィンランドの伝統的なスポーツ
キャンプ（1993年から継続）で、8～14歳向けです。このキャンプではス
ポーツや体を使ったアクティビティなど、子供たちにとって新たな体験が
多くできます。この大規模なキャンプの雰囲気を感じ、プロ選手や経験豊
富なトレーナーとインストラクターから様々なスポーツを教えてもらいま
しょう。キャンプの参加者は約400人なので本場のスポーツ体験をするだ

けでなく友人の輪をも広げられます。もしかしたら一生の友達との出会い
もあるかもしれません！
キャンプでは新たな友人関係を築き、美しい海や自然の新鮮な空気に触
れ、今まで体験したことのないような様々なスポーツを知る機会です。宿
泊はキャンプ場のテントまたは近くの宿泊所です。開会式、すべての食事、
フィンランドのスポーツ選手との時間、マジックショー、キャンプのキャラ
クターヒッポ＆ユクシール(Hippo & Juku-seal)との時間、映画鑑賞、デ
ィスコ、キャンプのTシャツとリストバンド、スパとウォーターパーク入場、
全てがこの楽しいキャンプに組み込まれています！
キャンプで体験できるスポーツの一例：水泳、パドリング、クライミング、ア
クロバット、自転車、ビーチサッカー、ビーチバレー、スタンドアップパドリ
ング(SUP)、その他。約20種類のスポーツがあります。尚、キャンプ期間中
は赤十字の救護チームが常駐しています。30人の外国籍の参加者に対し
て4人の英語が使えるインストラクターが付きますのでご安心ください。
フィンランド人の参加者はカラヨキキャンプ場のテントが宿泊場所として
割り当てられますが、外国籍の参加者はテントの他にも近くのアパートも
利用可能です。

<詳細>
設立：1993年
言語：英語
時期：2018年7月30日-8月2日 (3泊4日) 
収容人数：30人
申し込み：2018年4月30日まで
設備：＜テントの場合＞寝袋、タオル、ブランケット（トイレとシャワーは
本館の建物のものを使用）
＜アパートの場合＞トイレ、シャワー、サウナ、キッチン、寝室、ロフト、テ
ラス。リネン類、タオル、最終日の部屋クリーニングも価格に含まれます。
（アパートはキャンプ場から600m離れています）
レストラン：カラヨキの砂丘とホテルエリア周辺にレストランがいくつかあ
ります。ステーキハウス、アイリッシュパブ＆レストラン、ビストロ、ハンバ
ーガー＆ピザ、グリル、シーフード、ホテルレストラン、フィンランド家庭料
理など。キャンプ期間中の全ての食事は、キャンプ場に特設された大きな
レストラン用テントでご用意します。（朝食、昼食、夕食、夜の軽食）
サービス：子供用遊具、ミニゴルフ場、サーフィングセンターがキャンプ場
内にあり。近距離の範囲内で可能なアクティビティやサービスも多数。（
例：アドベンチャーパークパッカ、ウォーターパーク、水泳、釣り、スパ、ボ
ーリング、ジム、乗馬、ATVバギーのサファリ、ガイド付きボート、ゴルフコ
ース、室内の子供用遊び場、ガイド付ネイチャーツアー）
サウナ・スパ：キャンプ場の別の建物にサウナあり（キャンプ以外の利用者
もあり）。各アパートにもサウナあり。キャンプ中プログラムの一部にスパ
とウォーターパークも含まれます。追加料金で他のスパサービスもあり。
子供向けサービス：アイスクリームスタンド、ミニゴルフ、子供用遊具、ス
イミング、ウォーターパーク、キャラクター、キッズディスコ、その他。
犬同伴：不可
近隣のスーパー：800 m (近くの食料品店) 、10 km(スーパー)
駐車場：あり
夏期アクティビティ：あり（上記の通り）

ユクキャンプ2018年プログラム

キャンプ1日目：月曜日
10:00-12:00  ユクキャンプ到着・宿泊場所を割り当て
11:00-12:15  昼食 
12:30-13:30  開会式
14:00-17:00  アクションポイント
17:15-17:45   夕食
19:00-20:30  映画鑑賞
20:30            夜のアクティビティと夜食
22:00             消灯
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す。フィンランド文化を学び、普通の学校生活を体験しながらお友達と楽
しい時間を過ごしましょう！ホテル近郊でのローカルなアクティビティやワ
ークショップをオプションで追加すれば、学校プログラムの完成です。

設立：2007年
言語：英語 
時期：2018年1月1日-5月31日と2018年1月9日-2019年5月31日 
(6、7、8月の夏季期間中はパッケージのご用意はありません)
営業時間：チェックインは午後2時から、チェックアウトは正午まで。
収容人数：最少10人、最大100人
所要時間：5泊 (5泊以上) 
設備：お部屋は広く、明るく、空調も完備しています。48部屋は海に面し
たスーペリアルームで、ガラス張りのバルコニー付です。24部屋はスパに
面したスタンダードルームで、フレンチバルコニー付です。全部屋ツイン
ベッドで、ソファベッドなどの追加ベッドが付いています。シャワーとトイレ、
ミニバー、電話、ヘアドライヤー、金庫、アイロンセット、大人用バスローブ、
無料WIFIも各部屋にあります。サンタズ・サニのすぐ近くには、2016年建
設のアパートメント（宿泊棟）もあります。部屋の広さは26-62㎡で、こち
らは高級感のある休暇を過ごすお客様向けでほとんどの部屋には大きな
ガラス張りバルコニーがあり、海に面した素晴らしい眺望が味わえます。
お部屋はレストラン、スパなどの屋内施設にも直結しています。
レストラン：レストランビストロ、ロビーバー＆カフェ、サニバーガー、ホテル
近郊に様々なレストランとバーあり（ステーキハウス、アイリッシュパブ、
ハンバーガー＆ピザ、シーフード、フィンランド家庭料理）
サービス：同じ屋内にホテル、レストラン、スパ、ボーリング場、ジム、エス
テ、海洋自然センター（カラヨキビジターセンター）があります
サウナ・スパ：あり
スパ：温水(+30℃)の流れるプール、ジャクジー(+32℃)、ジェットバス、
乳幼児用プール(+32℃)、ウォータースライド、水風呂(+8℃)、フィンラン
ド式サウナ、トルコ式スチーム風呂
プール：25メートル・6レーンのフィットネスプール(+26.5℃)、レッスン＆
子供用の小さなプール、飛び込み板、アクアジョグ用ベルトの用意あり。
エステ、ウォーターパーク、ジム、グループエクササイズあり。
子供向けサービス：屋内子供用遊具（10歳以下）、屋外子供用遊具、スパ、
プールとアクティビティ、子供用エステ、屋内外用の子供用玩具とゲーム。
犬同伴：可
近隣のスーパー：800m (食料品店/マーケット) 
駐車場：あり
冬期アクティビティ：ガイド付サファリ（スノーシュー、スノーモービル、
ATVバギー、乗馬、子供用室内プレイルーム、アドベンチャーパーク、ス
ノーセーリング、アイスカート、ボーリング、スパ、スキー、スケート、ジオ
キャッシング、テーマ型イベント、ガイド付の展示室ツアー、ネイチャーツ
アー、ガイド付のプラッシとイソパハカラ工房(PotteryIsopahkala)ツア
ー、スノーヨガ、フィンランド式スモークサウナ、焼き物と手芸体験など。
夏期アクティビティ：ガイド付サファリ、自転車、ゴルフ、ディスクゴルフ、
ミニゴルフ、ジオキャッシング、ビーチバレーとフットボール、サーモンバ
レーで釣り、アドベンチャーパーク、ゴーカート、ハイキング、自然ツアー、
周辺の島や地域へのボートツアー、ビーチヨガ、野鳥観察、ベリーとキノコ
狩り、カヌー、スパ、ウォーターパーク、乗馬、スタンドアップパドル、ウィン
ドサーフィング、博物館、観光アトラクション、フィンランド式スモークサウナ

パッケージ
プログラム: 応相談
含まれるサービス：コッコラ空港の送迎（往復）、ツインルームの宿泊5泊
分（ホテルまたは宿泊棟）、全食事（ビュッフェ朝食、昼食、夕食（スープ）、
夜食）、スパプールとサウナ利用、学校への送迎（往復1回分）、地元の
中学校・高校訪問（3時間・学生1人当たり）
含まれないサービス：オプションのアクティビティはパッケージ価格には
含まれません。

フィンランドの伝統的なスモークサウナ＆お風呂
こちらはフィンランドに長く伝わるサウナの形式で、数時間かけて暖めら
れる、丸太で作られたサウナです。サウナの穏やかな熱に包まれてリラッ
クスできます。サウナの後は、温かいお風呂に浸ります。雪と身が締まる
ような寒さが心地良さをいっそう引き立てます。新鮮な空気と温かいお
風呂が身体をほぐしてくれるでしょう。専門のガイドがフィンランドのスモ
ークサウナの世界へお連れします。このサウナは、自然体験の後に入ると
格別です。釣り、ベリーやキノコ狩り、アーチェリー、斧投げ、冬期のスノー
シュー体験、焚き火でのソーセージやパンケーキ＆コーヒーやホットチョコ

キャンプ2日目：火曜日
7:30               起床・朝のアクティビティ・朝礼
8:00-8:30      朝食
9:15-11:30    アクションポイント
11:30            昼食
13:00-13:45  スポーツ選手訪問
14:00-17:00  ユクパーク訪問
17:15-17:45   夕食
19:00-21:00  キャンプディスコとマジックショー
21:30まで      夜食
22:30            消灯

キャンプ3日目：水曜日
7:30              起床・朝のアクティビティ・朝礼
8:00-8:30     朝食
9:15-11:30    アクションポイント
11:30            昼食
13:00-13:45  スポーツ選手訪問
14:00-17:00  アクションポイント 
17:15-17:45   夕食
19:00-20:30  チーム活動
21:00            夜食と夜のアクティビティ
22:00             消灯

キャンプ4日目：木曜日
7:30               起床・朝のアクティビティ・朝礼
8:00-8:30     朝食
9:15-11:30    アクションポイント
12:15-13:15  昼食
13:00-14:30  閉会式

含まれるサービス：キャンプへの参加、英語ガイド、テントでの宿泊（1テント
に子供3人以上、リネン類とタオル込）またはアパートでの宿泊（1部屋に3～5
人の子供、リネン類とタオル込）、全ての食事、上記のプログラム、修了証。
含まれないサービス：カラヨキからの送迎、キャンプ前後のカラヨキでの
追加の宿泊
空港：コッコラ空港(Kokkola) カラヨキから1時間、オウル空港(Oulu) カ
ラヨキから2時間
鉄道：ウリヴィエスカ（カラヨキから50 km)、コッコラ（カラヨキから65 km）
送迎：応相談

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki 
Tel. +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

School Camp with a school visit in Kalajoki, accommodation 
at Santa`s Resort & Spa Hotel
カラヨキの学校訪問とスクールキャンプ、サンタズリゾート＆スパホテル宿泊

www.kalajokikeskusvaraamo.fi

このスクールキャンプではサンタズリゾート＆スパホテルに5日間滞在し
ます。ホテルは、フィンランド有数の観光地であるカラヨキ砂丘のそばに
位置しています。どこまでも続くような砂浜と様々なレジャースポットがあ
るので、参加者は充実した時間が過ごせます。コンパクトで安全、ユニーク
でアクティビティが満載、というような魅力がカラヨキに全て揃っています。
このキャンプは12～18歳向けで、四季折々の北欧の自然がどこよりも満喫
できます。北海の浜辺で遊び、北極海との一生の思い出を作りましょう。キ
ャンプにはすべての食事、無料のスパ利用と現地の学校体験が含まれま



E
D

U
C

A
TIO

N
  / 教

育
OULU PROJECT /
オ

ウ
ル

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

CO
N

TEN
TS / 目

次
CONTACT LISTS / 連

絡
先

SERVICE PROVIDERS / サービスプロバイダー
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 V

IS
IT / 産

業
視
察

28

－同じ学校に通うホストファミリーの子供と一緒に勉強し宿題をします。
－週末や休暇中は学校へ行くことが出来ません。ご注意下さい。

宿泊・食事：
-1人で地元の家族の元でホームステイ
-例：1週間または2週間のホームステイ。
全ての食事はホストファミリーと共にします。（朝食、昼食、夕食、夜のス
ナック）＆ホストファミリーが色 と々教えてくれます。
-昼食は学校で毎日提供されます。

送迎：コッコラ空港もしくはオウル空港から往復送迎
    
オプショナルアクティビティ：
休暇中に学生が予約可能なアクティビティ（季節や天候により催行状況が
変わります。）学校からアクティビティの場所までなど、ご要望に応じて送
迎サービスがご利用頂けます。様々なアクティビティに参加をすると、参
加証明書が渡されます。

スポーツ教育などに関するアクティビティ：
乗馬体験（徒歩ガイド、所要約2時間）
美しい大自然の森の中を、よく訓練された馬と共に進みます。乗馬が初
心者の方でも、徒歩でガイドが付くので安心してお楽しみ頂けます。
　　　　　　　　　　　　
アドベンチャーパークパッカ（所要約2～4時間）
27もの異なるロープに登り、高さ6メートルもある4つのコースに挑戦する
事ができます。吊り橋を渡ったり、エキサイティングなジップラインを体験
したり、様々なチャレンジをする事が出来ます。

ガイド付きファットバイクサファリ（所要約1～2時間）
ヘルメットをかぶり、ファットバイクに乗り込み、ガイドと一緒に砂丘や木
道を進みましょう。海の風にあなたの髪をなびかせて下さい。太陽が昇っ
たら砂丘を制服して下さい。耳を澄ませば、岸辺の木々を通り抜ける風の
音やカモメの声が聞こえてきます。

SUPレッスン（所要約1～2時間）
スタンドアップパドリング(SUP)は、世界で急速に人気が広がっているス
ポーツの一つで、ハワイ発祥のスポーツです。サップは、サップボードとい
う長いボードに立って乗り、長いパドルで海をこぎます。カラヨキの海岸
は遠浅の為、SUPを学ぶのに安全で最適な場所です。

ゴルフ レッスン（所要約2～3時間）
カラヨキのゴルフパークは、18ホールのコースと、練習場とパッティング・
ピッチング・グリーンエリアがある広大なゴルフ場です。ゴルフ初心者や
ゴルフに初めて挑戦してみたい方などの為に、気軽に試して頂ける9ホー
ルの「ペイアンドプレイ」コースがあります。

