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R U S S I A

EDUCATIONAL EXCELLENCE, ARCTIC ADVENTURES
素晴らしい教育体験と北極圏への冒険をあなたに
オウル地域‐フィンランド国内の中でも先駆的に教育・産業視察を行っています
北スカンジナビアの首都とも呼ばれるオウルは、ヨーロッパ北部でも最も成長が著しい都市です。オウルはスウェーデンやノルウェー、ロシアとの
膨大なマーケティングエリアにて、商業・運輸・文化の中心地となっています。世界のどこからでも簡単にアクセス可能で、ヘルシンキまたは
ストックホルムからは、たったの1時間でオウルにいらっしゃることができます。毎日多くのフライトが発着するオウル空港は、フィンランドで2番目
に忙しい空港です。オウルの都市以外にも、フィンランドで最も人気のリゾート地のカラヨキ、世界最北のユネスコ世界ジオパークがあるロクア、
フィンランド最南端のフェル地帯のシュオテ、ヨーロッパの中でも指折りの野鳥観察スポットであるリミンカなど、様々な魅力ある地域があります。

教育をリードする地域
フィンランドの教育制度は世界的にも有名で、その質の高さはOECDのPISAなどでも度々証明されています。オウル地域ではこのフィン
ランドの教育について深く学び、実際にそれを体験できます。オウルは北部フィンランドで最も学生の多い街であると同時に、新たな教育
哲学を生み出し先駆的に取り入れている中心地でもあります。そのようなオウル地域では、テーマ別学習や生涯学習に関する多くの実践
例を体験できます。地元の生徒達との交流では、彼らの英語力の高さに驚かされることでしょう。

Driven by Innovation 　イノベーションが動かす街
ヘルステクノロジー、プリンテッドインテリジェンス、クリーンテックなど、オウルはICT関連産業の分野で最先端の研究を行っています。5G
や6Gの通信技術、モノのインターネットの本拠地でもあるオウルに、地元企業のノキアは将来に向けた基地局を建設、また5Gネットワーク
を利用した革新的な病院も設計されました。クリエイティブ産業が進む中、オウルではゲーム開発も盛んに行われています。

Arctic Experiences　北極圏での体験
北極圏のすぐそばに位置するオウルは、フィンランドの中でも特に訪問すべき面白いエリアの一つです。ここでは、氷海での浮遊体験や夜空を
舞うオーロラ鑑賞といった北極圏ならではのアクティビティに、地域特有の自然環境と北の地らしいおもてなしを組み合わせた、特別な体験を
して頂けるでしょう。また、オウル地域の落ち着いた雰囲気は、ネットワーク作りや国際的な商談にも最適で、ビジネスでの訪問もおすすめです。

このマニュアルでは、私達の提供する刺激的なパッケージやプログラムをご紹介しています。学生から専門家まで、個人や団体に合わ
せた様々な教育・産業視察の商品をご案内します。世界レベルの現場の裏側をより興味深く観察できる機会を提供し、皆さまをお迎えで
きること、そして一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

このクールな北の地、フィンランドの教育・産業視察を先導するオウルへ、皆様を温かく歓迎致します。
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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。

ユハ・アラ゠ムルスラ
（Mr. Juha Ala-Mursula）
Business Oulu ディレクター

juha.ala-mursula@businessoulu.com 
www.businessoulu.com

ユハ・パイヴィ・ペンッティラ
（Ms. Päivi Penttilä）

Visit Oulu マネージングディレクター
paivi.penttila@visitoulu.fi  
www.visitoulu.fi/en/

サリ・カスヴィ
(Ms. Sari Kasvi)

Business Oulu プロジェクトマネージャー 
sari.kasvi@businessoulu.com

+358 40 724 9419 

ヨハンナ・サルメラ
(Ms. Johanna Salmela)

Visit Oulu プロジェクトマネージャー
johanna.salmela@visitoulu.fi

+358 40 826 2345

詳細は、各プログラム問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
プロジェクト担当者
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Explore and Learn in Turkansaari
トゥルカンサーリ野外博物館で学ぼう

Lovi
ロヴィ

Oulu Music Festival
オウル音楽祭

SuperPark
スーパーパーク

Go Arctic DMC
ゴー・アークティック(DMC)
-Nature day in Koiteli / コイテリでのネイチャー・デイ
-Art and Craft＝HANDMADE HAPPINESS
 アートと工作＝ハンドメイドの喜び
-Meeting the Tar Elfs / タールエルフに会いに行こう
-Arctic Homestay and Arctic Homevisit
 北極圏でのホームステイとホームビジット

Eventours
ヴェンツアー

Finlandia Hotel Airport Oulu
フィンランディアホテルエアポート・オウル

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
-Example programs / サンプルプログラム

Zero Waste City / Kiertokaari and Solved
ゼロ・ウェイスト/キエルトカーリ・ソルヴド
-Educational visit program / 教育視察プログラム

SAAGA TRAVEL Oy
サーガトラベル

02 Visits and Programs in Oulu Region
    オウル周辺地域への訪問とプログラム

ROKUA UNESCO GLOBAL GEOPARK
ロクア・ユネスコ世界ジオパーク

ROKUA UNESCO GLOBAL GEOPARK
ロクア・ユネスコ世界ジオパーク

Muhos Upper Secondary School
ムホス高等学校

Utajärvi upper secondary school
ウタヤルヴィ高等学校

KALAJOKI / カラヨキ

Kalajoki Booking Centre
カラヨキブッキングセンター

Juku Summer Camp
ユクサマーキャンプ

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

Study and live like a Finn
フィンランド人の生活を体験し、共に学ぼう

Explore the Nordic Arctic Nature
北欧・北極圏の自然を探検しよう

Help build tomorrow’s nature
未来の自然を守ろう

Pop-up English camp
ポップアップ・イングリッシュキャンプ

Creativity and dexterity through Finnish handicrafts
フィンランドの手工芸体験で独創性と器用さを養おう

The wonders of a Finnish school: inspiration in the classroom
フィンランドの学校の不思議：ひらめきが生まれる教室

Discover the LeaDo pedagogic innovation center
LeaDo(レアド)教育開発センターについて知ろう

Helping elderly people living a good life
高齢者のより良い人生を支援しよう

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

SYÖTE / シュオテ

Youth and Leisure Center Pikku-Syöte
ピックシュオテ・ユース＆レジャーセンター

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

LIMINKA / リミンカ

-Liminka Bay Travel
リミンカベイ・トラベル

Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland: Liminka Bay Visitor Centre
メッツァハッリトゥス パークス＆ワイルドライフフィンランド：リミンカ湾ビジターセンター

KEMPELE / ケンペレ

Visit to Linnakangas Community Centre and School
ケンペレ自治体とリンナカンガス・コミュニティセンター＆スクール 

Kempele municipality, Cultural services
ケンペレ自治体文化サービス

OULU TECHNICAL VISITS
オウル産業視察ツアー

01 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: OIAビジネスオウル
オウルイノベーションアライアンス(OIA)

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：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

02 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

Oulun Palvelusäätio
オウルサービス財団

Finnish Institute of Occupational Health
フィンランド労働衛生研究所

PrintoCent
プリントセント

LudoCraft
ルドクラフト

Verkotan
ヴェルコタン

Oulu City Tourist Information Office
オウル市観光情報局

03 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

04 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

Pudasjärvi Log Campus
プダスヤルヴィのログキャンパス

05 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 
Santa’s Sani Hotel
カラヨキで産業視察、サンタズ・サニホテル宿泊

Building the future with wood
木から未来をつくろう

06 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
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OULU PROJECT
オウルプロジェクト

OULU EDUCATIONAL VISITS
オウル教育関連ツアー

01 Visits and programs in the City of Oulu
    オウル市への訪問とプログラム

Oulu Educational Visits
オウルの教育視察

Educational and Cultural Services, City of Oulu
オウル市教育文化センター

Oulu City Library
オウル市立図書館

Oulu University Teacher Training School
オウル大学教員養成学校

Luovi Vocational College
ルオヴィ職業訓練学校

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(OAMK)
-A. Areas on the field of further education for teachers and orgamosations
     教員や機関のためのこれからの教育分野に関する領域
-B. Entrepreneurship / 起業家精神
-C. OAMK Labs / オウル応用科学大学ラボ
-D. Visits to Educational Departments at the Oulu University of Applied Science
     オウル応用化学大学の教育部門への訪問

University of Oulu
オウル大学

Community college of the City of Oulu (Oulu-opisto)
オウル市コミュニティカレッジ(オウル・オピスト)

Code School Finland
コードスクール フィンランド
-CODING WORKSHOPS / コーディングワークショップ
-ROBOTICS WORKSHOPS / ロボティクスワークショップ

Valve Film School for Children
ヴァルヴェ映像スクール

Oulu Comics Center
オウル・コミックセンター

Science Centre Tietomaa
ティエトマー科学センター
-Science Workshops for school groups
  学校団体のための科学ワークショップ

Fab Lab Oulu
ファブラボオウル
-Technical visit at Fab Lab / ファブラボでのテクニカルビジット

Finpeda Ltd.
フィンペダ

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

Oulu Museum of Art OMA
オウル美術館(OMA)
-Art Workshops / アートワークショップ

Kierekki Stone Age Centre: Excavation Camp in Stone Age Dwelling 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

03



Pop-up English camp
ポップアップ・イングリッシュキャンプ

Creativity and dexterity through Finnish handicrafts
フィンランドの手工芸体験で独創性と器用さを養おう

The wonders of a Finnish school: inspiration in the classroom
フィンランドの学校の不思議：ひらめきが生まれる教室

Discover the LeaDo pedagogic innovation center
LeaDo(レアド)教育開発センターについて知ろう

Helping elderly people living a good life
高齢者のより良い人生を支援しよう

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

SYÖTE / シュオテ

Youth and Leisure Center Pikku-Syöte
ピックシュオテ・ユース＆レジャーセンター

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

LIMINKA / リミンカ

-Liminka Bay Travel
リミンカベイ・トラベル

Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland: Liminka Bay Visitor Centre
メッツァハッリトゥス パークス＆ワイルドライフフィンランド：リミンカ湾ビジターセンター

KEMPELE / ケンペレ

Visit to Linnakangas Community Centre and School
ケンペレ自治体とリンナカンガス・コミュニティセンター＆スクール 

Kempele municipality, Cultural services
ケンペレ自治体文化サービス

OULU TECHNICAL VISITS
オウル産業視察ツアー

01 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: OIAビジネスオウル
オウルイノベーションアライアンス(OIA)

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：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

02 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

Oulun Palvelusäätio
オウルサービス財団

Finnish Institute of Occupational Health
フィンランド労働衛生研究所

PrintoCent
プリントセント

LudoCraft
ルドクラフト

Verkotan
ヴェルコタン

Oulu City Tourist Information Office
オウル市観光情報局

03 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

04 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

Pudasjärvi Log Campus
プダスヤルヴィのログキャンパス

05 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 
Santa’s Sani Hotel
カラヨキで産業視察、サンタズ・サニホテル宿泊

Building the future with wood
木から未来をつくろう

06 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
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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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Visits and programs in the City of Oulu
オウル市への訪問とプログラム01N