サンタズリゾート＆スパホテル サニでスパ体験（所要約2～3時間）
スパサイドでは、トロピカルプールと渦を巻くプール（+30℃）、ジャグジ
ー、フィンランド式サウナ、パドルプール、ウォータースライド、コールドウ
ェル、トルコ式スチームバス、25mのスイミングプール（+30℃）、ダイビ
ングボード、アクアジョギングベルトをお楽しみ頂けます。

Activities related to biology, geography and environmental education:
生物学、地理学および環境教育に関連するアクティビティ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カラヨキビジターセンターから海岸沿いと砂丘をウォーキングツアー
（所要約2時間）
海岸沿いを歩きながら、水温やpHを測定します。私たちは様々な種類の
藻類や昆虫を採取し種や卵を観察します。また、海面上昇によって海岸
線がどのくらいの速さでどのように変化をしていくか測定します。

“バルト海の一部 ボスニア湾” ‒ カラヨキビジターセンターの展示会場で
のガイド付きツアー（所要約2時間）
地図上でバルト海の大きな島々と異なる海域について調べ、海の構造と
最も重要な事実について、バルト海に関する映画を鑑賞し学びます。
私たちは、バルト海の排水エリアについても学び、地図上でその国の首都
を調べ、ボスニア湾の沿岸地帯の歴史を学びます。
バルト海とボスニア湾の特別な性質を知ることにより、土地の上昇や氷
河期の影響について学ぶことが出来ます。

レートの体験などと一緒に組み合わせてはいかがでしょう。観察タワー
での野鳥観察やヘラジカ、イタチ、シカなどの動物観察もおすすめです！
タオル、石鹸類、自家製ベリージュースが含まれます。
所要時間：3-4時間

カラヨキビジターセンター：ガイド付の研修ツアー、テーマ：バルト海
ツアーではバルト海や周辺国の地理について学びます。展示では体験型
学習ができます。氷河期の更新世ヴァイクセル氷期によってどのようにし
て現在の地形ができたのか、そのヒントをフィンランドの自然が教えてく
れます。このツアーではバルト海についての映像を見て、冬には氷に覆わ
れるこの特徴ある海について学ぶことができます。また、バルト海とボス
ニア湾に生息する生きものについても学びます。
所要時間：1時間

アドベンチャーパーク「パッカ」
フィンランドで最もアトラクションの種類が豊富なテーマパークです！こ
のパークのアドベンチャーコースは木々に組み込まれていて、スリル満点
のジップラインもあります。どんな年齢層やスキルの方でも、スリルを味
わいたい方にお楽しみ頂けます。他にもバンジートランポリン、Xタワー、
18ホールのディスクゴルフ、パッカゴルフ、アーチェリー大会も体験できます。
所要時間：2-3時間

スノー・ビーチヨガ
自然の優しさに触れ、極限の寒さに包まれる体験をするのはいかがでし
ょう。砂、雪、氷は何世紀にも渡ってこの地域を覆ってきたため、地元の
人たちの暮らしぶりや生活そのものに影響を与えてきました。人々は生
活が苦しい時や大変な時には、自然の力強さと穏やかさからヒントを得
てきたのです。この商品は、簡単なヨガの動きと冬のアウトドアを組み合
わせたものです。雪がない時はスノーヨガではなくビーチヨガにプログラ
ム変更しますが、静寂、空間、純粋な海の空気という要素は変わりませ
ん。海の静けさと無限に広がる大きさを目の当たりにすれば、自然と一体
になれることでしょう。
所要時間：1時間
空港：コッコラ空港（カラヨキから1時間）、オウル空港（カラヨキから2時間）
鉄道：ウリヴィエスカ(Ylivieska) （カラヨキから50km）、コッコラ（カラ
ヨキから65km）
送迎：空港送迎（往復）、学校送迎1回分（往復）が含まれます

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre 
Laura Kujala
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki 
Tel.  +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

School program for high school students in Kalajoki with homestay
高校生向けカラヨキスクールプログラム（ホームステイ）

www.kalajokikeskusvaraamo.fi

時期：学校休暇中は不可。（夏休み（6月から8月中旬まで）、クリスマス
休暇（12下旬から1月上旬まで））
参加人数：一度に最大10人まで
学校：カラヨキのメレノヤにある学校（中学校と高等学校）

学校プログラム：
－学校の授業。1日6時間：月曜から金曜（土曜と日曜は休み）
－視察する学科：国際研究、英語、スポーツ、美術、家庭科
－地元の保育所と小学校への訪問



言語：英語
時期：夏期 (6月～8月)
参加人数：15-45人
設備：各アパートメント・ホリディハウスにはサウナ、シャワー・トイレ、キ
ッチン、リビングルーム、寝室、テラスが完備されています。海と森の自然
に囲まれた便利な立地です。
レストラン：カラヨキ砂丘とホテルエリア周辺にレストランがいくつかありま
す。ステーキハウス、アイリッシュパブ&レストラン、ビストロ、ハンバーガー
&ピザ、グリル、シーフード、ホテルレストラン、フィンランド家庭料理など。
サービス：近距離の範囲内で可能なアクティビティやサービスが多数あり。
（例：アドベンチャーパークパッカ、ウォーターパーク、水泳、サーフィン
グセンター、屋内・屋外の子供用遊具、釣り、スパ、ボーリング、ジム、乗
馬、ATVバギーのサファリ、ガイド付きボート、ゴルフコース、子供用屋内
プレイルーム、ガイド付ネイチャーツアー）  
サウナ・スパ：あり
スパ：温水(+30℃)の流れるプール、ジャクジー(+32℃)、ジェットバス、
乳幼児用プール(+32℃)、ウォータースライド、水風呂(+8℃)、フィンラン
ド式サウナ、トルコ式スチーム風呂
プール：25m・6レーンのフィットネスプール(+26.5℃)、レッスン＆子供用
の小さなプール、飛び込み板、アクアジョグ用ベルトの用意あり。エステ、
ウォーターパーク、ジム、グループエクササイズあり。
子供向けサービス：屋内・屋外の子供用遊具、プールとアクティビティ、
ミニゴルフ、ウォーターパーク、アドベンチャーパーク、交通公園、子供用
エステ、ゴーカート。
犬同伴：可
近隣のスーパー：800m (マーケット) 、10km(スーパー)
駐車場：あり
冬期アクティビティ：ガイド付サファリ（スノーシュー、スノーモービル、
ATVバイク、ファットバイク）乗馬、子供用屋内プレイルーム、アドベンチ
ャーパーク、スノーセーリング、アイスカート、ボーリング、スパ、スキー、
スケート、ジオキャッシング、テーマ型イベント、ガイド付の展示室ツアー、
ネイチャーツアー、ガイド付のプラッシとイソパハカラ工房ツアー、スノー
ヨガ、フィンランド式スモークサウナ、陶芸・手芸体験など。
夏期アクティビティ：ガイド付サファリ、自転車、ゴルフ、ディスクゴルフ、ミ
ニゴルフ、ジオキャッシング、ビーチバレーボールとフットボール、サーモン
バレーで釣り、アドベンチャーパーク、ゴーカート、ハイキング、周辺の島や
地域へのボートツアー、ビーチヨガ、野鳥観察、ベリーとキノコ狩、カヌー、
スパ、ウォーターパーク、乗馬、スタンドアップパドル、ウィンドサーフィン
グ、博物館、観光アトラクション、フィンランド式スモークサウナ＆お風呂

パッケージ

プログラム例
1日目：カラヨキ砂丘
カラヨキ砂丘到着、ホテルチェックイン、地図などのインフォメーションキット
事前チェックインと鍵をご用意
アークティックビーチ参加証
ウェルカムディナー
快適なアパートメント・ホリディハウスに宿泊

2日目：海洋自然センター＆海岸ウォーキングツアー
朝食ビュッフェ
海洋自然センターのガイドから美しい海と砂丘の自然について話を聞く。
展示室では、ボスニア湾の水中世界を見学し、かつてこの地域で生活し
ていた人々の暮らしについて学び、フィンランド最大の魚を獲ることにチ
ャレンジできます。
海洋自然センター訪問後、ガイドが海沿いをウォーキングツアーにご案内し
ます。砂丘と浜辺の間に敷かれた木道は、ビーチ沿いを歩くのに最適です。
昼食ビュッフェ
昼食後、サンタズリゾート＆スパホテル・サニ内のサウナとスパへご案内。
夕食 
夜食ビュッフェ
宿泊

3日目：アドベンチャーパークパッカ
朝食ビュッフェ
朝食後すぐ、ホテルロビーでアドベンチャーガイドがお待ちしています。本
日のメインはパッカ・アドベンチャーです！アドベンチャーパークパッカの
良さは体験してみないと分かりません！このパークのアドベンチャーコー

スは木々の間に敷設されており、どんな年齢層やスキルの方でも、スリル
を味わいたい方に通年でお楽しみ頂けます。例えば、アーチェリーで自分
自身またはお友達に挑んではいかがでしょう。または、スラックラインで
バランスを取りながら木々と地上を移動し、バンジートランポリンで飛ん
でみることもできます。楽しいアドベンチャーの後は、パッカビーチ参加
証を受け取り、キャンプファイヤーの昼食をお取りください。
午後にはキャンプ場の施設内にある2つのミニゴルフ、そしてアイスクリー
ムをお楽しみください。
夕食
夜食ビュッフェ
宿泊

4日目：プラッシの街ツアー＆ウォーターパーク
朝食ビュッフェ
ガイドがカラヨキの古き街プラッシと領主の邸宅として使われていたハヴ
ラへご案内します。ヴィラ・ハヴラは1912年に木工所の領主の邸宅として
建てられました。プラッシの後はイソパハカラ工房を見学し、手作りのフ
ィッシュスープのランチを楽しみます。工房では粘土でオリジナルのお土
産も作ります。
午後にはウォーターパークを楽しみましょう！お友達と一緒に最高の夏の
思い出を作ってください。浮き輪、スピードマット、または普通の方法で
滑ることができます。ユクパークではいくつもの素晴らしいウォータースラ
イドを浮き輪、スピードマット、または普通の方法で楽しめます。新しいウ
ォーターパークは数々の滑り台だけでなく大きなプールや日焼け用エリア
とテラスも備えています。他にも様々なアミューズメントパークの設備やア
クティビティもご用意しています。
バーガービュッフェディナー
夜食ビュッフェ
宿泊

5日目：釣り＆セーリング
朝食ビュッフェ
朝食後、ロヒラークソ・サーモンバレーに向かいます。素晴らしい渓谷で
釣りをした後、釣った魚はこの日の昼食になります。地元の新鮮な白身魚
とスモークサーモンをご堪能ください。その後、ガレアス・アンシオ号で
セーリングに行きます。ガレアス・アンシオはマストが2つ付いている伝統
的な木造の船で、そのユニークさはあなたを虜にすることでしょう。アン
シオは、1891年にカラヨキで造船された原版ガレアス・アンシオのたっ
た1枚の写真、模型、そして設計図をヒントにデザインされました。コニカ
ルヴォ港から出発をし、ボスニア湾のセーリングは2時間程度です。乗船
中は飲み物のご用意があります。
夕食ビュッフェ
フェアウェルパーティーとバーベキュースタイルの夕食
宿泊

6日目：出発日
朝食ビュッフェ
朝のビーチを散策、海水浴
正午までにチェックアウト
昼食ビュッフェ

空港：コッコラ空港（カラヨキから1時間）、オウル空港（カラヨキから2時間）
鉄道：ウリヴィエスカ駅（カラヨキから50km）、コッコラ駅（カラヨキから65km）
送迎：要問い合わせ

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre 
Laura Kujala 
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki
Tel. +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
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秋期休暇  2018年第43週
クリスマス休暇　2018年12月20日-2019年1月7日
冬期休暇   2019年第10週
イースター（春）休暇  2019年4月18日-22日
夏期休暇  2019年6月3日‒ 8月9日

収容人数：一度に最大10人
宿泊設備：現地のホームステイ先ファミリーとシングル部屋またはダブル
部屋でホームステイ。参加者の1人部屋も用意可能。各家庭にフィンラン
ド式サウナ完備。
特徴：フィンランドの人気ファミリーリゾートの一つ、カラヨキ砂丘は学校
から約10km
冬期アクティビティ：ガイド付サファリ（スノーシュー、スノーモービル、
ATVバギー、ファットバイク）乗馬、室内の子供用遊び場、アドベンチャ
ーパーク、スノーセーリング、アイスカート、ボーリング、スパ、スキー、ス
ケート、ジオキャッシング、テーマ型イベント、ガイド付の展示室ツアー、
ネイチャーツアー、ガイド付のプラッシとイソパハカラ工房(Pot tery-
Iso-Pahkala)ツアー、スノーヨガ、フィンランド式スモークサウナ、焼き
物と手芸体験など。
夏期アクティビティ：ガイド付サファリ、自転車、ゴルフ、ディスクゴルフ、
ミニゴルフ、ジオキャッシング、ビーチバレーとフットボール、サーモンバ
レーで釣り、アドベンチャーパーク、ゴーカート、ハイキング、自然ツアー、
周辺の島や地域へのボートツアー、野鳥観察、ベリーとキノコ狩、カヌー、
スパ、ウォーターパーク、乗馬、スタンドアップパドル、ウィンドサーフィン
グ、博物館、観光アトラクション、フィンランド式スモークサウナ

プログラム
含まれるサービス：学校の授業、空港送迎、ホストファミリー、ホームス
テイ先でのお世話、ホームステイ先での宿泊、すべての食事 
含まれないサービス：オプションのアクティビティ
空港：コッコラ空港（カラヨキから1時間）、オウル空港（カラヨキから2時間）
鉄道：ウリヴィエスカ(Ylivieska) （カラヨキから50km）、コッコラ（カラ
ヨキから65km）
送迎：空港送迎（往復）が含まれます。学校から他のアクティビティの場
所までの移動は要問い合わせ。
<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki
Tel. +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

Kalajoki Booking Centre Family Groups
カラヨキ予約センター・夏のファミリープログラム

www.kalajokikeskusvaraamo.fi

カラヨキは太陽と海と砂丘で有名で、フィンランドでも人気の観光地の一
つです。移動がしやすく、安全かつユニーク、さらにバラエティ豊富なアク
ティビティを備えた場所、それがカラヨキです。長く続く砂浜と様々なレ
ジャーアクティビティで楽しい時間を過ごす事が出来ます。海は遠浅で安
全、水も泳ぐのに最適な綺麗さです。ファミリーでもカップルでもカラヨ
キでの滞在をお楽しみ頂けます。カラヨキの浜辺で忘れられない休日を
お過ごしください。伝統的なフィンランドの陶芸に触れたり、土地の歴史
や海の文化について学んだり、海でマリンアクテビティを体験したり、カ
ラヨキで出来ることは無限にあります！

<詳細>
設立：2017年

ヴィハスラハティの海岸線を歩くツアー（所要約3時間）
私たちは、カラヨキビジターセンターから砂丘を通って、木道のある大きな
沿岸湿地帯ヴィハスラハティまで歩いていきます。ヴィハスラハティでは、自分
達で火をおこすことを学びます。バードウォッチングが出来る塔もあります。

宝探しゲーム（所要約1～2時間）
砂丘とビーチエリアのガイドが付いた宝探しゲームです。木道と海岸線に
隠された宝物を見つけて下さい。宝物を探しているうちに、その周辺のし
い景色や自然を同時に知ることが出来ます。

Activities related to history and culture:
歴史と文化に関連するアクティビティ：

プラッシ旧市街とイソパハカラ（Iso-Pahkala） 製陶所 ガイド付きツア
ー（所要約3時間）
ガイドと、カラヨキにある旧市街プラッシのヴィラ・ハヴラへ向かいます。ヴ
ィラ・ハヴラは、1912年に製作所のマネージャーによって耐久性のある家
として建てられました。
プラッシの後に、イソパハカラ（Iso-Pahkala）製陶所へ移動します。製
陶所のオーナーが陶器の歴史と粘土で陶器が出来るまでの工程を説明し
てくれます。その後、素敵な陶器をお土産に買うチャンスがあります。

フィンランドのスモークサウナ体験（所要約3～4時間）
伝統的なフィンランド式サウナは、丸太で造られたログハウスでじっくり
と時間をかけて加熱されます。あなたはサウナの快適な温度の中で、リ
ラックスして心も身体も解放され豊かな自然とサウナの調和を楽しむこと
が出来ます。

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Tel. +358-8-466 691
E-mail. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

Study trip program with homestay accommodation in Kalajoki
カラヨキの教育旅行プログラムとホームステイ

www.kalajokikeskusvaraamo.fi

フィンランド文化を学びながら学習しましょう。カラヨキでは年間を通し
て地元のホームステイ先ファミリーを紹介します。現地の中学校・高校で
学習が可能です。短期と長期が選べます。学校の授業は月曜日から金曜
日まで毎日約6時間あります（授業内容は国際関係、英語、体育、美術、
音楽、家庭科など）。さらに、現地の保育所や小学校の見学や、授業での
学習の他にホームステイ先ファミリーの子供達と一緒に勉強をすることも
このツアーに含まれます。食事（朝食、昼食、夕食、おやつ）は全てホーム
ステイ先で用意されます。授業日は学校で昼食が提供されます。コッコラ
空港からの往復送迎も含まれます。オプションで教育プログラムのアクテ
ィビティも加えるのがお勧めです。
設立：2017年（カラヨキと日本の学校は2000年から交換留学の実績があります)
言語：英語
時期：通年、ただし学校の休暇日を除く
営業時間：通年、ただし学校の休暇日を除く

学校休校日：
学年暦     2018年8月13日-2019年6月2日
冬期休暇  2018年3月5日-9日
イースター（春）休暇   2018年3月30日-4月2日
夏期休暇  2018年6月2日-8月10日



言語：英語
時期：夏期 (6月～8月)
参加人数：15-45人
設備：各アパートメント・ホリディハウスにはサウナ、シャワー・トイレ、キ
ッチン、リビングルーム、寝室、テラスが完備されています。海と森の自然
に囲まれた便利な立地です。
レストラン：カラヨキ砂丘とホテルエリア周辺にレストランがいくつかありま
す。ステーキハウス、アイリッシュパブ&レストラン、ビストロ、ハンバーガー
&ピザ、グリル、シーフード、ホテルレストラン、フィンランド家庭料理など。
サービス：近距離の範囲内で可能なアクティビティやサービスが多数あり。
（例：アドベンチャーパークパッカ、ウォーターパーク、水泳、サーフィン
グセンター、屋内・屋外の子供用遊具、釣り、スパ、ボーリング、ジム、乗
馬、ATVバギーのサファリ、ガイド付きボート、ゴルフコース、子供用屋内
プレイルーム、ガイド付ネイチャーツアー）  
サウナ・スパ：あり
スパ：温水(+30℃)の流れるプール、ジャクジー(+32℃)、ジェットバス、
乳幼児用プール(+32℃)、ウォータースライド、水風呂(+8℃)、フィンラン
ド式サウナ、トルコ式スチーム風呂
プール：25m・6レーンのフィットネスプール(+26.5℃)、レッスン＆子供用
の小さなプール、飛び込み板、アクアジョグ用ベルトの用意あり。エステ、
ウォーターパーク、ジム、グループエクササイズあり。
子供向けサービス：屋内・屋外の子供用遊具、プールとアクティビティ、
ミニゴルフ、ウォーターパーク、アドベンチャーパーク、交通公園、子供用
エステ、ゴーカート。
犬同伴：可
近隣のスーパー：800m (マーケット) 、10km(スーパー)
駐車場：あり
冬期アクティビティ：ガイド付サファリ（スノーシュー、スノーモービル、
ATVバイク、ファットバイク）乗馬、子供用屋内プレイルーム、アドベンチ
ャーパーク、スノーセーリング、アイスカート、ボーリング、スパ、スキー、
スケート、ジオキャッシング、テーマ型イベント、ガイド付の展示室ツアー、
ネイチャーツアー、ガイド付のプラッシとイソパハカラ工房ツアー、スノー
ヨガ、フィンランド式スモークサウナ、陶芸・手芸体験など。
夏期アクティビティ：ガイド付サファリ、自転車、ゴルフ、ディスクゴルフ、ミ
ニゴルフ、ジオキャッシング、ビーチバレーボールとフットボール、サーモン
バレーで釣り、アドベンチャーパーク、ゴーカート、ハイキング、周辺の島や
地域へのボートツアー、ビーチヨガ、野鳥観察、ベリーとキノコ狩、カヌー、
スパ、ウォーターパーク、乗馬、スタンドアップパドル、ウィンドサーフィン
グ、博物館、観光アトラクション、フィンランド式スモークサウナ＆お風呂

パッケージ

プログラム例
1日目：カラヨキ砂丘
カラヨキ砂丘到着、ホテルチェックイン、地図などのインフォメーションキット
事前チェックインと鍵をご用意
アークティックビーチ参加証
ウェルカムディナー
快適なアパートメント・ホリディハウスに宿泊

2日目：海洋自然センター＆海岸ウォーキングツアー
朝食ビュッフェ
海洋自然センターのガイドから美しい海と砂丘の自然について話を聞く。
展示室では、ボスニア湾の水中世界を見学し、かつてこの地域で生活し
ていた人々の暮らしについて学び、フィンランド最大の魚を獲ることにチ
ャレンジできます。
海洋自然センター訪問後、ガイドが海沿いをウォーキングツアーにご案内し
ます。砂丘と浜辺の間に敷かれた木道は、ビーチ沿いを歩くのに最適です。
昼食ビュッフェ
昼食後、サンタズリゾート＆スパホテル・サニ内のサウナとスパへご案内。
夕食 
夜食ビュッフェ
宿泊

3日目：アドベンチャーパークパッカ
朝食ビュッフェ
朝食後すぐ、ホテルロビーでアドベンチャーガイドがお待ちしています。本
日のメインはパッカ・アドベンチャーです！アドベンチャーパークパッカの
良さは体験してみないと分かりません！このパークのアドベンチャーコー

スは木々の間に敷設されており、どんな年齢層やスキルの方でも、スリル
を味わいたい方に通年でお楽しみ頂けます。例えば、アーチェリーで自分
自身またはお友達に挑んではいかがでしょう。または、スラックラインで
バランスを取りながら木々と地上を移動し、バンジートランポリンで飛ん
でみることもできます。楽しいアドベンチャーの後は、パッカビーチ参加
証を受け取り、キャンプファイヤーの昼食をお取りください。
午後にはキャンプ場の施設内にある2つのミニゴルフ、そしてアイスクリー
ムをお楽しみください。
夕食
夜食ビュッフェ
宿泊

4日目：プラッシの街ツアー＆ウォーターパーク
朝食ビュッフェ
ガイドがカラヨキの古き街プラッシと領主の邸宅として使われていたハヴ
ラへご案内します。ヴィラ・ハヴラは1912年に木工所の領主の邸宅として
建てられました。プラッシの後はイソパハカラ工房を見学し、手作りのフ
ィッシュスープのランチを楽しみます。工房では粘土でオリジナルのお土
産も作ります。
午後にはウォーターパークを楽しみましょう！お友達と一緒に最高の夏の
思い出を作ってください。浮き輪、スピードマット、または普通の方法で
滑ることができます。ユクパークではいくつもの素晴らしいウォータースラ
イドを浮き輪、スピードマット、または普通の方法で楽しめます。新しいウ
ォーターパークは数々の滑り台だけでなく大きなプールや日焼け用エリア
とテラスも備えています。他にも様々なアミューズメントパークの設備やア
クティビティもご用意しています。
バーガービュッフェディナー
夜食ビュッフェ
宿泊

5日目：釣り＆セーリング
朝食ビュッフェ
朝食後、ロヒラークソ・サーモンバレーに向かいます。素晴らしい渓谷で
釣りをした後、釣った魚はこの日の昼食になります。地元の新鮮な白身魚
とスモークサーモンをご堪能ください。その後、ガレアス・アンシオ号で
セーリングに行きます。ガレアス・アンシオはマストが2つ付いている伝統
的な木造の船で、そのユニークさはあなたを虜にすることでしょう。アン
シオは、1891年にカラヨキで造船された原版ガレアス・アンシオのたっ
た1枚の写真、模型、そして設計図をヒントにデザインされました。コニカ
ルヴォ港から出発をし、ボスニア湾のセーリングは2時間程度です。乗船
中は飲み物のご用意があります。
夕食ビュッフェ
フェアウェルパーティーとバーベキュースタイルの夕食
宿泊

6日目：出発日
朝食ビュッフェ
朝のビーチを散策、海水浴
正午までにチェックアウト
昼食ビュッフェ

空港：コッコラ空港（カラヨキから1時間）、オウル空港（カラヨキから2時間）
鉄道：ウリヴィエスカ駅（カラヨキから50km）、コッコラ駅（カラヨキから65km）
送迎：要問い合わせ

<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre 
Laura Kujala 
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki
Tel. +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
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秋期休暇  2018年第43週
クリスマス休暇　2018年12月20日-2019年1月7日
冬期休暇   2019年第10週
イースター（春）休暇  2019年4月18日-22日
夏期休暇  2019年6月3日‒ 8月9日

収容人数：一度に最大10人
宿泊設備：現地のホームステイ先ファミリーとシングル部屋またはダブル
部屋でホームステイ。参加者の1人部屋も用意可能。各家庭にフィンラン
ド式サウナ完備。
特徴：フィンランドの人気ファミリーリゾートの一つ、カラヨキ砂丘は学校
から約10km
冬期アクティビティ：ガイド付サファリ（スノーシュー、スノーモービル、
ATVバギー、ファットバイク）乗馬、室内の子供用遊び場、アドベンチャ
ーパーク、スノーセーリング、アイスカート、ボーリング、スパ、スキー、ス
ケート、ジオキャッシング、テーマ型イベント、ガイド付の展示室ツアー、
ネイチャーツアー、ガイド付のプラッシとイソパハカラ工房(Pot tery-
Iso-Pahkala)ツアー、スノーヨガ、フィンランド式スモークサウナ、焼き
物と手芸体験など。
夏期アクティビティ：ガイド付サファリ、自転車、ゴルフ、ディスクゴルフ、
ミニゴルフ、ジオキャッシング、ビーチバレーとフットボール、サーモンバ
レーで釣り、アドベンチャーパーク、ゴーカート、ハイキング、自然ツアー、
周辺の島や地域へのボートツアー、野鳥観察、ベリーとキノコ狩、カヌー、
スパ、ウォーターパーク、乗馬、スタンドアップパドル、ウィンドサーフィン
グ、博物館、観光アトラクション、フィンランド式スモークサウナ

プログラム
含まれるサービス：学校の授業、空港送迎、ホストファミリー、ホームス
テイ先でのお世話、ホームステイ先での宿泊、すべての食事 
含まれないサービス：オプションのアクティビティ
空港：コッコラ空港（カラヨキから1時間）、オウル空港（カラヨキから2時間）
鉄道：ウリヴィエスカ(Ylivieska) （カラヨキから50km）、コッコラ（カラ
ヨキから65km）
送迎：空港送迎（往復）が含まれます。学校から他のアクティビティの場
所までの移動は要問い合わせ。
<問い合わせ>
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki
Tel. +358-8-466 691
Email. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi

Kalajoki Booking Centre Family Groups
カラヨキ予約センター・夏のファミリープログラム

www.kalajokikeskusvaraamo.fi

カラヨキは太陽と海と砂丘で有名で、フィンランドでも人気の観光地の一
つです。移動がしやすく、安全かつユニーク、さらにバラエティ豊富なアク
ティビティを備えた場所、それがカラヨキです。長く続く砂浜と様々なレ
ジャーアクティビティで楽しい時間を過ごす事が出来ます。海は遠浅で安
全、水も泳ぐのに最適な綺麗さです。ファミリーでもカップルでもカラヨ
キでの滞在をお楽しみ頂けます。カラヨキの浜辺で忘れられない休日を
お過ごしください。伝統的なフィンランドの陶芸に触れたり、土地の歴史
や海の文化について学んだり、海でマリンアクテビティを体験したり、カ
ラヨキで出来ることは無限にあります！

<詳細>
設立：2017年
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オウル 産 業 視 察 ツアー
OULU TECHNICAL VISITS

BusinessOulu Basic Presentation / ビジネスオウル基本情報

ビジネスオウルについての1～2時間の講義。
オウルはフィンランドの中でも最も成長力のある都市で、新しく革新的な
企業が次々とグローバル市場に参入しています。ビジネスオウルはビジネ
ス発展のための公的機関で、雇用創出及び企業の創設、運営、発展を促
進するビジネスや企業のための環境作りを目的としています。オウルの企
業の国際化を進めるだけでなく、オウル市自体の海外でのマーケティン
グも担っています。