O

Oulu Educational Visits
オウルの教育視察

フィンランドは高い質の教育システムを提供していることで世界的に有名
で、その教育は世界一とも言われています。
OECD（Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment）が実施するPISA（Programme for International Student 
Assessment）でもその質の高さは証明されています。また、この変化
し続ける現代社会の中で、生徒が活躍できるために必要なスキルや
能力を身につけさせることを目的とした、最新カリキュラムの改定に力
を入れてきました。
2016年に改定された新カリキュラムでは、分野を越えたアプローチの
重要性や「テーマ別指導（phenomenon-based teaching）」という概
念の導入を強調しています。これにより、例えばヨーロッパ連合（EU）や
気象変動、コミュニティと起業などの幅広いテーマで授業が行われる
ことになるでしょう。
オウルは北部フィンランドを牽引する教育の町であり、最も人気のある
学生都市です。また、新たな教育哲学を発信し世界をリードする、革新
的な中心地でもあります。オウル市は、その新カリキュラムをオウルの
学校に導入する重要な役割も担っています。
オウル教育視察は、大人や教育専門家のための見学や研修プログラムや、
児童向けのキャンプスクールや修学旅行に適したプログラムを提供して
います。オウル地域への訪問の一環として、様々なアクティビティを、
年間を通して予約することができます。すべてのアクティビティは、テーマ
別および体験型の学習を促進できるように構成されています。

EDUpack  EDUパック
EDUパックは学校や保育所への教育見学ツアーです。フィンランドの
教育に関する講義やワークショップを別途追加する場合はご相談下
さい。

プログラムの詳細: 
幼児教育および保育所（0歳から6歳の幼児および小児）について: 
フィンランドのデイケア（保育所）とプレスクール（6歳児の就学前教育）に
関するプレゼンテーション、子どもの活動の特徴に関する説明、実際の
保育所への訪問を含みます。
7歳から16歳までの基礎教育と16歳から19歳までの後期中等教育について：
フィンランドの教育システムに関するプレゼンテーション、特定の学校に
関する情報提供、特別なテーマへの洞察、学校施設の見学ツアーを含み
ます。訪問者は実際の授業に参加し、その様子を観察することもできる
場合があります。
子どもや青少年の成長と福祉の充実をサポートしている学校、保育所や
その他の施設は、一つの建物のコミュニティセンターに集約されてい
ます。

対象：校長、保育所長、学校教員、幼児教育の先生、管理者、監督者、監査
役、研究者、大学生
参加人数：1-30人
言語：英語、フィンランド語、スウェーデン語対応のものあります。
時期：フィンランドの通常就業日および時間に合わせて実施されます。
特別な行事もしくは祝日により訪問時間が変更になる場合がございます。
www.ouka.fi/oulu/english/school-terms-and-holidays
所要時間：1週間に2時間
所在地：オウル市の学校、保育所、管理棟また研修センター

Educational and Cultural Services, City of Oulu
オウル市教育文化センター

オウル市教育文化サービスは、北部フィンランドで質の高い優れた教育を
提供しています。保育所や小学校から高等学校までを管理し、大人の
ための教育（生涯学習）も実施しています。
また、青少年の職業サービスや文化・レジャーサービスも同時に運営して
います。さらに、カリキュラム開発や現職研修、児童生徒の福祉などの開
発部門で働く、教育のエキスパートも数多く保有しています。

EDUpackJRs  EDUパックジュニア

EDUパックジュニアは学生向けのプログラムです。キャンプスクールや
サマースクールのプログラムと組み合わせるのもおすすめです。
EDUパックジュニアは、オウルにある学校やその他の教育施設を訪問で
きる、子供や青少年のためのテーマ付き見学プログラムです。子供達は
それらの施設での日常の活動に参加することができ、ご希望により特別
プログラムをアレンジすることも可能です。

対象：児童生徒
参加人数：5-30人（参加者が10人を超える場合は、2つまたは小グループ
に分けさせて頂きます。）
言語：英語、フィンランド語
時期：フィンランドの通常登校日および時間に合わせて実施されます。
特別な行事もしくは祝日には見学を実施しておりません。
www.ouka.fi/oulu/english/school-terms-and-holidays
所要時間：1-3日間で最大3時間
所在地：オウル市の学校、保育所、管理棟また研修センター

<問い合わせ>
Eija Ruohomäki
Educational and Cultural Services, City of Oulu
Add. Torikatu 10, 90100 Oulu　郵送宛先： PO BOX 17, 90015 
Oulun kaupunki, Finland
Tel. +358 44 703 9189
E-mail. eija.ruohomaki@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/english/educationalvisits



Oulu City Library
オウル市立図書館

www.ouka.fi/kirjasto

オウル市立図書館は、オウル地域の市町村の図書館が提供するサービス
を管理しています。図書館は学校やデイケアセンター（保育所）と密接に
連携し、子どもからお年寄りまで様々な人々の読書活動を促進していま
す。その他にも市の文化運営組織や団体の協力のもと、オウル市立図書
館は北オストロボスニアおよびカイヌ―県の地域開発図書館として運営
されています。

オウル市立図書館：情報やアート、文化の中心地
オウル市立図書館は、主要図書館の他に23の支部図書館を運営してい
ます。図書館のない地域には3つの移動図書館がサービスを提供してい
ます。またこれらの移動図書館は学校やデイケアセンター（保育所）を
訪問し、様々なイベントを実施しています。
図書館の最も重要な課題の一つは、子どもから大人まであらゆる人々の
読書活動を推進し、読解力を向上させることです。オウルの図書館と学校
（総合学校および高等学校）が組織的に協力し実施している「図書館の
道」という活動では、様々な読解や情報検索の能力向上を目指したり、
フィクション作品の読書を推奨したりしています。また学生は文学の
ディプロマを取得することも可能です。
セルフサービスの図書館では、利用者は通常の営業時間外にも資料を
借りたり返却したりすることができ、コンピュータの利用も可能となって
います。さらに、電子書籍や電子雑誌、音楽教材をオンラインで借りるこ
ともできます。
主要図書館の建築（1982年に完成）からは、これまでの歴史や現在の建

物に関する興味深い概観や、図書館の活動を通した変化を見ることが
できます。内装はフィンランドデザインの家具や北フィンランド在住の
アーティストらによる作品で装飾されています。
主要図書館内にある漫画図書館「サルヤスト（Sarjasto）」は、オウル・
コミックセンターとの共同運営で、漫画の貸し出しはもちろん、漫画関係
のイベントや展覧会の企画も行っています。
イベント会場の「ライトゥリ（Laituri）」は、アート作品の展覧会や著者の
トークショー、音楽パフォーマンスや図書館クラブナイトなど、幅広い
イベントへ施設を提供しています。また、同区画にあるBusinessOuluの
展示エリアでは地元企業が自社の製品を展示することができます。地元
住民は夕方から行われる公開会議に参加し、図書館の発展に貢献するこ
とも可能です。オウル市立図書館はオープンソースの図書館ITシステム
「Koha」を使用しています。

Welcome to the Oulu City Library  オウル市立図書館へようこそ
オウル市立図書館の歴史やサービス、日常の業務を紹介するプレゼン
テーションと主要図書館の見学ツアーです。

対象：図書館または教育の専門家
最小年齢の要望：大人
参加者の最小または最大人数：5-15人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス（サービスの有無と言語）：
見学可能な時期（月、週または時間帯）：1月-5月、8月-12月の期間で月曜
日から金曜日の9時から16時まで
所要時間（時間数または日数）：最長2時間
アクティビティまたはプログラムの所在地：オウル市立図書館（主要図書
館）Kaarlenväylä 3
オウルからの距離（時間数）：中心部に位置
参加証明書や認定証の発行（有無）：無

Main Library Architectural Tour  主要図書館建築ツアー
1970年代にデザインされ、1980年代初頭に建設された本図書館の歴史
と、21世紀の現在に直面している図書館業務の課題について洞察できる
ツアーです。

対象：図書館または教育の専門家、建築家、学生
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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、分野横断スキル、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



最小年齢の要望：大人
参加者の最小または最大人数：5-15人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス（サービスの有無と言語）：
見学可能な時期（月、週または時間帯）：1月-5月、8月-12月の期間で月曜日
から金曜日の9時から16時まで
所要時間（時間数または日数）：最長2時間
アクティビティまたはプログラムの所在地：オウル市立図書館（主要図書
館）Kaarlenväylä 3
オウルからの距離（時間数）：中心部に位置
参加証明書や認定証の発行（有無）：無

Cooperation between the city library and schools in Oulu
市立図書館と地域の学校の協力
市立図書館と地域の学校の協力に関するプレゼンテーション
ここでは「図書館の道」という名の、市立図書館とオウル地域にある学校
との組織的な協力について学ぶことができます。幼児教育・初頭教育過
程の子どもたちや、中学生向けのアクティビティも含まれています。図書館
が学校と協力することで、子どもたちや若者の読書活動を奨励し、マルチ
リテラシーおよび情報リテラシーの促進を目指しています。見学の際に
は、実際の図書館の道に関する内容や様々な指導方法について紹介いた
します。

対象：初頭教育やその他教育の専門家、図書館の専門家
最小年齢の要望：大人
参加者の最小または最大人数：5-15人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス（サービスの有無と言語）：無
見学可能な時期（月、週または時間帯）：1月-5月、8月-12月の期間で月曜日
から金曜日の9時から16時まで
所要時間（時間数または日数）：最大2時間
アクティビティまたはプログラムの所在地：オウル市立図書館（主要図書
館）Kaarlenväylä 3
オウルからの距離（時間数）：中心部に位置
参加証明書や認定証の発行（有無）：無

Oulu University Teacher Training School
オウル大学教員養成学校

オウル大学教員養成学校は主な機能として教員養成および現職教育を
行っています。私たちは研究結果に基づく教員養成教育の開発と実践、ま
た世界中の教師や教育者へ高いレベルでの現職教育を提供することを
目的としています。
国際的な教育専門家に向けて、毎年イベントやカンファレンスを企画・運
営しています。研究に基づいて設計された養成課程では、学校見学や
ワークショップを通してフィンランドのエキスパートたちと共に学ぶこと
ができます。さらに、本校だけなくその他の場所も含めて、ご希望に合わ
せてツアーを作成することも可能です。

Colours and Shadows ‒ Reflections of Modern Pedagogy
色彩と影‐近代教育学の反映
プログラムの詳細はオウル大学教員養成学校のウェブサイトからご確認
下さい。www.oulu.fi 
参加者はフィンランドの教員や教員養成講師らと共に、本物の学びの環
境や状況下でフィンランドの教育学実践を学べる貴重な体験ができま
す。また、協同教授（co-teaching）や指導計画、評価の分野のエキスパー
トによるトップレベルの講義を受けることもできます。

対象：教員、校長、教員養成講師、学生、研究者、スクールソーシャルワー

ED
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

STR
IA

L V
ISIT /

 産
業
視
察

08

カー、福祉士、心理学者、意思決定者およびその他の教育者
参加人数：20-500人
言語：英語
通訳：団体の場合にはリクエストに応じて利用可能
時期：2019年9月24日-26日、2020年9月22日-24日
所要時間：3日間
所在地：Oulu, Finland