Ｂusinessoulu:ICT / ビジネスオウル ICT
ICTについて1～2時間の講義。

オウルは40年に渡り、情報通信技術（ICT: Information and Communication 
Technology）とその関連分野の世界的なリーダーとなってきました。オウル
で開発されたICT技術を、毎日26億人が活用しています。また、世界最先端
のICTは病院でも取り入れられており、さらには次世代通信システム「5G」
の技術を初めて活用した病院もあります。近年では、オウル市のテクノロジ
ー産業は数多くのグローバル企業のハブとして発展しつつあります。さらに、
ICTのノウハウは、建築業など他のビジネスセクターにも活かされています。

BusinessOulu: OuluHealth / ビジネスオウル：オウルヘルス
オウルヘルスについて1～2時間の講義。
オウルヘルスはオウル・イノベーションアライアンス（OIA）の5つの革新

BUSINESSOULU VISITS
ビジネスオウル・視察01

N
O

活気にあふれる街オウルは、フィンランド北部では1番、
フィンランド全体でも5番目に人口の多い活気溢れる技術先端都市です。
フィンランドで2番目に大きなオウル空港は、ヘルシンキから飛行機で
わずか1時間の場所に位置し、冬季でも1日10便以上が運行されています。
たくさんのイノベーションと新たなビジネスチャンスの宝庫のオウルは、
ヨーロッパに点在する「リビングラボ」の一つとしても有名で、
住民が新たなテクノロジーをコミュニティレベルで体験することが可能です。
ノキア社の端末向け研究所もあったオウルは、現在でもハイテク産業の
集積地としてよく知られており、世界中から多くの人を呼び込んでいます。

オウルでは企業、研究機関、大学、公共機関をつなぎ(産学官連帯)、新たな
テクノロジーと実践的な協力を促すシステムが発展し続けられています。
今日では、オウルは次世代通信技術5Gの世界的な先駆者になることを目標としています。

産業視察ツアーでは、普通とは少し異なる体験をお探しの専門家、学生、
団体や小グループの方々のためのプログラムをご用意しています。
各分野を楽しく体験し、裏側までも見えてしまうほど深く知る機会をご提供します。
ビジネスオウルとパートナー企業はICT、ライフサイエンス（医療、ヘルスケア、
福祉なども含む）、クリーンテックなど様々な分野の産業視察を手配可能です。また、
すでに多くの視察訪問者を迎え入れており、伝統的な社会福祉関連から教育関連、
先端技術、社会システムまであらゆる分野の視察をご要望に応じてご用意できます。

Oulu

www.businessoulu.com
所要時間：すべてのビジネスオウルでの講義は1～2時間
時期：月～金の9～16時、ただし6～8月末は休暇期間につき期間中及びその直後はゲストプログラマー等の手配が困難な場合があります。
言語：(リクエストに応じて)英語、フィンランド語、スウェーデン語、ノルウェー語、アラビア語、クルド語、アッシリア語、トルコ語、日本語
参加者数：2～200人
対象：ビジネスオウルと下記関連トピックに関心がある方
問い合わせ：Business Oulu / conventionoulu@oulu.com
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VISITS TO BUSINESSOULU PARTNER COMPANIES
ビジネスオウル・パートナー企業視察02

N
O

分野の１つです。オウルヘルスには学術分野、公共セクター、プライベー
トセクターの各分野が関与・連携しています。主な狙いとしては、医療ケ
ア分野のニーズに貢献出来るような組織を結びつけることで、オープンな
相互協力とイノベーションを促すことです。
オウルには、グローバルなニーズに対応し、国際的な市場を目指している
医療、e-ヘルス、バイオテクノロジーの分野において優れた企業が約240
社あります。さらに5Gのテスト運用は、新しいタイプの無線サービスやビ
ジネスモデルの創造に役立つでしょう。
このような体系的なアプローチにより、無線情報科学分野とライフサイエ
ンスの専門性を組み合わせることが可能になります。その結果、個人のニ
ーズにあった高度かつ融合的な医療サービスのためのICTソリューション
の導入ができます。

BusinessOulu: Oulu Cleantech / ビジネスオウル：オウル・クリーンテック

フィンランド及びオウル地域のクリーンテックについて1～2時間の講義。
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高く評価
されてきました。クリーンテックはフィンランドの経済の大きな柱になり
つつあり、経済政策においても重きを置かれています。フィンランドには
約10,000のクリーンテック企業があります。多くのフィンランドの企業は
すでにエネルギー効率、クリーンな産業、バイオ資源において世界的な
リーダーとなっています。他の重要な分野としては、機械分析と自動化、
再生可能エネルギー、水資源及び排水管理、廃棄物管理、排出ガス削減
が挙げられます。オウルはヨーロッパ北極圏のクリーンテクノロジーとク
リーン産業の中心に位置しています。オウルの主な産業は鉄鋼、建設、食
品及び化学薬品です。この地域のICTにおける専門性は、スマートエネル
ギー、資源の効率的な活用、排出ガス削減などのクリーンテクノロジーに

応用されています。さらに、オウルはフィンランドでの風力発電の建設で
も主要なハブとなっています。

BusinessOulu: 5G /ビジネスオウル：5G

オウルにおける次世代通信システム5G技術について1～2時間の講義。
オウルは5Gの開発において第一人者を担っており、5G技術は確実にオウ
ルの次の目玉となることでしょう。フィンランドVTT技術研究センター、
オウル大学及びオウル大学病院は試験的な5Gネットワークを設置し、実
際的な環境において開発と研究を進めています。5G技術は既存のネット
ワークよりも100倍速いワイヤレス接続を可能にし、莫大な数のデバイス
を同時に接続できます。このようなネットワークは例えば、ロボットの遠
隔操作や自動運転の自動車を可能にさせます。オウルの研究者達は
2018年の平昌オリンピックで5Gの試験装置を設置するコンソーシアムに
も参加しています。

BusinessOulu: Oulu Convention Bureau ‒successful meetings
ビジネスオウル：オウル・コンベンションビューロー

オウル・コンベンションビューローは、オウル市のコンベンション・マーケ
ティング部の一部で、会議場手配のお手伝いやマーケティング商品の提
供をしています。イベントの企画や実行についても、現地のサービス会社
やネットワークと繋ぎ、コンサルティングもしています。サービスは全て無
料です。2017年には、オウル市は国際会議の開催地としてフィンランドで
3番目に人気のある都市に選ばれました。
www.ocb.fi

ビジネスオウルは地元の企業コミュニティとの強い結びつきがあります。クリーンテクノロジー、ICT、医療サービス、5G技術など
様々な分野の企業の訪問が手配可能です。訪問時間は月曜から金曜の午前9時から午後 4時まで。 
6月から8月末までは休暇期間となるため、一部の訪問ツアーはその期間中またはその直後は手配が困難な場合もあります。
受け入れ企業は、受け入れ前に訪問者人数を制限し、訪問団体の詳細を知る権利があることをご理解ください。
企業視察、会社訪問はビジネスオウルが手配します。
問い合わせ：conventionoulu@oulu.com
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NOKIA  / ノキア

www.nokia.com
所要時間：1～2時間（説明と企業訪問）
参加者数：10-15人
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方

オウルはノキアの主要拠点の1つで、40年以上の歴史を誇ります。本拠点
は無線通信機器の研究開発と生産の中心となっており、現在は5G技術
の研究開発に注力しています。オウル周辺は世界的にも無線通信機器開
発のホットスポットの1つとなっています。本拠点では無線通信機器のシ
ステムを活用し、顧客と協力しながら最新のテクノロジーソリューション
を試験的に実施しています。他のテクノロジーセンターと積極的に相互協
力した上で、長期的に質、生産性、製品の魅力を向上させようとしていま
す。ルスコ地区（Rusko）に位置する本拠点には、様々な役割を担う2300
名の従業員が働いています。

ショールーム
ショールームにて1時間のノキア企業案内プレゼンテーション。学生も可。

ノキア技術部訪問
ノキアにて2時間の訪問。参加者は試験室と実験室を見学し、ノキアの企
業案内プレゼンテーションに参加します。ビジネスオウルICTについての
プレゼンテーションを加えることもできます。その場合の所要時間は、2
時間45分です。

OYS TestLab / OYS（オウル大学病院）ラボ

www.ouluhealth.fi/labs
所要時間：1-1.5時間（説明と企業訪問）
参加者数：最大30人
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方、メディアとプレス関係者

1～2時間のOYSテストラボ見学。OYSテストラボはオウル大学病院に属
し、病院の敷地内にあります。特殊な医療ケアソリューションを試験する
ための高精度な実証実験施設で、医療専門家から製品についてのフィー
ドバックを受けることができます。OYSテストラボには医療ケアの専門家
がついているため、医療介護の企業がプロトタイプを実証実験するのに
適した、先進的かつ実際的な病院環境を提供しています。日本企業にと
っては、欧州市場マーケティング調査として活用するのもいいでしょう。
ラボ見学はオウルヘルスラボのコンセプト説明とプロトタイプ展示を含み
ます。

Oulu WelfareLab / オウル・ウェルフェアラボ

www.ouluhealth.fi/labs
所要時間：1‒1.5時間（説明と企業訪問）
参加者数：最大30人
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方、メディアとプレス関係者

オウル・ウェルフェアラボは家庭や基礎医療、医療ケアの現場で使われ
る製品やプロトタイプを製品開発の会社や団体に代わって試験的に実
証実験を行います。
オウル・ウェルフェアラボは被験者数が数名の小さな実験から規模の大
きな企画まで、あらゆる規模でのプロトタイプ実証実験を行います。その
ためにも、企業側とオウル住民の協力連携を促す役割も担っています。
ツアーでは、オウル・ウェルフェアラボの説明と見学を含みます。

Oamk SimLab / OAMK（オウル応用科学大学）シムラボ

www.ouluhealth.fi/labs
所要時間：1‒1.5時間（説明と企業訪問）
参加者数：10-20人
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方、メディアとプレス関係者

オウル応用科学大学にはOAMKシムラボという多機能なシミュレーショ
ンスタジオがあり、医療テクノロジーや介護ケアに関する製品の開発と
実証実験に使われています。
OAMKシムラボで出来ることは多岐に渡り、生物分析、看護や救急援護、
眼科、口腔科、放射線科、X線撮影などの分野以外にもリハビリテーショ
ンや関連装置の試験と開発も可能です。ラボの設備としては例えば、主
機能がコンピュータで操作可能なヒト型の高精度患者シミュレーション
などがあります。このシミュレーターでは、様々な欠陥や病気を再現し、ヒ
ト型模型に病院内外から治療を施すことができます。OAMKシムラボ内
には、ユーザビリティラボという、医療テクノロジー装置やソフトウェアの
ユーザビリティ試験ができるラボもあります。

Oulun Palvelusäätiö / オウルサービス財団

www.oulunpalvelusaatio.fi
所要時間：1.5‒2 時間
言語（要問い合わせ）：英語、フィンランド語
参加者数：5‒10 人
対象：高齢者サービスに興味のある方（学生、会社代表）

訪問受け入れ先企業
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オウルサービス財団は高齢者、年金受給者、身体障害者、その他特別支
援が必要な方向けに宿泊などのサービスを提供しています。施設の維持
のみならず、しっかりと行き届いた管理をすることが運営方針です。その
中でも入居者の自立、精神安定、リハビリテーションを支援するための自
宅介護やケアサービスも提供しています。
オウルサービス財団は491の宿泊可能な施設と81の介護サービス付施設
（スタッフ常駐）、6の自宅介護センターを管理しています。各施設では
食事、アクティビティ、運動などのサービスを提供しています。153人の専
任の従業員がいます。

Finnish Institute of Occupational Health / フィンランド労働安全衛生機関

www.ttl.fi
所要時間：1.5‒2 時間
言語（要問い合わせ）：英語、フィンランド語
参加者数：12人
対象：興味のある方

フィンランド労働安全衛生機関(FIOH)は学際的な専門研究機関です。
FIOHは、研究、サービス、研修、情報開示を通して労働安全衛生と福祉
の発展に寄与しています。
FIOHは5つのオフィスをもち、オウルのオフィスは北極圏の労働環境に
特化しています。所員の専門領域としては、防寒具の保温機能、サバイバ
ルスーツのテスト、温度によるストレスの測定、これらの分野に関する専
門教育などです。オウルの施設にはあらゆる温度が体験できる実験室、
風圧トンネル(10m/秒)、冷水プールがあります。

Arctic laboratory package　北極圏ラボパッケージ
北極圏の天候状況で身を守る方法と寒さが人体に与える影響についての
簡単な講義を受けます。極寒で強い風力の天候を実際に体験できます（
-40℃の気温と10 m/秒の風圧）。参加者は自分の着ている服の防寒レ
ベルをテストすることもできます。

PrintoCent / プリントセント

www.printocent.net
所要時間：1.5-2時間、（プリントインテリジェンスイノベーションセンタ
ーと工場訪問）
参加者数：15-20人（専門家の場合は30人まで、その場合はプリントセン
トに通知する必要があります）
対象：興味のある方

プリントセント技術部訪問
最先端プリント技術の研究も行われているプリントセント（Printed 
Intelligence Innovation Center）にて1.5時間～2時間の訪問。プリン
ト情報技術についての案内を聞き、質疑応答ができます。診断用消耗医
療品、スマートシステム、自家発電、ウエアラブル技術、IoTなどに広く使
われているプリント情報技術は、世界を革新的に変える可能性を持って
います。参加者は、これらの技術のデモンストレーションを実際に見て、

手で触れることもできます。プリントセントの試験場では写真撮影は禁止
されています。最先端の新商品や関連企業について学ぶことができます。

プリント情報技術の世界級デザインと生産工程
プリントセントではプリント情報技術と光学的測定の研究結果をもとに
した、最先端のプリント商品開発をしており、国際的な関連事業と企業と
も提携し、グローバルな活動をしています。プリントセント試験場はプリ
ント情報技術の研究と製品生産の場であり、フィンランドVTT科学研究
センター、オウル大学、オウル応用科学大学と共にフィンランドのオウル
市を拠点としています。品質保証のためにロール・ツー・ロール (R2R) 方
式及びハイブリッド製造と光学式測定に特に力を入れ、これらの工程は
診断用消耗医療品、スマートライト、ウェアラブル技術、センサーや環境
発電など IoT の製造に活用されています。