Northern Lights Education Conference 2020 
ノーザンライツ教育カンファレンス2020
北極圏に程近いフィンランドのリアルな冬を体感しながら、学習の評価に
ついて学んでみませんか？ノーザンライツ教育カンファレンスは2020年1
月15日・16日にオウルにて開催されます。
2020年のカンファレンスのテーマは学びの評価方法についてです。
2日間の集中コースでは、フィンランドの教員養成でもトップレベルのエキ
スパートらによる基調講演を受けることができます。またワークショップ
や学校訪問も体験していただけます。プログラムはこちらのウェブサイト
からダウンロードできます。 www.oulu.fi/tts 

対象：教員、校長、教員養成講師、学生、研究者、スクールソーシャルワー
カー、福祉士、心理学者、意思決定者およびその他の教育者
参加人数：20-500人
言語：英語
通訳：団体の場合にはリクエストに応じて利用可能
時期：2020年1月15日・16日
所要時間：2日間
所在地：Oulu, Finland

Midnight Sun Summer School 2020 
ミッドナイト・サン・サマースクール2020
毎年開催されているミッドナイト・サン・サマースクールの第3回が、2020
年5月11日から15日にオウルにて開催されます。
ミッドナイト・サン・サマースクール2020では、参加者の専門的な能力の
向上を目的としています。1週間のサマースクールで、参加者は教育学にお
けるガイドラインや実践、手法、ツールや学習環境について学び、体験す
ることができます。
このサマースクールでは、質の高い講義や活動型ワークショップ、学校訪
問、そしてくつろげるソーシャルイベントを提供しております。コースの内
容には、フィンランドのテーマ別学習、フィンランドの学校制度の紹介とそ
の特色、テクノロジーを活用した学習、未来の学びのトレンド、フィンラン
ドの基本教育カリキュラム、近代的な学習環境、最良の教育実践などがあ
ります。またこのコースには歓迎の夕食と文化的なプログラムも含まれて
います。
サマースクールの最新プログラムはこちらのウェブサイトからご確認頂け
ます。www.oulu.fi/tts

対象：教員、校長、教員養成講師、学生、研究者、スクールソーシャルワー
カー、福祉士、心理学者、意思決定者およびその他の教育者
参加人数：20-500人
言語：英語
通訳：団体の場合にはリクエストに応じて利用可能
時期：2020年5月11日-15日
所要時間：5日間
所在地：Oulu, Finland

<問い合わせ>
Raimo Salo (Dr.)
Add. Kaitoväylä 7 90570 Oulu, Finland
Tel. +358 29 44 83 883
E-mail. raimo.salo@oulu.fi
www.oulu.fi/tts

Luovi Vocational College
ルオヴィ職業訓練学校

ルオヴィ職業訓練学校は、特別支援が必要な学生のためのフィンランド
最大の職業教育訓練機関です。22の地域で在学中の生徒を含む1700人



• 社会福祉；健康とスポーツ
• テクノロジー、通信と輸送 
• 観光
• 飲食およびサービス業 
• 自然科学

ビジネス経営部門では3年間のIBキャリア関連プログラムを取り入れて
おり、授業はすべて英語で行われます。このプログラムを修了した生徒は
フィンランドの職業資格を取得し、国内の大学への進学も可能となり
ます。EU国外の生徒の授業料に関するお問い合わせはAntti Rovamo
までご連絡ください。

Visit and training packages for professionals who are inter-
ested in Finnish vocational education and training
フィンランドの職業教育や研修に興味のある専門家向けの見学・研修パッケージ
OSAO Edu社はOSAOを代表し、専門家の皆様に研修パッケージを手配
しています。
この研修では、経営文化、学校管理、学習環境、起業教育、英語教育、ワー
クライフバランス、職業教育や学習法（コンピテンシーに基づく指導やデ
ジタルラーニングなど）について学ぶことができます。

言語：英語  
通訳：追加料金にて中国語および日本語の通訳を手配可能
時期：8月1日-6月30日の月曜日から金曜日
所要時間：半日から4週間、月曜から金曜の1日4時間-7時間
所在地：オウル市とその周辺地域

Visit and training packages for students
学生向けの見学・研修パッケージ
OSAO Edu社はOSAOを代表し、学生の皆さまにオウル職業高等学校
（OSAO）にて地元の学生と共に学び、フィンランドの生活を体験して頂け
る機会をご提供致します。

学術プログラムの一例:
1.授業を含む英語学習コースと選択アクティビティ。詳細は下記のリスト
　をご覧下さい。
2.起業ワークショップと選択アクティビティ。詳細は下記のリストをご覧
　下さい。 
3.健康的なライフスタイルとフィンランドの食育、選択アクティビティ。詳
　細は下記のリストをご覧下さい。
4.獣医学と英語学習
5.（ゲーム）プログラミングワークショップと選択アクティビティ。詳細は
　下記のリストをご覧下さい。
6.再生資源を活用したジュエリーデザインワークショップ（可能であれば）
　と選択アクティビティ。詳細は下記のリストをご覧下さい。
7.フットボール、バレーボール、バスケットボールの英語による指導または
　上記いずれかの学術プログラム。
8.選択アクティビティから成るプログラム。詳細は下記のリストをご覧下さい。

選択した学術プログラムに、次のアクティビティを組み合わせることがで
きます。一部のアクティビティは季節限定（冬季または夏季限定）の場合
がありますのでご注意下さい。

クロスカントリースキー
プロのインストラクターと一緒にクロスカントリースキーに挑戦してみませ
んか。スキーは伝統的なエクササイズの方法で、フィンランドの子供達は
皆プレスクールでスキーを習います。

スノーシュー
雪で覆われた木々の間をプロのインストラクターと一緒に散策してみませ
んか。今まで行ったことがないような場所へと足を運ぶことができます。
スノーシューはどんな方にもおすすめのエクササイズです。

雪像彫刻
いろいろな道具を使って、雪のかたまりから彫刻をしてみませんか。まる
であなたも本物のアーティスト。

「自然享受権」の授業
自然享受権について学び、フィンランド人の自然との関わり方を知ること

の生徒を指導してきました。ルオヴィ職業訓練学校では17種の職業資格
を認定し、また職業教育を学ぶための予行訓練VALMA（ヴァルマ）と、
生徒の就業と自立した生活を目指す予行訓練TELMA（テルマ）の2つの
トレーニングを実施しています。
本校はまた、特別支援教育に関するサービスを教育機関や特別支援が
必要な生徒を持つ教員およびスタッフへ提供しています。カウンセリング
や指導、コンサルタントだけでなく多様な研修コースも実施しており、
サービスの内容はお客様と相談し共に作成していきます。実施期間に
ついても1日研修から長期的なコンサルタントまで様々です。

Luovi Educational visits, Special needs VET, vocational educa-
tion and training
ルオヴィの教育施設見学、特別支援職業訓練教育および職業訓練教育
と研修について学べるプログラム
フィンランドで実践されている特別支援職業教育訓練や学習環境、個人
の学習への道筋、学習者へのサポートについて学ぶことができます。
ルオヴィグローバルエデュケーション（Luovi Global Education）では、
フィンランドの特別支援職業教育訓練とその実践的な指導を学べる学校
見学を提供しています。サービスの内容はお客様と相談し共に作成してい
きます。プログラムの一環として、多岐にわたるトピックに触れ、職業体験
をすることも可能です。

•特別支援の定義 
•ルオヴィ式学習と指導法
•学習環境
•個人の学習への道筋
•評価方法
•生徒へのサポート
•従業員へのサポート

対象：大人もしくは教育分野の専門家
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：1月-6月、8月-12月の月曜日から金曜日
所要時間：3時間から5日間まで
所在地：Oulu, Muhos

＜問い合わせ＞
Mari Kontturi
P.O.Box 389, 90101 Oulu, FInland
Tel. +358 40 319 3264
Email mari.kontturi@Luovi.fi
Web luovi.fi/en/

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

オウル職業高等学校OSAOは北部フィンランドに位置する、生徒数
14000人と職員数935人を誇るフィンランド最大の学際的な職業高等学
校であり、IBワールドスクールにも認定されています。OSAOは国内およ
び国外にて様々な分野の技能競技大会に参加し、数多くの結果を残して
います。競争力を育む起業教育もOSAOで開発されています。
フィンランド教育文化省は、国内の職業訓練教育機関がその教育を国外
へと発信することを許可しています。またOSAOは、公式認定書および
証明書を交付する権限を保有しています。

様々な分野への見学や研修をオーダーメイドで提供します。
• 文化
• ビジネス経営
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ができます。

野外活動スキル
火起こしや野外調理、スキー、スノーシューの履き方、オリエンテーリング
の基礎などを学ぶことができます。

屋内ウォールクライミング
プロのインストラクターと一緒に屋内ウォールクライミングに挑戦してみ
ませんか。どこまで高く登りたいか、すべてはあなた次第のエクササイズ
です。

オーロラ
オーロラについて学び、運が良ければ町を歩く間に、空を跨ぎ輝くオーロラ
を見ることができます。オーロラは自然現象であり、10月から3月の間で
天候が良い場合のみ見ることができる点にご注意下さい。

サイクリング
フィンランド人は年中サイクリングをするのが大好きです。特にオウル
地域は市内から森まで、管理の行き届いたサイクリングロードが数多く
設置されています。

パイ作り体験
フィンランドの伝統的なベリーパイを焼いて、コーヒーやジュースと一緒
に楽しみましょう。 

魚釣り
簡単かつ自然な方法で、無料で清潔そして身体に良い食べ物を得られ
るのが魚釣りです。サーモンも釣れるオウルの川辺で運試ししてみませ
んか。

アイススケート
自然の氷上や屋内のアイスホッケーリンクであなたのスケート技術を試し
てみませんか。

屋内・屋外スポーツ
バレーボール、バスケットボール、テニス、フロアボール、バドミントン、
フットボール、フィンランド式ベースボール（ペサパッロ）からお選び頂け
ます。

ノルディックウォーキング
フィンランド人のようにウォーキングポールを使って歩いてみませんか。

庭遊び
モルック（Mölkky）というフィンランドの伝統的なボーリングやペタンク、
クロッケーなどを楽しむことができます。

コタ体験を楽しむ
伝統的なコタ（フィンランドの伝統的な小屋）の中で、火を起こし、
コーヒーを淹れ、ソーセージを焼いてみませんか。

最少年齢：15歳
参加人数：グループの推奨人数は最大20～30人です。これより大きい
場合には小グループに分けさせて頂く場合があります。
言語：英語
時期：8月1日から6月30日まで
所要時間（時間数または日数）：半日から4週間、月曜から金曜の1日4時間
-7時間
所在地：オウル市とその周辺地域

<問い合わせ>
Antti Rovamo, Merja Paloniemi
Add. Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu, Finland
Tel. +358 50 560 8392（Rovamo） +358 50 594 9182（Paloniemi）
E-Mail. antti.rovamo@osao.fi and merja.paloniemi@osao.fi
www.osao.fi

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

www.oamk.fi

時期：月曜-金曜 9:00-15:00の間、8月-6月
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：教育及び業界の専門家、18歳以上

オウル応用科学大学（OAMK）は1996年に創立した応用科学の学際的な
大学です。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
と開発に取り組んでいます。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、ビジネスやエネルギー
などの産業に戦略的な焦点を置いています。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>
Marianne Isola
Add. Kotkantie 1, 90250 Oulu
Tel. +358 50 408 7990
E-mail. info@oamk.fi / marianne.isola@oamk.fi

A.Areas in the field of further education for teachers and organisations
　教員や機関のためのこれからの教育分野に関する領域