LudoCraft / ルドクラフト

www.ludocraft.com
所要時間：2時間
言語：英語、フィンランド語
参加者数：2-10人
対象：興味のある方

ルドクラフトでの楽しい夜
1～2時間のルドクラフト見学。ルドクラフトは10年以上のゲーム開発の
経験を誇るゲームスタジオです。私たちの遊び場でもある我々のオフィス
で楽しい時間を過ごしながらゲームについて学びませんか。18000ピース
のパズルに挑んだり、スタジオでジャムセッションをしたり、レゴの海に
溺れたり（埋もれたり、もできます）という経験ができます。私たちのゲー
ムの窟で遊びに来るだけでも歓迎です。
もちろん、私たちの代表作品の展示もご紹介します。さらにはワインを片
手にゲームやその他の話題について語り合いましょう。忘れてはならない
のがルドクラフト特製の魔法薬マナの味見です！キャンディやアイスクリ
ームの他にも、お食事のご用意もあります。（事前にアレルギーなどご連
絡ください。）サウナのご用意も可能です！

Haltian / ハルティアン

www.haltian.com
所要時間：1時間（説明と企業訪問）
参加者数：最大15人
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方

1時間のハルティアン訪問。ハルティアンは最先端かつ世界レベルの
技術を持ったエンジニアが在籍する、高度なテクノロジーエレクトロニ
クスのデザインと商品を取り扱う企業です。見学者はハルティアンの驚
異的な企業成長について知り、ハルティアン社の最先端ワイヤレス商品
や試作品を体験し、今後の企業展開について学ぶことができます。
ハルティアンでは、センサーや無線通信テクノロジーを備えた小型製品
から高品質なソフトウェアまで、いかなる種類の通信デバイスもユーザ
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ーが使いやすいように設計かつ開発できます。現在80名以上の有能な専
門家が在籍しており、ノキア端末部門が買収された後のフィンランドに設
立された企業の中で、最も成功しています。

Verkotan / ヴェルコタン

www.verkotan.com
所要時間：1-2時間（説明と企業訪問）
参加者数：最大10人、10人以上の場合は分割
対象：興味のある方

携帯パフォーマンス測定
電波を通さないRF OTA (Over-the-Air) 装置を用いて、参加者皆様の携
帯電話のパフォーマンスを測定します。計測中は装置室内で見学可能で
す。計測時間：5～10分/1人
結果：参加者はご自分の携帯電話パフォーマンス報告を受け取り、ヴェル
コタンの通常報告と比較することもできます。

RF信号（周波数）の視覚化
参加者はRF信号の動きを写した3D映像を見ることができます。映像には
例えば、実生活でRF信号がどのように動いているのか、また建物が携帯
電話の電波にどのように影響を受けているのかが映っています。そして、
対話式モニターを操作しながら（映像を止めたり、上下に動かしたりでき
ます）電波の動きを確認することができます。

Northern Finland Work Safety Park / 北部フィンランド労働安全衛生パーク

www.pohjois-suomenturvapuisto.fi
所要時間：1‒2時間（説明と企業訪問）
参加者数：最大40人
対象：興味のある方

北部フィンランド労働安全衛生パークは労働安全衛生の研修に使われる
施設です。施設には現実の労働環境で実際に遭遇するようなリスクや事故
などが再現され、安全な労働環境も提示しています。北部フィンランド労
働安全衛生パークを見学すれば、労働環境に潜む危険を知り、労働者、
チーム、職場の安全衛生を保つためには個々の意識が非常に重要である
ことが分かります。
北部フィンランド労働安全衛生パークは、フィンランドの国内外で活動す
る80以上の企業、学校、団体が共同で運営しています。パークの利用者
は学生から経験豊富な専門家やマネージャーまで幅広く、年間で5,000
人が訪れています。このパークの成果についてはいくつもの科学論文で
発表されています。
例：
1)http://injuryprevention.bmj.com/content/22/Suppl_2/A229.2
2)http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15578771.2017.1325793
3)https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13180-1_10

このパークのコンセプトは最新で、見学者はパーク内の様々なスポット

見ることで、労働安全衛生の研修のためにこの施設で体験型学習がどの
ように活かされているかが分かります。パーク完成までの企画や建設過
程を知ることもできます。

Planora / プラノラ

www.planora.fi
所要時間：2時間（説明と企業訪問）
時期：通年　月～金曜　9:00-16:00の間
言語：英語、フィンランド語
対象：専門家または現場で影響力のある立場の方

プラノラ社は1987年に設立され、エネルギーデザインに特化している企
業です。エネルギー生産、供給、消費、産業計画、プロジェクト管理、コ
ンサルティングなど、エネルギー分野全てに関して深い知識と経験を備
えています。社員も専門性があり、地熱発電の地域熱供給やエネルギー
生産におけるバイオ燃料（例：泥炭、木材チップ）など、様々な分野に関
する知識を持っています。
プラノラ社は熱供給パイプラインや水力発電における地域熱供給システ
ムを設計しています。設計にあたり、様々な部署の連携と水圧の計算、様
々な提案を鑑みながらパイプラインの敷設計画、縦断面図の作成など諸
々の文書が必要です。パイプラインを道路下や河川の流域の上下に敷設
する際には、必要に応じて詳細な断面図を作成します。このように、プラ
ノラ社によって設計、作成、管理されているプロジェクトはフィンランド、
ロシア、ルワンダ、その他の国で数多く存在します。ツアーには講義と企
業訪問が含まれます。

＜問い合わせ＞
Planora
Esa Teppo（CEO）
E-mail. esa.teppo@planora.fi
またはBusinessOuluを通してお問い合わせ下さい。

Europeʼs best climate work ‒ the perfect test platform for cleantech 
solutions 
ヨーロッパ最高の環境ワーク － クリーンテックの完璧なテストソリューション

www.ii.fi/en
所要時間：1.5時間 説明＋1.5時間 会社訪問（オプション）
言語：英語、フィンランド語
参加者数：最大20人
対象：専門家、ディベロッパー

イー（Ii）市の市街地に行くと、フィンランドの典型的な街が見えます。イ
ー川の横には古き良き港があり、静かに散歩ができます。さらに進むと、
風力発電が目に入ります。今は51機ありますが、今後増設の予定です。こ
の町はフィンランドでも第一位の温室ガス排出抑制を誇ります。2007年
と比べると、排出量は半分以下になりました。イーの企業と市民の協力を
得て、2020年までには80%抑制することになっています。
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イー市は水力発電とバイオマスを長らく活用してきましたが、その他にも
太陽光、地熱、風力発電も使っています。イーはエネルギー自給率100%
を維持しており、エネルギー消費量を4倍上回るエネルギー生産量を誇っ
ています。すべての公共施設を再生エネルギーに切り替えたところ、
600,000 €/人口、つまり60 €/人の利益を生み出しています。
参加者には、低炭素社会を実現するための初期段階からの市民参加とい
う革新的なコンセプトをご紹介します。その他にも再生エネルギーに切り
替える方法、クリーンな運送、エネルギー貯蓄のためのシステムアプロー
チについてもご説明します。

1)Citizen engagement in climate actions 気候変動のための市民参加
市民発信のデジタル化サービスと低炭素サービスを取り入れることでエ
ネルギー保全が成功した革新的なケース
2)Renewable energies and energy efficiency 再生エネルギーとエ
ネルギー効率
再生エネルギーへの切り替えとワイヤレスエネルギー測定をシステム化す
る方法。市は、電気と水道の使用量をリアルタイムでモニターする装置と
システムを公共の建物に取り付けました。これはエネルギー保全の動機
づけにもなっています。
3)50/50 model for energy savings in schools and day care  
50/50エネルギー保全モデルの学校と保育園への導入
すべての学校と保育園は、生徒にエネルギーの節約方法を具体的に教え、
生徒はどのような行動を取ればエネルギーが節約でき、どのような経済
効果があるかを学びます。これにより学校運営に掛かる費用が抑えられ、
美しい自然環境も保全されます。最終的には全員が得をします！

Oulu Building Supervision / オウル建造物管理

The Future Buildings and Renewably Energy Project and Proactive 
Guidance
未来の不動産と再生エネルギープロジェクトと予防ガイダンス
所要時間：2‒3 時間
時期：見学は月曜～金曜、9:00‒16:00
言語（要問い合わせ）：英語・フィンランド語
参加者数：5-20人
対象：興味のある方

未来の建造物に関するリスク管理についてご説明し、ほぼゼロエネルギ
ーの建物が見学できます。湿度管理、建造物のオートマ化、エネルギー
効率、再生エネルギーなどのテーマに触れます。
ツアーはオウル建造物管理(Oulu Building Supervision) が手配し、「
未来の建造物と再生エネルギー (Future Buildings and Renewable 
Energy)」プロジェクトについてご案内します。
本プロジェクトは2014-2016年に施行され、ヒゥッカヴァーラ・リビング
ラボ(Hiukkavaara Living Lab)地域にエネルギー効率を追求した一戸
建てや集合住宅が建設されました。また、オウル建造物管理が作成した
予防ガイダンスも提示されます。

Technical visits at Hiukkavaara area
ヒゥッカヴァーラ (Hiukkavaara)産業視察
現場の見学ができます（追加の移動の予約と料金は要事前問い合わせ）。

＜問い合わせ＞
Eveliina Tackett,
Tel. +358 50 577 2963,
E-mail. eveliina.tackett@ouka.fi
Markku Hienonen
Tel. +358 44 703 2714
E-mail. markku.hienonen@ouka.fi, 

Pöyry / ポウリュ

www.poyry.com
所要時間：45分-2時間 企業訪問を含む
時期：月曜-金曜の9:00-16:00の間
言語：英語、フィンランド語
参加者数：最大10名、10名以上の場合分割
対象：プロフェッショナルもしくはその分野で責任ある立場の人

ポウリュについて
私達は国際的なコンサルティングとエンジニアリングの企業で、エネル
ギー、産業、インフラ分野における世界の様々な顧客のニーズに応えていま
す。特に環境コンサルティングにおいて専門性を発揮していますが、マネジ
メントコンサルティングからエンジニアリング、プロジェクト管理から遂行まで、プ
ロジェクト実施の過程において必要となるサービス全般を扱っています。

Mining and Metals industry in Finland　フィンランドの採掘産業ツアー
フィンランドでは鉱山は主に北部に集まっているため、必然的に採掘のノ
ウハウはオウルに集中化されました。このツアーではフィンランドの採掘
産業について知り、採掘の専門家と話をすることができます。

Clean Water and Environmental Service　水と環境サービスツアー
フィンランドは、すべての人が新鮮な水と綺麗な空気を堪能できる国とし
て有名です。私たちのエンジニアは毎日、水資源や管理、廃棄物管理、工
業汚染に関する問題に挑んでいます。このツアーではフィンランドの最近
の水資源と環境に関する挑戦について聞き、最先端のクリーンテックに
ついて学ぶことができます。

Arctic Construction package　北極圏の建築ツアー
フィンランドの特に北部地域では、気温が冬では- 40°Cにまで下がるこ
ともあります。逆に、夏には+30°Cになることもあります。そのような気温
差の激しい環境において、建物の建築には緻密な設計と霜防止対策が必
要となります。このツアーでは北極圏の建築や建設の工夫について学ぶ
ことができます。
リクエストに応じて、ポウリュの他の専門分野（エネルギー、化学、バイオ
マス燃料、繊維や製紙）のツアーを手配することも可能です。

Sonnisaari Brewery / ソンニサーリ醸造所

www.sonnisaari.com
所要時間：1-1.5時間
時期：月曜-金曜 17:00-23:00の間、土曜-日曜 12:00-23:00の間。
見学を希望される場合は、2週間前にご連絡下さい。
言語：英語、フィンランド語
参加人数：10-15人
対象：興味のある方

1～1.5時間のソンニサーリ醸造所訪問。ソンニサーリ醸造所の案内及び
醸造方法を聞きながら原料の見本と醸造過程を見ることができます。講
義ではフィンランドの醸造について学ぶことができ、ご質問にもお答えし
ます。ソンニサーリは小規模の醸造所で2014年に設立されました。製品
の種類は豊富で、ほとんどの製品は異なる原材料を用いて醸造していま
す。どの製品にもホップをふんだんに使っている、モダンな醸造所です。
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Lecture on the Finnish Lifestyle / フィンランドのライフスタイル

所要時間：1-2時間
時期：通年
言語：（リクエストに応じて）英語、フィンランド語。別途料金が掛かるが、
通訳の手配も可能。
参加人数：2-30人
対象：この分野の専門家、もしくは実績のある方
場所：主催者の都合が良い場所（オウル市内に限る）

ノンフィクション作家でフィンランド生活文化研究家、モニカ・ルーッコネ
ンがフィンランドのライフスタイルについてお話しします。フィンランドの
家、サウナ、サマーホリデイ、自然、そして食事について説明します。

Monika Luukkonen モニカ・ルーッコネン
モニカ・ルーッコネンはフィンランドの生活文化
研究家で、ノンフィクション作家です。日本の人
々にフィンランドのライフスタイルを発信する著
書を出版しています。最初の本「ふだん着のフィ
ンランド」は2015年１月にグラフィック社より出
版、2冊目の「フィンランド人が教えるほんとう
のシンプル」は2016年9月にダイヤモンド社から
出版されました。
モニカは20年以上、日本のマーケットと関わってきました。
テレコム、メドテックなどの電子産業において国際営業とマーケティング
の経験もあり、現在は3冊目の本を執筆中です。
http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=31593
http://www.diamond.co.jp/book/9784478069233.html

日本在住経験が2回あり、現在はオウル市に娘と暮らしています。趣味は
読書、散歩、クロスカントリー、そして自然を満喫することです。

＜問い合わせ＞
Monika Luukkonen
Tel. +358 40 046 4244 
E-mail. monika.luukkonen@kawaii‒writing.com

Go Arctic! Guided Tours in Oulu Region
ゴー・アークティック！ガイド付オウルツアー

所要時間：2時間
言語：フィンランド語・英語

オウル観光ガイド(Oulu Region Tourist Guides)は、参加者がオウルの
街をより身近に感じられるように、おもてなし致します。専門ガイドのお

話はオウルの今昔や知られざる面を明かし、観光プログラムやツアーに
新たなコンテンツを加えることでしょう。ツアーは10の異なる言語でご用
意があります。ツアーの開始時間と開始場所は要相談。年間を通してご
利用可能です。

Guided bus tour ガイド付オウルツアー
近年のオウルではソフトウェアのデザイン、世界でも有数の製紙業、国際
的なビジネス、観光業などが盛んです。このツアーでは、川沿い、浜辺、
湿地帯、森林を巡り、さらにはオウルの新旧の名所や文化と科学技術の
産地が見学できます。またオウルの歴史に触れながら、タール商人や造
船業、水先人、サーモン漁師について学びます。近隣地域への観光バス
ツアーもご用意可能です。

Guided walkガイド付散策ツアー
古きものと新たなものが交差する歴史ある街。1時間半～2時間の散策
では、歴史のある建造物から新しい建物までご案内します。ガイドから
昔の出来事や実在した人物についての話を聞きながら、かつてタール
の樽を山積みにした縦長の船が荷下ろしをした場所や、歴史ある倉庫
街、そして警察官の像が今でも見守っているマーケット広場が見学でき
ます。誰もから愛されるこの像にまつわる、面白い話も聞くことができ
ます。 

＜問い合わせ＞
Go Arctic!  
Kirsi Eskola（Go Arctic Events, Go Arctic DMC)
Tel. +358 44 433 3151
E-mail. kirsi.eskola@goarctic.fi.
 