-総合的な育成を目指すコンピテンシーに基づく教育（CBE）
-教員および指導者養成のためのカリキュラムデザイン
-デジタルラーニング（eラーニング）の最新ツール
-ディープラーニング（深層学習）教育学
-学習や指導ツールとしての映像やブイログ（vlog）の活用
-学習に活用されるオープンデジタルバッジ（Open Digital Badges）
-特別支援教育
-ブレンディッド・ラーニングを通した教育スキルの習得
-目まぐるしい変化に対応したカウンセリングや進路指導
-経験主義教育

見学者のご要望に合わせてツアーを作成することができます。短期の見
学（1時間または1日）では特定のトピックについて学ぶこと、もしくは教員
養成の専門家から全体的な概要を学ぶことができます。
長期の見学（2-5日）では、分野ごとの教育養成の専門家のもとで、実際の
訓練や体験型ワークショップへ参加することや学校訪問も可能です。

ツアー提供者：オウル応用科学大学（OAMK）教員養成学科
対象：教員、学校職員、政府職員、学生、市または地域の教育委員会

B. Entrepreneurship / 起業家精神
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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. OAMK Labs / オウル応用科学大学ラボ

ツアー提供者：エデュラボ（EduLab）
対象：高等教育機関および業界の専門家

Oulu Game LAB: Finland’s 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、世界中の国々と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：高等教育機関及び業界の専門家
所要時間：2-3時間単位

D. Visits to Educational Departments at the Oulu University  
     of Applied Science
     オウル応用科学大学の教育部門への訪問

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
・OAMKにおけるIT領域のオープンイノベーションアプローチ
・ヘルスケアの仕事に関する学習を根拠に基づいた実践（EBP）
・ヘルスケアにおけるシミュレーション実習
・起業教育：
－OAMKにおける戦略的開発エリアとしての起業
－オウルイノベーションアライアンス(Oulu Innovation Alliance)の商業
　化エコシステム
－大学内の起業家のハブビジネスキッチン
－テルワアカデミー(Terwa Academy)：起業の実践

University of Oulu
オウル大学

www.oulu.fi/university

オウル大学は、教育やIT、バイオサイエンス、健康、文化、環境など、様々な

エリアで成果をあげています。変わりゆく生活環境に生きる人々や文化
について、また私たちの生活や環境の改善に役立つ新たな技術について
研究し教育を行っています。
大学のすべての学部・学科が、世界各国の教育機関が参加する国際的な
教育協力に携わっています。また20の国際学位プログラムでは、学位また
は単位を取得することができます。

Introduction to the University of Oulu Education and Research Areas
オウル大学の教育と研究分野の紹介
学際的なオウル大学について知り、最新の科学イノベーションを体感して
下さい。専門家と一緒に、皆様の能力を伸ばし組織を活性化させる方法に
ついて話し合いましょう。
説明の内容として、一般的な概要もしくは次の科学的分野の情報から
お選び頂けます。

•バイオサイエンス
•経済学および経営管理
•教育
•工学と建築
•人文科学
•情報通信技術
•医学と健康
•自然科学と数学

次の各分野に関する内容をご覧頂き、大学が提供する無限の可能性を
感じて下さい。
バイオサイエンス: 生化学とは分子レベルで生命を研究する学問です。最も
単純な生体系でさえも非常に複雑で、膨大な数の相互接続プロセスを構成
しています。これらのプロセスは、遺伝子や、私達が誰でそして何である
かを決めている遺伝子コードによって支配されていると言われています。
経済学および経営管理:  オウルビジネススクールは、実践的な応用に
重点を置いた、適切で質の高いビジネス教育およびトレーニングを行って
います。多目的なコースポートフォリオにより、経営や経済の主要分野を
すべて学べるように設計されています。

教育:この学科の中核は、幼児教育から子どもや青少年の学習と指導に至
るまでの、人間のライフサイクル全体を網羅する教育およびトレーニング
で構成されています。
工学と建築:工学部では、建築、機械工学、プロセスおよび環境工学、産業
工学と経営管理、鉱業工学と鉱物処理、土木工学、地球科学および化学
の分野を学ぶことができます。国内外の企業や研究機関、公共機関と密
に連携して教育と研究を行っています。
人文科学:歴史学、言葉や言語学、文化研究や文学など、人文科学の功績
に関わるすべての学問分野の教育と研究を行っています。
情報通信技術:無線通信技術について、物理層およびネットワーク層の両
面から最先端の知識を習得できます。この学科では、例えば将来の5G
ネットワークやモノのインターネット（IoT）の通信技術を搭載したデバイ
ス、エネルギー効率を考慮したスマートワイヤレスセンサーの応用など、
無線通信技術が可能にするソリューションを設計また実装する機会を提
供しています。
医学と健康:医学や歯学、保健科学、健康管理学、保健科学および医用生
体工学分野での教員育成など、多様な分野での教育を提供しています。

対象：教員、教育行政またはその他の専門家
参加人数：最大30人
言語：英語
通訳：無
時期：要相談
所要時間：1時間-8時間
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所在地：オウル大学キャンパス

<問い合わせ>
Esa Niemi
Add. Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu, Finland
Tel. +358-294487351
E-mail. esa.niemi@oulu.fi
ツアー担当者： Anne Viherkari
Tel. +358-294483206
E-mail. anne.viherkari@oulu.fi

Community college of the City of Oulu (Oulu-opisto)
オウル市コミュニティカレッジ（オウル・オピスト）

www.ouluopisto.fi

プログラムの詳細: www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto/kielet# tai-
lor-made%20english

Tailor-Made English Courses / オーダーメイド英語コース
海外の学生（例：アジア諸国）の10～20人の団体向けに、5日間または10
日間のオーダーメイド英語コースを提供しています。
オーダーメイドの集中英語コースでは、地元の人々との文化的・社会的交
流を通して、フィンランドの文化や教育についても学ぶことができます。

対象: 英語を母国語としない学生
最少年齢：16歳
参加人数：10-20人
言語：英語
時期：8月から6月まで
所要時間：5日間または10日間
所在地：オウル市中心部

Tailor-Made English Courses at Oulu-opisto
オウル・オピストのオーダーメイド英語コース
オウル・オピストはオウル市が運営するコミュニティカレッジです。
フィンランドでは4番目に大きく、3番目に歴史の長い本校は110年前に創
立され、現在は年間約50000時間の指導を提供しています。本校は年齢
や団体を問わずコースを開講していますが、大半の生徒（全体の76％）は
大人の方です。

本校は32名の常勤講師と約300名の非常勤講師を雇用しており、12100
人以上の学生を指導する成人教育の大手プロバイダーとして、また業界の
主要な雇用主として役割を果たしています。
オウル・オピストには6つの教育部門として、言語、音楽、ビジュアルアー
ツ、手工芸、スポーツと健康、ダンスと演劇があり、またその他の教科の講
義も開講しています（家庭科、インテリアデザイン、環境、歴史など）。
5日間コースのみでなく、10日間コースもあります。

時期：8月から6月まで
所要期間：5日または10日
対象年齢：16歳以上
人数：10-20人
オプション：リクエストに応じて周辺地区の周遊も可能です。
周遊の料金はコース料金には含まれていません。

<問い合わせ>
Minna Hukkanen, Outi Lohi
E-mail. minna.hukkanen@eduouka.fi, outi.lohi@ouka.fi
bit.ly/tailormadeenglishcourses

5日間コース（ランチは12時）

Code School Finland
コードスクール フィンランド

codeschoolfinland.com/wp/

コードスクール フィンランドは、プログラミングと21世紀型スキルの両方
を子どもから大人まで指導する、国内のリーディングカンパニーです。
私達は参加者それぞれの要望に応えてワークショップをデザインしてい
ます。目標は、生徒が試行錯誤しながら自らの力でタスクを達成すること
です。年齢に適したやる気を引き出す体験型プロジェクトやアルゴリズム
的思考を育む実戦練習、様々なデバイスを使ったプログラミング環境を通
して、この目標を実現することができます。
私達の指導教材は、フィンランドのコアカリキュラムが初等教育において
目標としている内容に沿って作成されています。

Coding Camps and Workshops
コーディングキャンプとワークショップ
キャンプやワークショップでは、参加者はチームで楽しいプロジェクトに
取り組みながら、プロの講師のサポートのもとでコーディングを学ぶこと
ができます。コーディングを学ぶことで、物事を分解して考える力、問題解
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09:00 ‒ 11:00 

11:15 ‒ 12:00

12:45 ‒ 13:30

13:45 ‒ 15:15

オリエンテーション

英語を話そう ー 発音特訓ラボ

英語を組み立てよう ー 文法＆単語特訓ラボ

活動しながら学ぼう

月
曜
日

09:00 ‒ 09:30

09:30 ‒ 11:00

11:15 ‒ 12:00

12:45 ‒ 13:30

13:45 ‒ 15:15

モーニングコーヒー／紅茶

英語を話そう ー 発音特訓ラボ

英語を組み立てよう ー 文法＆単語特訓ラボ

英語を組み立てよう ＋ みんなのストーリー

選択レクチャー

火
曜
日

09:00 ‒ 09:30

09:30 ‒ 11:00

11:15 ‒ 12:00

12:45 ‒ 13:30

13:45 ‒ 15:15

モーニングコーヒー／紅茶

英語を話そう ー 発音特訓ラボ （＋みんなのストーリー）

英語を組み立てよう ー 文法＆単語特訓ラボ

活動しながら学ぼう

活動しながら学ぼう

水
曜
日 

09:00 ‒ 09:30

09:30 ‒ 11:00

11:15 ‒ 12:00

12:45 ‒ 13:30

13:45 ‒ 15:15

モーニングコーヒー／紅茶

英語を話そう ー 発音特訓ラボ （＋みんなのストーリー）

英語を組み立てよう ー 文法＆単語特訓ラボ

活動しながら学ぼう

活動しながら学ぼう

木
曜
日 

09:00 ‒ 09:30

09:30 ‒ 11:00

11:15 ‒ 12:00

12:45 ‒ 13:30

13:45 ‒ 15:15

13:45‒ 15:15 

モーニングコーヒー／紅茶

英語を話そう ー 発音特訓ラボ （＋みんなのストーリー）

英語を組み立てよう ー 文法＆単語特訓ラボ

活動しながら学ぼう

活動しながら学ぼう

お別れの集い

金
曜
日 



決やデザイン思考、知識の習得と使い方などのスキルも同時に身につける
ことができます。
アクティビティの内容は、参加者の要望に応じて作成しています。しかし、
デジタルの世界を知り考え方を発展させること、コーディングで自身を
表現することを学ぶという目標はどのプランでも共通しています。プロ
ジェクト例には、3D環境でのゲームプログラミング入門やロボット工学と
IoTなどがあります。
このワークショップおよびキャンプでは、専門の講師またはチューター
が1日を通して生徒を指導します。1つのチームにつき3～4名です。

対象：12-20歳の学生または大人
参加人数：10-20人
言語：英語
通訳：日本語、韓国語、中国語
時期：通年
所要時間：ワークショップは1日3時間、キャンプは3～5日（それぞれ1日6時間）
所在地：Rantakatu 3, Oulu

<問い合わせ>
Jani Vallirinne
Add Rantakatu 3, 90230 Oulu
Tel. +358 45 124 8795
Email jani@codeschoolfinland.fi