Olokoto: Nature as an Inspiration ‒ Meet the Artist 
オロコト：自然から得るインスピレーション-作家訪問

所要時間：8時間
時期：12月、1月、2月、3月、6月、7月、8月、9月。 1グループ/月
参加人数：8-20人
言語：フィンランド語、英語

Olokoto　オロコト
このツアーでは、アートの真骨頂が経験できます。「オロコト」は、多才な
デザイナー、アーティストで作曲家のイルマリ・マエンパーによるユニーク
なデザインの丸太小屋です。まず、オロコトの製作現場であるマンムッテ
ィコティ社を訪問します。企業訪問の後は、コイテリ自然公園（Koiteli）
で昼食です。
冬には暖かいトゥンネルマトゥパ（山小屋）、夏にはサーミの伝統的テン
トのコタでランチを召し上がれます。昼食後は、サウンド＆サイレンス社
のハンナ・アーッレコルピと共にコイテリの自然をサイレンスウォークとい
う形で味わえます。サイレンスウォークでは、静寂の中で自然を感じ、自
然に耳を傾けながら散策します。森林浴とエコセラピーに造詣の深いガ
イドに連れられて、自然とのつながりを深め、内なる平安と穏やかさを体
験する事ができます。1時間の静寂と散策を味わった後は、キャンプファ
イヤーを囲んで軽食と地元のタールリキュールをお楽しみいただけます。
午後には、イルマリ・マエンパーの自邸を訪問します。イルマリは作曲家で
もあり、フィンランドの自然に大きな影響を受けています。もとは1877年
に建てられたログハウスに住んいましたが、2004~2007年にリフォームした
後に家族で住んでいます。自宅はちょっとした地元の資料館にもなって

OTHER VISITS IN OULU
その他03
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おり、イルマリが自然にどのようなインスピレーションを受けているかお
話します。直接アーティストに質問をし、デザインや作曲活動について話
すことができます。さらに、オロコトの簡易版である「オロコロ」を見学す
ることもできます。オロコロも現代的かつ斬新なデザインで、自然を感じ
体験できるように作られた建築物です。

＜問い合わせ＞
Sound & Silence
Hanna Aarrekorpi
Tel. +358 44 980 1073
E-mail. info@soundsilence.fi. / hanna@soundsilence.fi

Lovi / ロヴィ

www.lovi.fi

Forest as an Inspiration ‒ Meet the Artist
自然から得るインスピレーション-作家訪問
所要時間：8時間（デザイナーのアンネ・パソがコイテリに不在の場合は
7.5時間）
時期：通年（デザイナーのアンネ・パソが付く場合は月に2グループ、デザ
イナーが付かない場合は毎日）
参加者数：8-20人
言語：フィンランド語、英語

このツアーではアートの真骨頂が経験できます。まず、木製のポストカー
ドやオーナメントカードなどで有名なロヴィを訪問します。ロヴィはデザイ
ナーのアンネ・パソが創設したデザイン会社で、フィンランドの森の材木
を用いてデザインされた商品を扱っています。プログラムはロヴィの過去
と現在を紹介する企業案内から始まり、コーヒー・紅茶、アウトレットで
のショッピングのチャンスもあります。
企業訪問の後は、コイテリ川でランチです。冬は暖かいトゥンネルマトゥパ
（山小屋）、夏にはサーミの伝統的テントのコタで昼食を召し上がれます。
ランチの後は、デザイナーのアンネ・パソが自然からどのようなインスピ
レーションを受けているかお話します。直接アーティストに質問をし、デ
ザインについての話や写真撮影もできます。アンネとの時間の後は、サウ
ンド＆サイレンス社のハンナ・アーッレコルピと共にコイテリの自然をサイ
レンスウォークという形で味わえます。サイレンスウォークでは、静寂の中
で自然を感じ、自然に耳を傾けながら散策します。森林浴とエコセラピー
に造詣の深いガイドに連れられて、自然とのつながりを深め、内なる平安
と穏やかさを体験することができます。１時間の静寂と散策を味わった
後は、キャンプファイアーを囲んで軽食と地元のタールリキュールをお楽
しみいただけます。
午後は、クリスマスの教会としても素晴らしいキーミンキ教会(1760)を訪
問します。この教会は保存状態が非常に良い古いログ材の建築物です。
建物の骨組み、木材建築、歴史、古いフィンランドの木造教会についての
話が聞けます。

スケジュール例
9:00　オウル出発
9:30    ロヴィ社到着（企業案内、コーヒー・紅茶、アウトレットショッピング）
11:00 コイテリに向けて出発（森林の道を通過）
11:30 コイテリで昼食(夏季はコタ、冬季はトゥンネルマトゥパのコテージ)
12:30 デザイナー、アンネ・パソと歓談
13:00 ハンナ・アーッレコルピとサイレンスウォーク（森林浴）
14:00 キャンプファイヤーを囲んで軽食とタールリキュール
15:00 キーミンキ教会に向けて出発 
15:15 キーミンキ教会見学（ガイド付の教会とベルタワー案内、教会と庭
          では静粛にする必要あり）

16:30 オウルに向けて出発
17:00 オウル到着

Lovi: Workshop　ロヴィ：ワークショップ
所要時間：2.5時間（移動0.5hは含まない）
時期：通年
可能時期：デザイナー・アンネ・パソ付ツアーは2グループ/1ヶ月、デザイ
ナー・アンネ・パソがつかないツアーは毎日
言語：英語・フィンランド語
参加者数：2‒15 人、年齢制限なし（最小人数は2人）

ロヴィのクリエイティブな世界へようこそ！人々から愛されるロヴィのキャ
ラクター達と忘れられない時を過ごせます。
このワークショップはロヴィの会社説明から始まり、ロヴィ商品の製作過
程を展示「ロヴィの今と昔」を通してご説明します。その後はいくつかの
作品からお好きなキャラクターを選び、ご自分でお好みのデザインをして
オリジナルのキャラクターが作れます。想像力を使い、作業する喜びを感
じてください。
ワークショップではロヴィのフィギュアを絵付けします。他にもフィンラン
ドの伝統的な焼き菓子とコーヒーや紅茶も含まれます。最後にアウトレッ
トでのお買い物も可能です。
このワークショップは、あらゆるロヴィファンを対象としています。年齢に
関係なく、ファミリー、大人、ご高齢な方…選んだフィギュアにより、難易
度は変わります。3歳以上のお子様にはロヴィのパズルをお勧めします。

LOVI from past to present　ロヴィの今と昔

所要時間：1-2時間
時期：通年
言語：英語
参加者数：最大35人

展示「ロヴィの今と昔」を通してロヴィの会社説明（30分）をし、その後アウ
トレットでのお買い物もできます。「ロヴィの今と昔」の展示では最初に作
られたプロトタイプから現在のキャラクター達まで、ロヴィの歴史が見学で
きます。また、デザインの工程が年月を経てどのように発展してきたかも分
かります。展示を通し、ロヴィの世界をより深く知ることができます。展示
の後はアウトレットでお買い物も可能です。コーヒー/紅茶の用意あり。

＜問い合わせ＞
Sound & Silence 
Hanna Aarrekorpi
Tel. +358 44 980 1073,
E-mail. info@soundsilence.fi / hanna@soundsilence.fi

Mediterapia Sport / メディテラピアスポーツ

メディテラピアスポーツはフィンランドのオウルにある、ロクアグループの
メンバーです。メディテラピアスポーツクリニックの責任者は運動生理学
者のハンヌ・カイッコネン（Hannu Kaikkonen）で、スポーツ科学修士・
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PUDASJÄRVI ‒ FINNISH CAPITAL OF LOG ARCHITECTURE
プダスヤルヴィ：フィンランド・ログ建築の中心地04

N
O

保健科学・スポーツヨーロッパ科学修士の指導をしています。
メディテラピアスポーツクリニックは、理学療法士とスポーツと運動の分
野の専門医で構成されています。スポーツテストとコーチングでは、最新
の科学的に証明された技術と知識を使い指導を行っています。メディテ
ラピアスポーツクリニックは、KIHU-オリンピック研究所と提携していま
す。お客様は、デスクワークの人やアクティブな人からプロのアスリートや
スポーツクラブ協会など様々です。

メディテラピアスポーツ視察滞在プログラム
・メディテラピアスポーツの紹介-スポーツテストとリハビリサービス
・講義-メディテラピアスポーツでのスポーツテストとコーチング

・デモ-スポーツラボテスト
　スポーツラボの紹介とトレッドミルでのスキーとバイクの運動テストの
　デモンストレーション乳酸測定と運動量測定

Mediterapia Sport
Add. Hallituskatu 36 A 90100 OULU

＜問い合わせ＞
Rokua Health&Spa 
Juhani Ikonen（Sales Manager）
Tel. +358 20 7819 342

The Log Capital Tour: 1.5-hour guided tour 
ログ建築ツアー：1.5時間のバスツアー

プダスヤルヴィの1781年建立のログ教会（教会内見学可）、1800年代に
建てられた世界最長のログでできた柵、最大級のログ工場KONTIO本社
オフィスと施設、フィンランド初、また世界でも初めての1980年代以来の
ログハウスコレクション、2009-2012年に建設されたカルフクンナス（
Karhukunnas）研究所、世界最大級のログでできた保育園を見学。世界
最大級のログの学校施設では校長先生による30分の学校案内ができま
す。この学校施設は、建築と木材技術が認められ、2016年にはウッドア
ワードなどいくつかの賞を受賞しています。

Pudasjärvi Log Campus / プダスヤルヴィのログキャンパス

見学：授業日13:00‒17:00
所要時間：30分
参加者数：最大60人

世界最大級のログでできた学校施設、2016年8月開校
850人以上が在籍する保育園、小学校、普通高校、職業高校を訪問。
受賞歴もある、約10,000㎡の広さの現代的な学習環境。

Pudasjärvi Log Mansion / プダスヤルヴィのログマンション

見学：月曜～金曜13:00‒15:00
所要時間：30分
参加者数：最大12人
対象：介護ケア専門家とケア分野の専門家のみ

プダスヤルヴィのログマンション、世界最大のログでできた高齢者向け介
護住宅、2016年12月開設、54人の入居者、2,700㎡の広さ。

www.logcapital.fi/en
プダスヤルヴィはオウル空港から車で1時間のところにある町です。プダスヤルヴィには世界最大級のログで出来た学校施設
（2016年築）、保育園（2013年築）、介護施設（2016年築）と世界最大級のログハウス工場「KONTIO」があります。
また、プダスヤルヴィからさらに１時間ほど東のリゾート、シュオテにあるシュオテビジターセンター（2002）も周囲の自然環境に
よく馴染んでいて、現代のログ建築の代表例です。（www.logcapital.fi/ja）
視察は、ログの建設業者と建設プランナーの他にも、保育園、保育所、学校、介護施設、住民と福祉、政策に関わる方を
対象としています。ツアー内容はお客様の興味や関心により自由に組み合わせ可能です。
学校施設、ピックパーヴァリ保育園、ログマンション介護施設、KONTIOログハウス、ログキャピタル・バスツアー、
その他の見学地から1箇所でも、または数カ所を組み合わせて一日ツアーにすることも可能です。
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Kontio Log Houses / コンティオログハウス

所要時間：1時間
参加者数：最大16人

コンティオログハウス訪問、世界最大のログハウス建設会社で最新のテク
ノロジーと建築技術。コンティオは20ヶ国への商品輸出もしており、上記
のログ建築を担当したログハウス製造会社。

Pikku-Paavali Day Care Centre / ピックパーヴァリ保育所
見学：月曜～金曜13:00‒16:00
所要時間：30分、月曜～金曜8:00‒17:00、7月と休園日は除く
参加者数：最大60人

ピックパーヴァリ保育所は世界最大のログでできた保育所、100人在籍、
1,300㎡、2013年オープン。

Recommended Edu Visit package
お勧めのEdu Visit（教育視察）パッケージ
幼児教育と総合学校教育：施設見学
ピックパーヴァリ保育所1時間、
プダスヤルヴィのログキャンパス1時間、
コンティオログハウス1時間。

＜問い合わせ＞
Aila Ryhänen
(Project Manager of Moderni hirsikaupunki / Modern Log City ‒ Pudasjärvi)
Tel. +358 40 621 3140
E-mail. aila.ryhanen@pudasjarvi.fi

TECHNICAL VISITS IN KALAJOKI
カラヨキへの産業視察05

N
O

PORT OF KALAJOKI　カラヨキ港
カラヨキ港から物流の70％は輸出品で、木材は主な輸出品であり、毎年約
50万立方メートル分もの木材がカラヨキから出荷されています。木材加工
製品物流に特化した港と共に、木材加工産業もカラヨキで発展しました。
港周辺には、60もの製材所とその関連企業、またその他の産業からも
10-20社が北部・東部・中部フィンランドからオフィスを出しています。木
材は主にイギリスやスペイン等の地中海沿岸諸国に輸出されています。木
材製品の合板、鋼部材、くず鉄、泥炭、穀物や木製のパレットも輸出され
ています。
www.portofkalajoki.fi/en/

JUNNIKKALAN SAHA　ユンニッカラン製材所
ユンニッカラン製材所（Junnikkala Sawmill）は1960年に設立され、カ
ラヨキに本拠地をおくファミリー企業です。会社が設立された50年以上
前から本社は同じ場所にあり、木材バイヤーと木材加工業者としての歴
史は古く先祖代々受け継がれています。輸出の割合は55％です。
www.junnikkala.com/index.php/en/