Kaisu Pallaskallio
Add Rantakatu 3, 90100 Oulu
Tel. +358 44 355 7355
Email info@codeschoolfinland.fi
Web www.codeschoolfinland.com

なぜコーディング？
これからの未来において、私達には物事を分解して考える力や問題解決
能力、デザイン思考、知識を習得し活用するスキルが必要になってきます。
コーディングはこれらの21世紀型スキルを習得するのに最適な方法で、
子供達がデジタルの世界を知り考え方を発展させること、新たな刺激を
受け楽しみながら自身を表現することをサポートします。
今日では、読解や数学と同じようにコーディングも基本的なスキルの一つ
です。そのため、すでに世界中でたくさんの国がコーディングを初等教育過
程の国家カリキュラムに導入しています。フィンランドでは2016年、スウェー
デンでは2018年に導入され、日本は2020年の導入開始を計画しています。

なぜフィンランド？
PISA (Programme for International Student Assessment) にて、
フィンランドの子供達は科学・読解力・数学の分野で継続的に高いスコア
を出しています。その秘密は何でしょうか？
フィンランドでは、教育は子供達がテストに合格するための準備では
なく、平等の機会を得てより良い人生を生きるための準備をさせることを
目的としています。根底にある原則は、個々の生徒の可能性を見出し、
それを最大化させることです。
フィンランドの教育が成功している秘密は、平等であり楽しみながら生涯
学習を続けられるサポートをしているところです。コードスクールフィン
ランドはそれらの原則を守る教育を提供し、またそれを世界中に届けら
れることを誇りとしています。

どんなことができるの？
コードスクールフィンランドの体験では、コンピュータゲームを作ったり
ロボットを組み立てたりします。私達の目標は、テクノロジーを易しく面白
い方法で紹介し、もっと知りたいと思ってもらうことです。ワークショップ
での一番の学びは、コーディングはすべての人が挑戦でき、それを通して
より自信がつくことに気付けることです。
私達は参加者各々の要望に応えてワークショップをデザインし、年齢に
適したやる気を引き出す体験型プロジェクトを提供しています。膨大な
資材のライブラリから、参加者の年齢やスキル、目的、希望の時間に合わ
せてプログラムを作成させて頂きます。
私達のワークショップおよびキャンププログラムは、フィンランドの教師と
プログラマーの協力のもとフィンランドで開発され、コアカリキュラムが示
す目標を達成できるプログラムの提供を目的としています。
参加者にツールや興味、指針を与えることで学習の継続を目指します。
学んだことを実践に応用し、手と創造力を使って表現できるところが最大

の強みです。

対象：7歳-20の児童生徒または大人、保護者同伴の子供
最小年齢の要望：7歳
言語：英語（日本語の通訳サービスあり）
通訳サービス：あり（日本語）
時期：通年
所要時間：半日（3時間）から数日

CODING WORKSHOPS
コーディングワークショップ

参加者はプログラミングのプロジェクトをデザインし実装します。完成
したプロジェクトはおうちの方へ見せることができます。ワークショップの
間、参加者はそれぞれ個人またはペアで作業に取り組みます。プログラ
ミングの経験は不要です。

体験可能なワークショップのトピック：
コーディングに挑戦 - 年齢に合わせたプログラミング環境で、コーディン
グの原理を学び練習してみよう
ゲームクリエイター - 簡単でグラフィカルなプログラミング環境で、2次元
または3次元のシンプルなゲームを作ろう
親子でコーディング - 未来に向けたスキルを習得しながら、親子で充実
した時間を過ごしてみませんか。一緒にオリジナルのゲームを作り、初め
てのデジタル体験をしよう。

対象：7歳以上
レベル：初心者
参加人数：10-40人（講師1人につき生徒が最大10名）
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：半日-1日

ROBOTICS WORKSHOPS
ロボティクスワークショップ

個人または小さなチームで、ロボット工学のプロジェクトをデザインし実
装します。参加者には各々BBC micro:bitのマイクロコントローラと必要
なアクセサリーが支給されます。ワークショップの後にそれらを持ち帰る
ことも可能で、おうちの方に見せることができます。プログラミングの経験
は必要ありません。

体験可能なワークショップのトピック：
ハローロボット ‒ プログラミングの基礎やセンサーの作動、自動化と
ロボット工学の原則について学ぼう
音のシンフォニー ‒ ロボット工学を活用してオリジナルの楽器を作り、
みんなでオーケストラを組んで演奏しよう。
究極の迷路に挑戦 ‒ プログラミングでロボットを動かし、途中にある
仕掛けをクリアしながら複雑な迷路に挑戦します
親子でロボット工学 ‒ 未来に向けたスキルを習得しながら、親子で充実
した時間を過ごしてみませんか。一緒にセンサーで動くロボットをデザイン
し実装してみよう。

対象：7歳以上
レベル：初心者
参加人数：10-40人（講師1人につき生徒が最大10名）
言語：英語、日本語
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：半日-1日

2 day camp Become a Game Maker
ゲームメイカーになろう（2日間）
コーディングとゲームの実装の基本、ゲームデザインの理論や要素を紹介
します。参加者は各々コンピュータゲームをデザインし開発します。ハイ
ライトは、地元のゲーム会社で働く本物のゲーム制作者へのインタビュー
です。ゲームメイカーになるとはどういうことなのか、直接聞いて知ること
ができます。
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各チームがオリジナルのロボット製品をデザイン・実装し、新規ビジネス
のピッチングと販売の練習をします。活動を通して、それぞれのメンバー
が協同することやコーディング、英語、ロボット工学を学び、またフィン
ランドのスタートアップ企業やその文化について知る機会がたくさんある
でしょう。

対象：13歳以上
レベル：初心者-中級者
参加人数：20-120人（フィンランドの生徒1人につき参加生徒4人）
言語：英語、日本語
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：3日間

<問い合わせ>
Kaisu Pallaskallio
Add Rantakatu 3, 90100 Oulu
Tel +358 44 355 7355
Email info@codeschoolfinland.fi
Web www.codeschoolfinland.com

Valve Film School for Children
ヴァルヴェ映像スクール

ヴァルヴェ映像スクールは、青少年向けにオウル市のカルチャーセンター
「ヴァルヴェ」が提供する文化教育サービスの一環で、映像教育に特化し
たユニットです。ここでは児童、学生、大人向けにクラブやコース、ワーク
ショップを企画しています。子どもたちが自分の考えを映像という手段を
使ってクリエイティブに発信することを奨励し、芸術文化への好奇心を刺
激することを教育的目標としています。

Live-Action Film Workshop / 実写映画撮影ワークショップ
ヴァルヴェ映像スクールの講師らが、参加者をガイドし映画制作の秘密を
伝授します。
ヴァルヴェ映像スクールのワークショップで、新たな傑作映画をつくろう！
このワークショップは5つのステップ（ブレインストーミング、脚本、撮影、
編集、試写）で構成されています。グループには撮影機材やグリーンバック
のスタジオ、編集用パソコン、衣装やメイクアップ道具が貸し出されます。
所要時間はだいたい4時間から16時間の間で調整可能です。このワーク
ショップのハイライトは試写会で、制作した映画を実際の映画館の大きな
スクリーンにて上映することができます。
映画のお供のスナックはもちろん、ご希望に合わせてケータリングやより
豪華なサービスも手配可能です。
参加者は希望のフォーマットにて映像作品を持ち帰ることができます。
また、フィンランド人の参加者と一緒にワークショップをアレンジすること
も可能で、制作を通してお互いの異なる習慣や文化を伝えあう体験もでき
るでしょう。

対象：小学生から高校生 
参加人数：4-25人
言語：英語
時期：通年
所要時間：4時間-16時間
所在地：Cultural Centre Valve, Oulu, Finland

Stop-Motion Animation Workshop
ストップモーションアニメーションの制作ワークショップ
ヴァルヴェ映像スクールの講師らが、参加者をガイドしアニメーション制
作の秘密を伝授します。
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対象：9歳以上
レベル：初心者
参加人数：10-40人（講師1人につき生徒が最大10名）
言語：英語、日本語
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：2日間

3 day camp Robotic Security Systems
ロボットセキュリティシステム（3日間）
自動化や実践的なロボット工学の実装について学びます。参加者はセン
サーテクノロジーを活用した、様々なロボット警報システムをデザインし
実装します。完成した警報はセキュリティ制御付きの宝探しゲームに組み
込まれ、より一層ゲームを楽しむことができます。

対象：9歳以上
レベル：初心者
参加人数：10-40人（講師1人につき生徒が最大10名）
言語：英語、日本語
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：3日間

4 day camp Robotics Escape Room with Finnish co-students
フィンランド人の生徒と一緒に、ロボット脱出ゲームに挑戦（4日間）
このキャンプでは自動化やロボット工学、コーディングの原理を学べる、
実践的かつ体験型のプロジェクトに取り組んでいきます。コーディングの
経験がなくても、ロボットを動かすことができます。ここでは新しい思考
法を取り入れたり、フィンランドの子供達と交流したりと、多くのことが
経験できます。
7年生から12年生（13歳以上）の様々な国の学生グループが対象で、先生
と一緒にもしくは自分達だけでも申し込めます。コーディングやロボット
工学の経験は不要です。このキャンプで新しいアイデアやテクノロジーを
学び、また自分のスキルをさらに磨けます。
参加者はコーディングの仕方を学び、自動化について理解を深め、電子
装置を実践的に使ってセンター式ロボットのパズルを実装します。生徒は
3～4人のチームに分かれて活動します。各チームに1人ずつフィンランド人
の生徒が入り、キャンプ中チームをサポートし引率してくれます。各チーム
がオリジナルのロボットパズルをデザイン、実装し、最後にはお互いの
パズルに挑戦し合います。パズルはキーパッドやポテンショメータなどの
入力装置、LEDディスプレイやサウンドなどの出力装置を搭載し、
センサー技術を活用することで環境の特徴や変化が感知できます。パズル
をデザインし、コーディングして組み立てていく中で、それぞれのメンバー
がコーディングや英語また協同することを学び、フィンランド人の生徒と
彼らの生活について知る機会がたくさんあるでしょう。

対象：13歳以上
レベル：初心者-中級者
参加人数：20-120人（フィンランドの生徒1人につき参加生徒4人）
言語：英語、日本語
時期：通年
スケジュール：毎日9時から17時まで
所要時間：4日間

3 day camp Innovation and Startup Culture with Finnish co-students
フィンランド人の生徒と一緒に、イノベーションとスタートアップ文化を学ぼう(3日間)
ロボット製品を開発、デザイン、実装し、新規ビジネスのピッチングと販売
の練習をします。新たなイノベーションに刺激を受け、協同することや
コーディング、英語、ロボット工学を学び、そしてフィンランドのスタート
アップ企業について知ることができます。キャンプではオウル地域の企業
訪問やスペシャリストの講義も含まれ、イノベーションやスタートアップ
文化、IoTやXR、3Dなどのテクノロジーについて学べます。
このキャンプでは、イノベーションや製品開発について知りたい中高校生
を対象に、ロボット製品のコーディングや実装を学べる体験を提供してい
ます。製品をゼロからデザインし実装する中で、参加者は論理を開発しな
がら洗練し、様々な問題のメカニズムとその解決策を知り、新しい思考法
を取り入れていきます。
生徒は3～4人のチームに分かれて活動します。各チームに1人ずつフィン
ランド人の生徒が入り、キャンプ中チームをサポートし引率してくれます。



所要時間：1時間半
所在地：カルチャーセンターヴァルヴェ

<問い合わせ>
Veli-Matti Ural
Add. Hallituskatu 7 90100 Oulu
Tel. 050 465 0916
Email. veli-matti@oulucomics.com
Web. www.oulucomics.com/en_US/

Science Centre Tietomaa
ティエトマー科学センター

www.ouka.fi/oulu/luuppi-english/science-centre-tietomaa

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、ティエト
 マー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
科学＆物理ワークショップ
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。
実験例：フィンランドのお菓子「リコリス」:リコリスは何でできているの？
リコリスの歴史について。
座学：酸と塩基、滴定、当量点
石鹸を作ろう：石鹸の歴史、ココナッツ石鹸づくり

所要時間：1-2時間
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。

<問い合わせ>
Science Centre Tietomaa
Tel. +358 50 316 6489
E-mail. myynti.tietomaa@ouka.fi

Fab Lab Oulu
ファブラボオウル

www.oulu.fi/fablab/

ヴァルヴェ映像スクールのアニメーションワークショップは、ブレインス
トーミング、脚本、コマ撮り、編集、試写という5つのステップで構成されて
います。アニメーションは工作用の粘土や紙の切り抜き、レゴなどの物や
材料を使って制作します。所要時間はだいたい4時間から16時間の間で
調整可能です。このワークショップのハイライトは試写会で、制作した
映画を実際の映画館の大きなスクリーンにて上映することができます。
映画のお供のスナックはもちろん、ご希望に合わせてケータリングやより
豪華なサービスも手配可能です。参加者は希望のフォーマットにて映像
作品を持ち帰ることができます。
また、フィンランド人の参加者と一緒にワークショップをアレンジすること
も可能で、制作を通してお互いの異なる習慣や文化を伝えあう体験もでき
るでしょう。

対象：小学生から高校生 
人数：4-25人
言語：英語
所要時間：4時間-16時間
所在地：Cultural Centre Valve, Oulu, Finland

Trick Shot Workshop / トリック撮影ワークショップ
トリック撮影ワークショップでは、参加者は驚きのトリックや錯覚をつく
ることができます。必要なものはビデオカメラそしてトリック完成のため
の溢れる想像力とクリエイティビティだけです。
このワークショップには4つのシンプルな仕掛けがあり、それらの制作を
通して参加者は、メディア技術や横断的能力を楽しみながら育むことが
できます。

対象：小学生から高校生 
参加人数：4-25人
言語：英語
時期：通年
所要時間：2時間
所在地：Cultural Centre Valve, Oulu, Finland

<問い合わせ>
Tommi Nevala
Add. Cultural Centre Valve, P.O. BOX 42, FI-90015 CITY OF 
OULU
Tel.  +358 44 703 7547
E-mail. tommi.nevala@ouka.fi
www.kulttuurivalve.fi/sivu/fi/elokuvakoulu/english/

Oulu Comics Center
オウル・コミックセンター

オウル・コミックセンターには、毎日見たり、読んだり、借りたり、買ったり、
そして描いたりする「パネル」があります。北フィンランド最大の都市
オウルは、コミックカルチャーの世界において、活気溢れる刺激的な出会
いの場です。

Comic Book Workshop / コミックブックワークショップ
子供向けの漫画ワークショップです。このワークショップでは、参加者は
それぞれオリジナルの漫画をデザインし作成します。教えてくれるのは
プロの漫画家達です。

対象：修学旅行やキャンプスクール
参加人数：6-15人
言語：英語、フィンランド語
時期：毎週水曜日18時まで
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アを形に変えるお手伝いをします。

対象：関心のある方は誰でも参加可
参加者の最小または最大人数：最大20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：無
時期：要相談（夏季休暇および祝日を除く）
所要時間：2時間
 
<問い合わせ>
Jani Ylioja
Add. Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, 90570 Oulu  
Tel. +358 50 575 4293
E-mail. fablab@oulu.fi

Finpeda Ltd.
フィンペダ

フィンペダは教育および学習分野に強いフィンランドの会社です。長期に
わたり、オウルとヘルシンキでフィンランド教育スタディツアー（FEST）を
運営してきました。私達が目指すのは、教育面に重点を置いた高品質の
スタディツアーをフィンランドの文化と共に提供することです。学校や
専門家たちの広いネットワークを活用することで、それぞれのお客様に適
した学校訪問をご案内することができます。

Finnish Education Study Tour (FEST)
フィンランド教育スタディツアー（FEST）
フィンランドの教育制度を学び、文化を味わおう！
フィンランド教育スタディツアー（FEST）は、学校、機関、企業への訪問
や教育分野での専門家（校長、教員、ステークホルダー、研究者、学生）
とのディスカッション、要望に合わせたテーマや分野の講義、文化的な
プログラムを含む高い品質を誇るスタディツアーです。ほとんどの場合
プログラムはご要望によって作成致しますが、お一人で参加される場合
や他の国からのメンバーと共に参加を希望の場合（日程はウェブサイト
からご確認下さい）には、一般的なツアーのご案内も行っております。
訪問先の学校はどこも独自の革新的な実践や教育学、建築、テクノ
ロジーの活用などで広く知られており、それぞれの団体に合わせて慎
重にお選びします。
フィンランド教育スタディツアーは、通常月曜日から金曜日までの5日間
のプログラムですが、長めのプログラムに調整することも可能です。
基本のプログラムでは、最初の4日間はオウルにて毎日いくつかの学校
を訪問し、5日目にはプダスヤルヴィとロヴァニエミへ日帰りバス旅行を
します。スタディツアーの締めは、サンタクロースとのご対面とトナカイ
牧場への訪問です。最終日には参加証明書も発行されます。
フィンペダのガイドがスタディツアーの全日程に同行させて頂きます。
ガイドは全員教育分野でのエキスパートであり、参加者の皆様の質問に
お答えし、補足情報をご提供します。また、何か問題があればお手伝い
し、皆様がフィンランドで素晴らしい時間を過ごせるようにサポート
させて頂きます。
このプログラムの料金には、様々なレベルでの学校や教育機関への
訪問と専門家との対談の機会、必要な資材、オウルおよび北部フィン
ランドへの交通費、全日程の昼食と最終日の夕食が含まれています。
またプログラムを追加することも可能です（フィンランド式サウナ体験、
コイテリの急流やティエトマー科学センターへの訪問など）。

対象：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、意思決定者、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。

ファブラボは、デジタルマニュファクチャリングの小さなワーキングスペー
ス（fabrication laboratory）で、米国MIT（マサチューセッツ工科大学）
が推奨するオープンイノベーションのコンセプトに準拠しています。
ファブラボでは、オリジナルの製品やハードウェアをゼロからデザインす
ることができます。当施設はオウル大学構内にあります。

Technical visit at Fab Lab / ファブラボでのテクニカルビジット
What is a Fab Lab? / ファブラボって何？
Fab Lab（fabrication laboratory）はデジタルファブリケーションの
利用機会を提供する小規模なワークショップです。いつでも利用可能な
工業用グレードのファブリケーション技術と工作用の電子機材を備え、
オープンソースのソフトウェアによりサポートされています。
ファブラボには2Dや3D構造の物体をつくるレーザーカッター、アンテナ
やフレキシブル回路を作るための銅箔を切るビニールカッター、回路
基板や精密部品を作る高精度のNCミリングマシン、家具や家づくりにも
使用される大型ウッドルーターが装備されています。
また、電子部品一式やプログラミングツールも利用可能で、低コストかつ
高速のマイクロコントローラを用いた電子回路をその場でラピッドプロト
タイピング出来ます。

ファブラボオウル
ファブラボオウルは、デジタルマニュファクチャリングの小さなワーキング
スペース（fabrication laboratory）で、米国MIT（マサチューセッツ工科
大学）が推奨するオープンイノベーションのコンセプトに準拠しています。
ファブラボでは、オリジナルの製品やハードウェアをゼロからデザイン
することができます。当施設はオウル大学構内にあります。
ファブラボオウルはフィンランド国内で2番目に開設され、世界共通で
あるファブラボのコンセプトに基づき、様々なツールや設備、ソフトウェア、
実践の機会を提供しています。3台の3Dプリンタ、レーザーカッター、
ビニールカッター、高精度なミリングマシン、電子ワークベンチ、オープン
ソースのデザインソフトウェアが利用可能です。
ファブラボオウルでは、自分でプロトタイプを作成し、様々な研究や教育
的プロジェクトのニーズを満たすことができます。簡単に使える多種多様
な機械、工程、コード、機能を提供し、あなたのアイデアを形に変えるお手
伝いをします。さらに、デジタルモデリングやファブリケーションに関する
様々なイベントやワークショップ、プロジェクト、トレーニングアクティビ
ティも開催しています。

ファブラボの使い方
1.ファブラボ オウルのスケジューラーに登録します (fablab.virtues.fi/fablab)
2.実際に来てどんな機械や機能があるか調べてみましょう
3.作品をデザインします
4.所要時間の概算をスタッフに聞きましょう
5.ファブラボスケジューラーで機械の使用時間を予約します
6.材料は自分で持ち込みましょう
7.自分の手で作品をつくります（予約時間内に終わらせるようにしましょう）
8.使用中に離れてはいけない機械もあるので注意しましょう
9.余った材料は持ち帰るかファブラボに寄付して下さい（利用者の個人的
   なストレージとして使わないで下さい）
10.機械の利用は無料です
11.小さいサイズであればファブラボ内の余った材料を使うことができます
     （直接来て確かめて下さい）
12.機械の使用やデザインで困ったことがあればスタッフがお手伝いします

当施設について
ファブラボオウルでは、自分でプロトタイプを作成し、様々な研究や教育
的プロジェクトのニーズを満たすことができます。
簡単に使える多種多様な機械、工程、コード、機能を提供し、皆様のアイデ
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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

<問い合わせ>
Tanja Ryymin
Add. Vellamontie 12 90510 Oulu
Tel.  +358445277684
E-mail. tanja.ryymin@finpeda.fi /contact@finpeda.fi
www.finpeda.fi

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

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
•学校全体としてのイニシアチブ
•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

17

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。追加の夜間プログラム-フィンランドのサウナとお菓子

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

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

2.00 pm ‒ 3.00 pm

3.00 pm

ホテルから学校までの移動

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の説明

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



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
対象：教師、学校長、教育管理職

<問い合わせ>
Ros Cooper
Tel. +358 40 535 1267
Email. ros@roscooper.com

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
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リコリスのような
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：1.5-2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
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
小さな箱の形で作るので、自宅に持ち帰ることができます。

所要時間：約1.5-2時間、子供も大人も参加可能。

<問い合わせ>
Oulu Museum of Art OMA 
Tel. +358 44 703 7471
E-mail. peda.taidemuseo@ouka.fi

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.ouka.fi/oulu/luuppi-english/kierikki-stone-age-centre

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。

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：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

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。

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・ルーッピ

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月中旬から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
ボ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

Explore and Learn in Turkansaari　
トゥルカンサーリ野外博物館で学ぼう

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

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。本博物館は、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。合計2kmほどの距離があります。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
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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
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。