CENT-LISTAT OY　セントリスタト社
サウナや木材装飾用のパネルを製造しています。
www.cent-listat.fi/en/

www.bookingkalajoki.fi
カラヨキはボスニア湾沿いの国道8号線沿いにある街です。総人口は若干12,000人ですが、労働人口の約20%が起業家で
約900社がカラヨキにオフィスを構えています。カラヨキはオウルから車で2時間、距離では133km離れています。
最も盛んなビジネスの分野は木工業、鉄鋼業、運送と物流、建設、基礎生産、観光業とエネルギー産業です。

Companies of interest for technical visits programs in or close to Kalajoki
カラヨキ近郊の産業視察　提携会社
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STEEL-KAMET OY　スチールカメト社
スチールカメト社は、コンクリート製造システムの開発製造業者で、発電
所やガスや油田の他、大小様々な世界中の建築業者にソリューションを
提供しています。
www.steelkamet.com/eng/

FERRAL COMPONENTS OY　フェッラル・コンポーネント社
フェッラル・コンポーネント社は、幅広くハイスタンダードの金属部品を
提供しています。また、機械、造船所、石油・ガス、化学、紙・パルプ産業
などの様々な産業分野に製造サービスも供給します。
www.ferral.fi/en/

FORTACO OY　フォルタコ社
フォルタコ社は、機械組立や機械加工、金属溶接、海洋技術産業やオペ
レーター操作装置の、戦略的パートナーとしてリーディングブランドであ
り続けています。
www.fortacogroup.com/home.html

KATI OY　カティ社
カティ社は、30年以上にわたりダイヤモンドによる穴開け、ドリル穴測定、
フィールドサービスとドリルレポートの事業を行っています。
www.oykatiab.com/en/home.html

TUULIWATTI OY　トゥーリワッティ社
ムスティランカンガス（Mustilankangas）はフィンランド最大の風力発
電プラントで、28の風力発電を所有しています。
www.tuuliwatti.fi/tuulipuistot

FENNOVOIMA NUCLEAR POWER PLANT (in Pyhäjoki)
フェンノヴォイマ原子力発電所(ピュハヨキ/Pyhäjoki)
建設開始予定: 2018年
ルサトムエネルギーインターナショナル社（Rusatom Energy Interna-
tional）が支援している、フェンノヴォイマ社（Fennovoima）と ラオス社
（RAOS）のプロジェクトは、ハンヒキビ原子力発電所1号機からプラント
供給契約を結んでいます。ルサトム社との計画によれば、ハンヒキビ原子
力発電所1号機は2024年の稼動を目指しています。
www.fennovoima.fi/en/hanhikivi-1-project

ANDAMENT GROUP OY　アンダメントグループ社
エネルギー産業：風力発電、太陽エネルギーと原子力エネルギー、地熱発電所
建設用運送、道路、港
産業建設：水供給、ゴミ処理場、商業産業施設、鉄筋コンクリート構造、
ミネラル骨材
www.andamentgroup.fi/en/andament-group-ltd/

TOPI KEITTIÖT OY　トピ・ケイッティオト社
トピ・ケイッティオト社は、システムキッチン、高品質なキッチン用品や家
具を製造する家族経営の会社です。
www.topi-keittiot.fi/

KENSAPUU OY　ケンサプー社
ケンサプー社には約80人の従業員がおり、800,000以上の建具を製造して
います。世界中の多くの家で、我社が製造した建具を見ることが出来ます。
www.kensapuu.fi/en/company.html

SIIPOTEC OY　シーポテック社
オートメーション産業の持続可能なソルーション
シーポック社は、自動と半自動生産ラインと独立型機械をデザインし皆
様にお届けしています。さらに、ロボットやコンベアを生産ラインに置くこ
とで、既存の機械を自動化した持続可能なソリューションに変更すること
ができます。設計、設置、訓練およびメンテナンスサービスまでの全ての
プロセスを含む一括サービスをご提供しています。
www.siipotec.fi/en/

TOURISM DEVELOPMENT COMPANY OF CITY OF KALAJOKI
カラヨキ観光開発会社
新しいマリーナ開発やホテル開発プロジェクトなどの観光事業の投資機
会を作り出します。

kalajoki.fi/en/

ISO-PAHKALAN KERAMIIKKA　イソ・パハカラン・ケラミーッカ
ワークショップとギャラリーで、お店とカフェがある陶器スタジオです。
www.iso-pahkala.fi/

PISA DESIGN　ピサ・デザイン
再生資源を使ったモダンデザインの伝統工芸です。
pisadesign.fi/language/en/

QFOX / QFOX社
毛皮製品を製造している毛皮農場です。
https://qfox.fi/

GS-FUR OY　GSファー社
毛皮製品を製造している毛皮農場です。

BULLSTOP OY / ISOPAHKALA FARM　ブルストップ社 / イソパフカラ・ファーム
畜産業

MÄKELÄN PERUNA　マケラン・ペルナ
ジャガイモ農業、加工、梱包 
www.makelanperuna.fi/

VÄHÄ-SARJA OY KALA-KALLE　ヴァハサルヤ社・カラカッレ
カラカッレでは魚を加工保存するのに高度な技術を持っており手作業で
行っています。製品は、全て国内の原料が使用されています。また、20種
類以上の魚製品が製造されており全て無添加で、室温で未開封の場合
は5年間保存が出来ます。
kalakalle.com/company.php

NAUTORʼS SWAN (in Pietarsaari)　 ナウトルズ・スワン（ピエタルサーリ）
造船所、高級セーリングヨット。“スワン（Swan）”は世界を代表するブラ
ンドです。
50年の歴史を持つナウトルズ・スワンは、高級セーリングヨット市場の代
表です。それは、スタイルとパフォーマンスのバランスが完璧で、精巧に
造られたヨットの製造所として世界的に認められています。
スワンは世界で最も優雅で安全なセーリングヨットとして有名です。スワ
ンの価値は、設計プロセスから製造までの職人技と伝統、卓越性と専門
知識にあります。
www.nautorswan.com/en/nautor-swan/swan-world/company/

BALTIC YACHTS OY (in Pietarsaari)　 バルティック・ヨット社（ピエタルサーリ）
造船所、高級セーリングヨットの高品質なカーボンファイバーヨットカス
タムです。
www.balticyachts.fi/about-us/

FINN-MARIN OY (in Kokkola)　 フィンマリン社（コッコラ）
コッコラ地方は、フィンランドのボート製造の歴史において発祥の地と言
われています。今日まで、国内のボート製造業の大部分がこの地で行われ
ています。この古くからある熟練した技術は、ボート製造において製造者
の情熱が反映されています。その結果が、グランデッツァクルーザーの妥
協のない品質とデザインとなっています。
grandezza.fi/

＜問い合わせ＞
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Tel. +358 8 466 691
E-mail. Laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
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「起業家精神」がとても強いカラヨキでは、起業家をサポートする為に
最善を尽くしています。観光地エリアにあるスパ施設はカラヨキ市が所有
しており、自治体と民間企業のサンタズリゾート＆スパホテルサニと協力
して運営を行っているという、特別な協力関係を結んでいます。これは新
しいビジネス運営としてもユニークな一例で、この協力関係の経緯につ
いての双方にとってのメリットや、将来の開発企画などもご紹介したいと
思います。カラヨキの観光エリアは大きく成長しており、この地域の将来
の計画についてもご紹介します。

プログラム例
1日目
14:00           カラヨキ到着：サンタズリゾート＆スパホテルサニにチェックイン
15:00-17:00 カラヨキの子会社と民間企業であるサンタズリゾート＆スパ
                    ホテルサニの協力関係の背景のご紹介。コーヒーとスナック付き。
17.00-18.00  ホテル視察。ウェルネスとスパ施設のサービス紹介。
18.00　       自由時間：サウナ、プール、サンタズリゾート＆スパホテルサ
                   ニのスパをご利用いただけます。オプションサービスとして
                    様々なマッサージの利用ができます。
20.00　        レストランビストロでディナー。（ホテルマネージャー主催）

2日目
8:00　         サンタズリゾート＆スパホテルサニにて朝食
9.00-12.00  デイスパ・サンのオプションサービスとして、様々なトリート
                   メントの予約も可能です。
12.00　       ホテルをチェックアウト

含まれるもの：サンタズリゾート&スパホテル1泊シングルルーム、朝食、
スイミングプール・サウナの利用、レストランBistroでの夕食、プレゼン
テーション及び施設ツアー
含まれないもの：空港からカラヨキまでの送迎
参加者数：10人（その他の人数はお問い合わせ下さい。）

＜問い合わせ＞
Santaʼs Resort & Spa Hotel Sani
Liisa Jäppinen
Tel. +358 50 4056548
Email liisa.jappinen@santashotels.fi

www.santashotels.fi/en/hotelsani
カラヨキは街としては小規模ですが、サービスと企業の種類は幅広く多種
多様です。カラヨキには1つユニークな特徴があります。それは労働人口
の約20%が起業家で、約900社がカラヨキにオフィスを構えているという
ことです。最も盛んなビジネスの分野は木工業、鉄鋼業、運送・物流、建
設、基礎生産、観光業です。原子力プロジェクト、風力発電、ショッピング
センターや都市開発などの新規事業により新たなビジネスチャンスも拡
大しつつあります。
カラヨキでは様々な興味深い産業視察ができます。異なる生産チェーン
を実際に間近で見ることで、生産のプロセスをより深く理解できます。例
えば、木工業の生産プロセスを見学するのであれば、生産の原点である
森林にお連れした後、カラヨキ中心にある製材所でどのように木材が加
工されるかを確認し、最終的にはその木材を使って建てられたショッピン
グセンターまで視察します。
全ての企業や見学場所はカラヨキの観光リゾートとサンタズリゾート＆ス
パホテル・サニから車で20分の距離にあります。カラヨキでは皆様を心か
ら歓迎致します。

プログラム：10-50人用のサンプルプログラム / 2泊3日の産業視察：木工業
※このプログラムは一例です。お客様のニーズに合わせてご案内致します。

1日目
12:00 
14:00

16:00 

19:00 

2日目
8:00 
9:00 

12:00 

Technical visits in Kalajoki ‒ spa and hotel co-operation
カラヨキの産業視察-スパとホテルの協力

Technical visits to Kalajoki with accommodation in Santaʼs Sani Hotel
カラヨキで産業視察、サンタズ・サニホテル宿泊

カラヨキ到着、サンタズリゾート＆スパホテル・サニにチェックイン
カラヨキご案内：ガイドによる説明、コーヒーと軽食。説明後にホテ
ル近郊のカラヨキビジターセンターにご案内も可能。ビジターセン
ターではカラヨキの自然についての展示が見学できます。
自由行動：サンタズリゾート＆スパホテル・サニのサウナ、プール、
スパをお楽しみください。オプションでマッサージも用意可能です。
レストランビストロで夕食

サンタズリゾート＆スパホテル・サニで朝食
森林に向けて出発：地元の森林オーナーが森の活用方法、木材の
種類、フィンランドの森林業について説明します。
タピオントゥパにて昼食：木造の伝統的なローカルレストラン。昼食
後は木彫りの熊や近くの「タピオンクーシ(“Tapionkuusi”)」を見学し
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           ます。これは上にではなく横に伸びる珍しい木です。フィンランド                   
           の人々はこのような木を古くから聖なる木として祀ってきました。
13:00  製材所に向けて出発：カラヨキ中心のユンニッカラン製材所
           (Junnikkalan Saha)
16:00  サンタズリゾート＆スパホテル・サニに帰着。サウナ、プール、スパ
           をお楽しみください。オプションでマッサージも用意可能です。
19:00  レストランビストロで夕食

3日目
8:00    サンタズリゾート＆スパホテル・サニで朝食
9:00    ホテルから徒歩5分のリゾート施設内のショッピングセンター訪問。
           ショッピングセンター・ライッティ(The Shopping Centre Raitti)
           は2018年5月にオープンします！お買い物もできます。
12:00  サンタズリゾート＆スパホテル・サニからチェックアウト

含まれるサービス：サンタズリゾート＆スパホテル・サニでの宿泊（ツイン
部屋で2泊）、朝食、プールとサウナ利用、レストランビストロでの夕食、プ
ログラム中の昼食、プログラム中のカラヨキ内の移動
含まれないサービス：空港送迎

Healthy living and improvement program
プログラム ： シニアの健康生活と改善プログラム
※このプログラムは一例です。お客様のニーズに合わせてご案内致します。
この視察の目的は、理学療法士が高齢者の機能性を改善する方法につい
て学び、職業紹介の斡旋制度の減少へ導くことです。

1日目
バスでコッコラ空港もしくはオウル空港から、カラヨキのサンタズリゾート
＆スパホテル サニまで移動
ホテルチェックイン
19:00-21:00　フィンランドの伝統的な小屋でキャンプファイヤーをして
一緒に過ごします。サンドイッチ、軽食、飲み物、焚き火で作る料理

2日目
7:00-9:00　  朝食
9:00-9:30　  講義
9:30-10:00　理論クラス：60歳からの健康生活
10:00-10:15  コーヒー/紅茶とフルーツ
10:15-11:45  理論クラス：60歳からの機能性の重要さについて
11:45-12:30  昼食
12:30-14:30  フィンランドにおける研究の主要課題と成果-高齢者の機能
                    を改善するツール
13.30-14.30  実践とワークショップ
14.30-15.00  コーヒー/紅茶とスイーツと軽食
16.00-17.00  Q&A ‒日々のサマリー
18.00-20.00 フィンランドの森を体験する： 乗馬、ベリー摘みと砂丘で                               
                    ノルディックウオーキング
                    (オプショナル：田園地帯と伝統的な古い農家を尋ねる小旅
                    行。夕食は農家で用意してもらう事も出来ます。）

21.00  レストラン ビストロにてフィンランドスタイルの夕食 
22.00  フィンランドスタイルのカラオケ

3日目
7:00-9:00　  朝食
8.00-9.00　      理論クラス：高齢者健康診断（健康診断のバランス、実演、実施例）
9.00-9.30     コーヒー/紅茶とフルーツ
9.30-11.30　 ワークショップ：フィンランドの高齢者の健康問題と解決策
11.30-12.00  ホテルチェックアウト
12.30            昼食
13.30            バスでコッコラ空港もしくはオウル空港まで移動