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

Lovi
ロヴィ

ロヴィ社は、家族経営の北部フィンランドの会社です。私達の商品は木で
できた部品を組み立てて作る立体的なオブジェで、すべてアンネ・パソに
よるデザインで特許も取得しています。
商品は100％国産で、PEFC認証の高品質の白樺合板で作られています。
道具を使わずにすべて手で組み立てることができます。ロヴィの一番小さ
な商品は封筒サイズで気軽に送ることもできます。パーツをぴったりと
組み合わせれば、その美しい形から生き生きとした姿を感じるでしょう。
手作りの喜びをぜひ感じて下さい。

「プラスチック製のクリスマスツリーの飾りを見て、これを木で作ってみた
いと思ったのが2001年でした。一番はじめの作品はベニヤ板のパーツを
のりで付けたものでした。私はすぐに、これは立体のパズルのように、
作る人が組み立てを楽しめるものがいいと思いました。新しいタイプで
は、それぞれのパーツがはまりやすいように接合部分を改良し、このアイ
デアを実現することができました。パッケージにはポストカード型のラベル
を貼って、そのまま送れるようにしました。そして2003年に、最初のサンプル
は季節の挨拶として世界中に届けられました。
出だしは好調、それに後押しされ、私はロヴィの世界に新たな生き物を
デザインし続けています。」

LOVI Workshop / ロヴィワークショップ
ロヴィのクリエイティブな世界へようこそ！ロヴィの愛らしい生き物たちと
一緒に、忘れられないひとときを過ごせるでしょう。
ワークショップでははじめに「ロヴィの今と昔」という展示を通して、
ロヴィ社の紹介とデザインの工程に関する説明を受けます。そして次は
アートの時間の始まりです。いくつかのオプションから好きな形を選ん
だら、皆様だけのオリジナルキャラクターへと仕上げていきます。想像力

を使って、手作りの工程をお楽しみ下さい。ロヴィワークショップでは組立
から色付けまで行います。

対象：ロヴィが好きなすべての方（年齢不問）
参加人数：1グループ2-15人（2人分の料金から開催可）
言語：英語、フィンランド語
時期：通年
所要時間：2時間半

<問い合わせ>
Mikko Paso
Tel. +358 40 764 0158
E-mail. info@lovi.fi
www.lovi.fi

Oulu Music Festival
オウル音楽祭

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

Oulu Music Festival international masterclasses
オウル音楽祭国際上級クラス
クラシック音楽にて上級レベルの学生向けに開講されるオウル音楽祭国際
上級クラス。
オウル音楽祭は、クラシック音楽の分野にて国際上級特別クラスを開講
しています。生徒はコースの期間中、プライベートレッスンを毎日受講しま
す。中にはオウル音楽祭で実際に演奏する機会を獲得する生徒もいます。
このコースは、授業内容を後から学ぶ形で出席する受動型の学生も履修
することができます。

対象：クラシック音楽にて上級レベルの学生（楽器はその年ごとに変わります）
参加人数：参加者は各上級特別クラスの構成に応じて、その定員や応募
状況により選出されます。
言語：英語、フィンランド語
時期：3月
所要時間：月曜から金曜の週5日
所在地：オウル応用科学大学、文化学部

Oulu Music Festival international masterclasses
オウル音楽祭国際上級クラス
リズム音楽ジャンルにて上級レベルの学生向けに開講されるオウル音楽
祭国際上級クラス。
オウル音楽祭は、リズム音楽ジャンル向けの国際上級特別クラスを開講し
ています。指導はグループセッションという形で行います。すべての生徒
がこのクラスでの最終コンサートにて演奏をします。このコースは、授業
内容を後から学ぶ形で出席する受動型の学生も履修することができ
ます。グループセッションの他にも、参加型と受動型の両方の生徒を指導
する一連の講義もあります。

対象：リズム音楽ジャンルにて上級レベルの学生（ジャズまたはポップス）
参加数：参加者は各上級特別クラスの構成に応じて、その定員や応募状
況により選出されます。
言語：英語、フィンランド語
時期：3月
所要時間：月曜から金曜の週5日
所在地：オウル応用科学大学、文化学部
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<問い合わせ>
Ville Kess
Add. c/o Oulu Music Festival, Kirkkokatu 17 A 17, 90100 Oulu
Tel. +358 (0)44 3663818
E-mail. masterclass@omj.fi
Web www.omj.fi/en

SuperPark
スーパーパーク

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

SperPark LX ‒ learning math in SuperPark
スーパーパークLX‐スーパーパークで数学を学ぼう
スーパーパークLXは、学校に通う子どもたちが楽しく運動しながら数学
を学ぶ体験ができるようなアクティビティです。
スーパーパークでの数学レッスンは、動きと数学、論理的思考、問題解決、
心を動かすストーリーテリングを組み合わせて設計されています。コンテ
ンツは小学校3年生や4年生のカリキュラムを元に作成されていますが、
その他の学年に合わせて特別に作成することも可能です。
スーパーパークで数学を学ぶ体験をすることで、屋外学習の促進、自信
をつけ学校へのやる気を引き出す、身体を動かす楽しさを学ぶ、グループ
ワークに必要なスキルを養う、知力や運動能力が伸びるなど、たくさんの
利点があります。

対象：学校や機関
最少年齢：7歳
参加人数：最低10人
言語：英語
時期：通年
所要時間：1-2時間

<問い合わせ>
Mari Al-nazary
Add. Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
Tel. +358 40 838 8809
E-mail. mari.al-nazary@superpark.fi
www.superpark.fi 

Go Arctic DMC
ゴー・アークティック (DMC)

Go Arcticはオウル地域または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、北部エリアの観光に特化したツアーオペレーターです。
レジャー旅行、スクールキャンプ、教育および産業視察、MICEなどの様々
なパッケージをご提供しています。また、必要に応じてレジャーアクティビ

ティも組み合わせることも可能で、ガイド付の市内ツアーや冬季と夏季で
異なる自然体験もご用意しています。オウル地域の公式ガイドの予約も
行っています。

Nature day in Koiteli / コイテリでのネイチャー・デイ

キーミンキ川のほとり、コイテリでは仲間と共に素敵なアウトドアを楽し
むことができます。コイテリはサーミ語で「真ん中」という意味の単語に由
来しています。2つの急流のちょうど真ん中にあるこの島で、楽しい野外活
動を体験しましょう。1日を通して、季節に応じたアクティビティに挑戦す
ることができます。

夏季から秋季：カヌー、魚釣り、ベリー・きのこ狩りとお花摘み体験
冬季：そり、スノーシュー、スノーペインティング、雪だるま作り体験

トナカイに会い、地元のトナカイファームの牧夫から面白い話を聞くことも
できます。冬季にはトナカイのそり体験ももちろんコースに含まれています。
また、トゥンネルマトゥパ（山小屋）の中で手工芸ワークショップに参加し、
フィンランドの木を使った手作りのお土産を持ち帰ることができます。
コイテリはオーロラ観察にも最適！夜間プログラムへの調整も可能です。
焚火のそばでランチを召し上がれます（ランチは別途追加になります）。
また夜間のプログラムもご予約頂いた場合には、3種コースのディナーを
お楽しみ頂けます。コースのメインは焚火で調理したサーモンです（別途
追加）。コーヒー、紅茶、ジュースとクッキーが含まれます。
 
対象：子供から大人までどのグループも可能
最少年齢：12歳
参加人数：10-50人。これより小さい（または大きい）グループは要相談
言語：英語
通訳：日本語　追加料金にて対応可能。
時期：通年
所要時間：4-5時間
所在地：コイテリ急流地区（中心部から30分）
昼食と夕食は追加料金が発生します。料金は応相談。

Art and Craft = HANDMADE HAPPINESS
アートと工作＝ハンドメイドの喜び

タイトショップ・オウル（Taito Shop Oulu）でのアートと工作のワーク
ショップ。ここでは自分だけの一つしかない作品を作り、お土産にするこ
とができます。
アート・工作ワークショップが開かれるタイトショップは、オウルの中心に
ある歴史的な木造家屋で、自分だけの1つしかない作品をつくり、お土産
にすることができます。必要なのは心を開放し、手を動かすことだけ！
満面の笑みを浮かべ、喜びと達成感を味わうこと必至です。
ワークショップの後には、タイトショップが販売している、ユニークで良質
な商品の数々を見ることもできます。贈り物やお土産、インテリア用品、
洋服、アクセサリー、そしてオウル関連商品と幅広いセレクションの品々
は、すべてハンドメイドまたは小規模メーカーにより製作されています。

Hanna’s rose / ハンナのバラ
所要時間1時間
紙ひもを使ってロマンティックなバラを手作りし、お家やコートの襟元を
おしゃれに飾ってみませんか。この紙を縒って作るバラは、かつてこの家
に住んでいたハンナという女性にちなんで名付けられました。

Pearl necklace / パールのネックレス
所要時間1時間
クラシックな一連のネックレスまたはブレスレットを、木やフェルト、白樺
の樹皮でできた「パール」で作ります。

Magic of candles / キャンドルの魔法 
所要時間3時間
キャンドル作りはとても簡単に習得することができます！自然の材料で飾
り付けした小さなジャーにロウを流し込むだけ。中身を使い切ったら、
ジャーに新しいロウを流して再利用、または既存のキャンドルのホルダー
として利用することもできます。
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21

ARTS AND CRAFTS WITH A brunch 
ブランチ付きアート・工作ワークショップ
所要時間4時間
一度に3つのワークショップが楽しめるコースです。ジュエリーワーク
ショップ（フェルトでつくるお花のリング）、針金細工ワークショップ（ハート
形のフック）、紙細工ワークショップ（紙でつくるバラ）が含まれます。作業
の合間には、カフェ・ハンナでの美味しいブランチもお楽しみ頂けます。
オプションとして、この家の主であるミス・ハンナの幽霊が、ブランチに
ご一緒し、オウルの歴史あるお話を聞かせてくれるかもしれません。

対象：子供から大人までどのグループも可能
参加人数：10-30人。これより小さい（または大きい）グループは要相談
言語：英語
通訳：日本語　追加料金にて対応可能。
時期：通年
所在地：Taito Shop Oulu (Rautatienkatu 11b, Oulu)
その他のエリアでの開催は追加料金にて相談可能。
＊コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、昼食は追加料金が発生します。

Meeting the Tar Elfs / タールエルフに会いに行こう

松の木はオウルを豊かにし、歴史の初期にこの町が国際的に知られる
きっかけとなりました。このプログラムは学校の団体旅行に最適で、
トゥルカンサーリ野外博物館にて、タールの伝統とオウル地域の歴史に
ついて学べます。
タールエルフは、パイヴィ・ホンカコスキ（Päivi Honkakoski）とルディ・
ワン（Ludi Wang）の著書タールの妖精トイボ（Tar Elf Toivo）に登場す
る妖精のキャラクターです。このプログラムでは、オウル川のほとりにある
トゥルカンサーリ野外博物館の美しい景観の中で、このタールエルフ達に
会えます。エルフ達が博物館の周りを案内し、タールの伝統と歴史につい
ての短いガイドツアーを行ってくれます。また、フィンランドの歴史ある伝
統的なゲームでエルフ達と一緒に遊び、博物館エリアの建物を見学しなが
ら、初期の人々がどのようにここで生活していたかを学ぶことができます。