参加者数：10-20人

＜詳細＞
設立：2007年
言語：英語
宿泊施設：ホテルルーム72室、アパートメント65室
設備：シャワー、トイレ、バスローブ、ホテルの部屋にはミニバーあり、フ
リーWiFi、アパートメントには簡易キッチンあり
レストラン：ビストロ/アラカルトレストラン（70名収容）、プータルハサリ 
朝食レストラン（90名収容）
サウナ/スパ/ウェルネス：サウナ、スパ、ウェルネス施設も利用可能です。
客室とアパートメント料金にはスパとプールの利用料金が含まれていま
す。プライベートサウナに関しては、事前予約が必要となります。
子供用向けサービス：室内遊具
犬同伴：可、要問い合わせ
近隣のスーパー：100m
駐車場：無料であり
冬期アクティビティ：スキー、スケート、スノーシュー、スノーモービル、
ウィンターサーフィン、スノーヨガ、子供たちが利用出来るキックスレッジ
とソリがあります。また、カラヨキのガイド付きツアーは一年中ご案内が可
能です。スパ、スイミングプール、ボウリングや多目的ジムとスポーツサー
ビスも一年を通して利用可能です。
夏期アクティビティ：スイミング、日光浴、ウィンドサーフィン、サップ、砂
浜や森でのヨガ、ゴルフ、群島ツアー、サイクリング、マウンテンバイク、ア
ドベンチャーパークパッカ、ウォーターパーク ユクパークまたはハイキン
グで美しい森や景色や空気をお楽しみ下さい。また、カラヨキのガイド付
きツアーは一年中ご案内が可能です。スパ、スイミングプール、ボウリング
や多目的ジムとスポーツサービスも一年を通して利用可能です。
空港：オウル空港(130km)、コッコラ空港(60km)
鉄道：オウル駅(130km)、ウリヴィエスカ駅(Ylivieska) (30km)、コッコラ
駅(60km)

＜問い合わせ＞
Santaʼs Resort & Spa Hotel Sani
Liisa Jäppinen
Tel. +358 50 405 6548
E-mail. liisa.jappinen@santashotels.fi
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Pyhäkoski hydro power plant / ピュハコスキ水力発電所

1951年に完成したピュハコスキ発電所は、ムホスにありオウル川上流
にある3番目の発電所です。発電所の出力は149MWで、ヘッドタンクは
32.4ｍです。フォルタム社（Fortum)のピュハコスキ発電所は、オウル川
水系の中で最大の水力発電所です。3つのカプラン水車があり、平均年
間生産量は電気熱を合わせて、約3万世帯の年間電力使用量をカバー
しています。
建築家アアルネ・エルヴィ（Aarne Ervi）は、ピュハコスキ発電所とその周
辺のレッピニエミ・ゲストハウスを設計しました。彼は、フィンランドの第
二次世界大戦後の再建期間の最も重要な建築家の一人でした。エルヴィ
は1935年にヘルシンキ工科大学で建築学科を卒業後、1938年に自身の
事務所を開設する前にアルヴァ・アアルト（Alvar Aalto）とトイヴォ・パー
テラ（Toivo Paatela）の建築事務所に勤めていました。
尚、発電所の訪問は事前に許可の取得が必要です。

＜問い合わせ＞
Seppo T.Heikkinen
Fortum ltd
E-mail. Seppo.Heikkinen@fortum.com

Rokua Geopark
Vesa Krökki（Director）
Tel. +358 50 550 8513
E-mail. Vesa.krokki@humanpolis.fi

Villa Leppiniemi / ヴィラ・レッピニエミ

ヴィラ・レッピニエミは、オウル川沿いの美しい場所に位置しています。こ
のヴィラは、フィンランドで有名な建築家アアルネ・エルヴィ（Aarne 
Ervi）によって、電力会社の訪問者のための豪華な邸宅として設計されま
した。ヴィラは機能主義を代表する最高のデザインで、インテリアに使わ

れているデザイナー家具や装飾品もとても良い状態で保存されています。
フィンランドの大統領やその他の高官もお気に入りであったこのプライ
ベートヴィラは、今日ではビジターに開放されています。
ヴィラにはレセプションホール、ドローイングルーム、ビリヤードルーム、ダ
イニングルームがあります。 専用バスルーム付きのツインベッドルームが4
部屋あり、家具は全てアルヴァ・アアルトが設計したアルテック社の家具
で統一されています。建築家エルヴィは、川沿いの風景が良く見えること
を重視しながら外観も周囲の環境に溶け込ませるようにデザイン設計し
ました。

<詳細>
設立：1948年
言語：英語、フィンランド語
時期：5月1日～10月31日
部屋数：4ツインベッドルーム（注：建築当初そのままの状態で保存されて
いますので、一部設備が古い場合もあります。）
宿泊施設：専用設備（トイレ＆シャワー）、テレビ、WIFI、レストラン/バー
サービス：朝食込、有料で軽食＆紅茶/コーヒー
サウナ：川のすぐ近くにエルヴィが設計したログ・サウナがあります。サウ
ナには居心地の良いドレッシングルームと暖炉があり、シャワールームと
8人用のスチームルームがあります。蓄熱式のサウナストーブがあり、ソフ
トなスチームで最高のサウナ体験ができます。た、川でも泳げるよに、サ
ウナの前に桟橋を設置しています。
子供向けサービス：無
犬同伴：否
スーパーマーケットまでの距離：5km
駐車場：有
冬期アクティビティ：スキー
夏期アクティビティ：ハイキング、釣り、ゴルフ、テニス
パッケージブログラム：ハイキング、ツアー
サービスとアクティビティ：
・オウル川の最も美しい眺めが見渡せるレンメンポルク・ネイチャートレ
イルのガイド付散策。このネイチャートレイルの入り口はヴィラのすぐ側
から始まり、所要時間は約3時間です。
・ヴィラとその他の建物がユニークな方法で周囲の環境と調和している
レッピニエミ村のガイドツアー。 美しくシンプルな機能主義建築を詳し
く紹介し、発電所コミュニティの興味深い歴史について聞くことができま
す。リクエストがあればピュハコスキ水力発電所を訪問できます。
空港：オウル空港まで43.7km
電車：ムホス駅（5km）、オウル駅（35km）
送迎サービス：無

<問い合わせ>
Villa Leppiniemi  (Leppiniemen vierasmaja)
Jari Keinänen
Saarivirrantie 33, FI-91430 Leppiniemi, FINLAND
Tel. + 358-40-503 5644
Email info@leppiniemenvierasmaja.fi（準備中）
jake62@hotmail.fi　
Web: www.leppiniemenvierasmaja.fi (サイト準備中)

TECHNICAL VISITS IN ROKUA
ロクアでの産業視察06
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Service providers / サービスプロバイダー

Japanese / 日本語サービス

DMC(Destination Management Company) / デスティネーション・マネージメント・カンパニー

ルオミネンは、団体旅行や個人旅行がスムーズで楽しいひと時とな
るための細やかなサービスを提供いたします。
私たちは、お客様のご希望に沿った教育旅行、修学旅行、キャンプ
等、また、現地でのオプショナルツアーを含む、コーディネート/現
地手配のご相談を承っております。
ルオミネンは、日本人による企 業ですので、日本語でお問合 せ頂け
ます。
通訳/翻訳、及び、ガイドサービスは、日本語と英語の両方でご利
用頂けます。
フィンランド語の言語サービスについては事前にご相談下さい。
ルオミネン創設者の大島七子（オオシマ・ナナコ）は、オウルに移り
住む前にフィンランドを7回訪れています。 自身の4カ国での生活
経験を含め、3カ国での子育ての経験を通して、さまざまな国や教
育制度や文化の違いを知っております。 現在、娘は地元の高等学
校で、フィンランドのナショナル・カリキュラムで勉強しています。

＜問い合わせ＞
ルオミネン株式会社
大島七子
Email nanako.oshima@luominen-fi.com
Tel +358 40 325 7045

Luominen Oy / ルオミネン株式会社
視察コーディネート通訳：フィンランドの教育・文化・社会を掘り下げ学びたいという意
欲ある方にカスタム視察をコーディネートします。プランニングから通訳、コンサルティ
ングまでを教育専門家（教育学 Ph.D.）であるコーディネーターが行います。初等教育
から大学、文化施設、行政、専門家とのセッション、ミーティング、フィンランドの文化体
験等、アクセスは幅広く柔軟です。通訳は日本語・フィンランド語・英語の3ヶ国語、サ
ポートはすべて日本語で可能です。（※日本人スタッフ有）
調査：教育・文化に関する調査を代行いたします。
その他：教員向けワークショップ・研修のプランニングのお手伝いも承ります。ナショナル
コアカリキュラムをはじめ、翻訳業務も行っております。
ubusunaメソッド：・教育学博士によるヒアリング：ご希望や背景を伺いながら、ニーズ
とその先を踏まえプログラム編成します。
・フィンランド人コーディネーターならではの視点：フィンランドの様々な側面を多角的
にお見せし、新鮮な体験をデザインします。
訪問後、何かしらの新たな視座を持っていただくことが私たちの目標です。訪問地フィンラ
ンドだけでなく、母国についても何か気付いたり見直すきっかけがあるかもしれません。
対象者：フィンランド教育・文化について詳しく深く学びたい方
教育・研究・文化に関わる方（学生、教員、研究者、行政関係者など）個人・団体を問いません。
料金：視察の内容によりますので、メールにて直接お問い合わせください。

＜問い合わせ＞
Erkki Lassila / Aya Suzuki 
Email email@ubusuna.link    Mobile +358 40 351 7253   Web https://ubusuna.link 

ubusuna / ウブスナ

Go Arctic!は、オウル地域とフィンランド全域の旅行企画やプログラムを提供しているツアーオペ
レーターで、フィンランド北部および北極圏のツアーに特化しています。会社独自のプロダクショ
ンチームと信頼できるパートナー会社の力で、皆様の全てのニーズに応じます。半日プログラム、
パッケージを補完するための観光ツアー、オウル・ラップランド・ヘルシンキの見どころを網羅し
たパッケージツアーなど、あらゆる商品がアレンジ可能です。オウル地域については、Go Arctic!
が年間を通して幅広い種類のアクティビティを提供します。夏期および冬期のプログラムの例を
挙げると、観光ツアー、カヌー、ラフティング、アイスフィッシング、オーロラ見学、トナカイのプログ
ラムなどがあります。私たちのプログラムではオウルの3つの河川と海を網羅しています。
Go Arctic!のサービスは、ミーティング、インセンティブ旅行、産業視察や教育視察、教育旅
行やキャンプなども手配が可能です。オウル地域を知るためには、専門ガイドが必要です。Go 
Arctic！は、オウルのツアーガイドと提携しており、オウルの街と地域の今と昔について熟知し
たガイドが案内をします。2018年6月からは日本語で対応可能なガイドが皆様をオウルにご案
内します。Go Arctic! DMCプログラムサービスは皆様のご要望にお応えします。強力なパート
ナー会社との連携と優秀なスタッフによる高品質なサービスはお客様からもご好評です。

＜問い合わせ＞
Go Arctic!
Oulu, Finland 
Tel. +358-8-415 277 70   Email info@goarctic.fi   Web www.goarctic.fi 

Go Arctic! - DMC services, activities and guiding services 
ゴー・アークティック！- DMC（デスティネーションマネジメント）サービス、
アクティビティとガイドサービス

オウル・ケスクスヴァラーモ（オウル予約センター）は、オウルやオ
ウル地域のツアーやプログラムを組み合わせたパッケージを作って
いる現地のDMCです。
宿泊、移動、アクティビティを含めた、旅行に関する様々な手配が
可能です。スオーメン・ケスクスヴァラーモ（フィンランド予約セン
ター）のグループ会社として、カラヨキ、シュオテ、ロクア、ラーへ
(Raahe)などオウルから最大2時間離れた距離の地域も取り扱って
います。オウル予約センターは地域に根ざしてオウル地域の旅行手
配や予約をお世話する、皆さまのパートナーです。

＜問い合わせ＞
Oulu Keskusvaraamo
Tel +358 44 242 0570
Email info@oulukeskusvaraamo.fi
Web www.oulukeskusvaraamo.fi

Oulu Keskusvaraamo
オウル・ケスクスヴァラーモ
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Contact List

Visit Oulu
Kasarmintie 13, FI-90130 Oulu, Finland
TEL: +358-40-826 2345
Ms. Johanna Salmela, Project Manager, 
Attractive Oulu Region Project
E-MAIL: johanna.salmela@visitoulu.fi
TEL: +358-40-146-3150
Ms. Anniina Merikanto-Vuoti, Marketing
E-MAIL: anniina.merikanto-vuoti@visitoulu.fi
URL: www.visitoulu.fi

Oulu / Oulu Region

Rokua Geopark
Valtatie 17 A 7, FI-91500 Muhos, Finland
TEL: +358-50-550-8513
Mr. Vesa Krökki, Director
E-MAIL: vesa.krokki@humanpolis.fi
URL: www.rokuageopark.fi

Rokua

Visit Kalajoki
Jukupolku 5, FI-85100 Kalajoki
TEL: +358-46-923-5530
Ms. Johanna Nakkula, 
Sales and Marketing Manager
E-MAIL: johanna.nakkula@visitkalajoki.fi
URL: www.visitkalajoki.fi

Kalajoki

株式会社Foresight Marketing
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-9-11
FROM EAST TOKYOビル5F　
担当者：正岡 あかね
E-MAIL: a.masaoka@matkatori.jp

Foresight Marketing

Syöte Travel Association
TEL: +358-400-602-663
Ms. Tarja Puutio,
Exective Director / Project Manager
E-MAIL: tarja.puutio@syote.fi

Hotel Iso-Syöte & Safaris
Isosyötteentie 246, 
FI-93280 Syöte, Finland
Tel. +358-40 512-3747
Mr. Juha Kuukasjärvi, Owner
E-MAIL: juha.kuukasjarvi@isosyote.fi

Hotel Pikku-Syöte
Syötekeskuksentie, 
FI-93280 Pudasjärvi, Finland
TEL: +358 44 786 1679
Ms. Sari Kasvi, Sales Manager
E-MAIL: sari.kasvi@pikkusyote.fi
URL: www.syote.fi

Syöte

東京支店
〒105-0014 東京都港区芝1-7-17
住友不動産芝ビル3号館3F
TEL：03-6809-4320 FAX：03-6809-4321
E-MAIL: tyo@tumlare.com

大阪支店
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-18-35
肥後橋IPビル3F
TEL: 06-6443-0721 FAX: 06-6443-0740
E-MAIL：osa@tumlare.com
URL: http://www.tumlare.co.jp/company/

株式会社ツムラーレコーポレーション　　

©2018 Visit Oulu 禁・無断転載
＊本書は2018年4月現在のデータです。

Visit Oulu / プロダクトマニュアル
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Nähdään Oulussa!
See you in Oulu Region!

TECHNICAL VIS ITS

EDUCATIONAL VIS ITS