対象：学校の団体
最少年齢：6歳
参加人数：10-60人。これより小さい（または大きい）グループは要相談
言語：英語
通訳：日本語　追加料金にて対応可能
時期：5月中旬から9月末まで
所要時間：1時間30分
所在地：トゥルカンサーリ野外博物館（中心部から20分）
オプション：タールの妖精トイボの本を参加者に贈呈。フィンランド語、
英語、日本語があります。料金は応相談。コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、
昼食は追加料金が発生します。

Arctic Homestay and Arctic Homevisit
北極圏でのホームステイとホームビジット

オウル地域にて、約10家族（2019年7月時点）がGo Arcticのネットワーク
に参加し、ホームステイやホームビジットのプログラムを提供しています。
フィンランドの典型的なお家やフィンランド人の生活を知るには、ホーム
ステイは素晴らしい方法でしょう。私達のネットワークには、様々なタイプ
の家族（異なる年齢の子供がいる家庭や退職した夫婦、自営業をしてい
る家族など）が参加し、サービスを提供しています。
彼らのお宅は一戸建てや集合住宅、アパートで、場所は市内の中心部から
郊外まで様々ですが、ほとんどは地方のエリアにあります。
ホームステイは1人または2人での滞在も可能です。同時に4人まで受け
入れ可能な家庭もあります。ベッドは各ゲストに1台ずつ提供されます。
ホームビジットはグループの希望に合わせてプラン作成ができます。滞在
時間は1-4時間で、フィンランドのお家についての簡単な説明はもちろん、
一緒にパイを焼く体験など、アクティビティを組み合わせることも可能
です。昼食や夕食に合わせた訪問も可能です。

対象：学生および大人
最少年齢：12歳
参加人数：1-20人。これより大きいグループは要相談
言語：英語

通訳：日本語　追加料金にて対応可能
時期：通年
所要時間：1-3泊。長期の滞在はご相談下さい。ホームビジットは応相談。
所在地：家族はそれぞれ中心部から車で45分圏内に居住
料金には朝食と軽い夜食、シーツ類が含まれます。また、中心地からの行
き帰りの移動も含まれています。

<問い合わせ>
Kirsi Eskola
Add. P.O.Box 16, 90901 Kiiminki 
Tel. +358-44-4333151
E-mail. Kirsi.eskola@goarctic.fi
Web www.goarctic.fi

Eventours
エヴェンツアー

エヴェンツアー(Eventours)はネイチャーアクティビティ、自然学習に特化
した会社です。弊社と弊社のネイチャー及びチームアクティビティは、父か
ら息子へ、または母から娘へとフィンランド人が学ぶすべてのことを教え
るかのように特別に設計されています。また、伝統的なゲーム、自然の
中でのアクティビティ、または過去の歴史や知識を学びながら行うという
楽しい側面もあります。

Live like a Finn ‒ home accommodation, finnish games and dinner
フィンランド人の生活体験－ホームステイ、フィンランドの伝統的ゲームとディナー
フィンランド人の暮らし方、自然の中での子供達の遊び方など、フィンランド
人の生活を1日でオウル地域で体験できます。日中、ヴィヒルオト
(Vihiluoto)でのガイド付アクティビティでネイチャー体験に慣れ、屋外で
過ごすフィンランド人の体験をします。例えば、冬は凍った海と雪での体
験など、アクティビティは季節によって異なります。フィンランドの伝統的
なゲームなどの体験など、フィンランドの文化を学び、そしてもちろん楽し
い時間を過ごす素晴らしい可能性を与えてくれます。そしてフィンランド人
のアウトドアで必須のソーセージ「マッカラ」も直火で焼きます。フィン
ランドの「ホームスタイル」ディナーを提供するレストランで一日が終わり
ます。ホームステイでは、フィンランド人の暮らし方、家族の生活、夕方の
スナックと朝食など、フィンランド人の姿を学ぶことができます。

含まれるサービス：
•フィンランド人の家での宿泊
•夜のスナック、朝食、リネン
•アクティビティ、スナック（直火によるマッカラ）
•「ホームスタイル」-レストランでのディナー（3コース）

その他プログラム例
・サファリ大満喫
・サイクリングツアー
・タールボート漕ぎのステップ
・凍った海でのアドベンチャー
・白夜のナイトカヌー
・オーロラハンティング
・トナカイファーム見学

＊詳細については、レジャー用プロダクトマニュアルを参照下さい。

＜問い合わせ＞
Eventours
Ulla Anttila
Tel. +358 (0) 40 7611 466
ulla.ant tila@eventours.fi
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sales@eventours.fi
www.eventours.fi

Finlandia Hotel Airport Oulu
フィンランディアホテルエアポート・オウル

airpor thotel.fi

フィンランディアホテルエアポート・オウルはオウル空港から4km先の
海岸にある美しいホテルです。海辺の大変静かな場所にあり、美しい
海の眺めが自慢のホテルです。ホテルから延びるヴィヒルオト（Vihi-
luoto）の自然遊歩道はケンペレーンラハティ湾（Kempeleen laht i  
bay）の海岸まで続きます。鳥がお好きな方はそこでたくさんの野鳥が
見られます。凍った海のすぐそばにあるラップランド式の小屋コタや、
当ホテルオリジナルのスペイン料理レストランも魅力の1つです。
ホテルには素晴らしいフィンランド式のサウナも付いています。
 
Camp School program in Vihiluoto: Nature and Nightless Night 
ヴィヒルオトでのキャンプスクールプログラム：フィンランドの自然と沈ま
ない夜を体験しよう
フィンランド人のように北極圏の自然を体感し、沈まない夜を楽しもう！

1日目: 
海辺のコタ（ラップランド式の小屋）で夕食
夕食はコタの中の焚火で調理します。食事と外で過ごす時間をお楽しみ下さい。 

2日目:
ヴィヒルオトの自然ツアー
澄んだ空気の中で、フィンランドの伝統的な野外遊びやアクティビティを学ぼう
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
ゼッペリンショッピングモールでお買い物
ホテルで夕食
沈まない夜のカヌートリップ。北の地ならではの白夜を体験し、オウル
の町やオウル川の中州を海から眺めましょう。
ホテルで夜食

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

対象：キャンプスクールについて学びたい方
参加人数：15-20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：有　日本語（別途料金）
時期：5月-9月
所要時間：3日間

Camp School program in Vihiluoto: Northern lights, Finnish 
Christmas and frozen sea
ヴィヒルオトでのキャンプスクールプログラム：オーロラと氷海、フィンラ
ンドのクリスマスを体験しよう
オーロラハントツアーへの参加や、フィンランドの伝統的なクリスマスを
体験出来ます。クリスマスの特別な食事を楽しみ、サンタクロースと一緒
にお祝いしましょう。また、凍った海の空気を体感し、海辺にあるラップラ
ンド式の小屋で伝統的な食事がお楽しみ頂けます。

1日目: 
海辺のコタ（ラップランド式の小屋）で夕食
氷海のそばにあるコタの中で、焚火を使って夕食を調理します。食事と星
空の下で過ごすラップランドスタイルの時間をお楽しみ下さい。 

2日目:

ヴィヒルオトの自然ツアー
氷海の澄んだ空気の中で、フィンランドの伝統的な野外遊びを学ぼう
フィンランディアホテルエアポート・オウルで昼食
サンタクロースに会いに行こう。ケンペレ博物館でフィンランドの伝統的
なクリスマスについて学び、特別な食事を楽しみます
オーロラハントバスツアーに参加。オーロラ現象についてを学びます。
（スナック付）

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

対象：キャンプスクールについて学びたい方
参加人数：15-20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：有　日本語（別途料金）
時期：9月-4月（だいたい1月から3月に海が凍ります。それ以外の時期には、
凍った海でのアクティビティはヴィヒルオトの自然や海岸で実施されます）
所要時間：2泊3日

＜問い合わせ＞
Pentti Säkkinen 
Add. Vihiluoto 10, 90440 Kempele
Tel. +358 8 514 5100
E-mail. sales@airporthotel.fi 

M/S Oulu, Merell inen Oulu Associat ion: 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Pitkänmöljäntie 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、
オウルの群島での自然体験、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設備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。

対象：団体、ファミリー、教育旅行。
参加人数：10-22 人 (7歳以上)
言語：英語とフィンランド語
時期：5月15日から10月末まで
その他：市街地と空港の送迎も可能（要問い合わせ）

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（午後）
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
海上で航海活動
ビュッフェ昼食、お茶と軽食は常時用意あり
ロウッタ(Röyttä)島に到着
島北部での散策と自然体験
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（午後）
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
海上で航海活動
ビュッフェ昼食、お茶と軽食は常時用意あり
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
国内の動物が見られる小さな動物園に移動、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、海上で航海活動および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

Zero Waste City / Kiertokaari and Solved
ゼロ ウェイスト シティ / キエルトカーリ・ソルヴド

キエルトカーリ（Kiertokaari）は自治体が運営している会社で、およそ
272,300人が住む9つの異なる地域を管理しています。
キエルトカーリは廃棄物の処理や、廃棄物削減とリサイクル促進のため
の指導および役立つ情報発信を行っています。また、キエルトカーリは
ルスコ廃棄物処理センターにて、埋め立て用の安全な土地を提供してい

ます。ルスコ廃棄物処理センターは有害廃棄物の回収も行っています。
私達の事業の根幹は持続可能性を追求し、ビジネスモデルを持続的に
発展させることです。私達はお互いを尊重し、皆が平等であると考えてい
ます。また、私達の行動のすべてが、社会に良い影響を与えるものである
こと、そして可能な限り最良の方法で、自然や周囲のものを大切にする
ことを目指しています。

Educational visit program / 教育視察プログラム

Rusko waste treatment centre ‒ only 0,6% landfilled
ルスコ廃棄物処理センター　埋立処分率わずか0.6％
キエルトカーリ社の簡単な説明と、主な仕事内容や責任、重要なプロセス
について学びます。職員や売上高について知り、オウル市の組織の一部と
してどのような役割を担っているかも学ぶことができるでしょう。この
訪問には、ルスコ廃棄物処理センターについての基本的なプレゼンテー
ションや施設での短い見学ツアー、様々な廃棄物の処理方法（資源循
環型のパイロットやバイオガスエコシステムなど）、顧客セグメントやサー
ビス概要の説明も含まれています。プログラムに含まれていないその他の
施設への訪問も追加することができます。

対象：持続可能性について関心のある方、廃棄物処理について知りたい
方。若者向けの教育視察として、また専門家向けの産業視察としてもご利
用できます。
参加人数：10-40人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで。夏季の実施については別途ご確認下さい。
所要時間：2時間半

Sightseeing tour at the Rusko waste center and getting 
acquainted with waste treatment facilities
ルスコ廃棄物処理センターの見学ツアーで廃棄物処理施設について知ろう
このプログラムでは、この地域に関する基本的なプレゼンテーションを
受け、廃棄物の種類とエネルギー変換される廃棄物、地域別の廃棄物
処理に関するガイドラインを学ぶことができます。

以下のテーマが含まれます：
廃棄物計量
廃棄物処理にかかる費用および税金（計量、価格決定者、付加価値税、廃
棄物税に基づく）
有害廃棄物の受け入れ、収集、保管と前処理
再利用可能な電気および電気電子機器廃棄物の受け入れ
油汚染土壌の堆肥化
油汚染水と廃油の受け入れと前処理
液体廃棄物処理プラント（水と固体物の分離）
分別されていない混合廃棄物および建設廃材の受け入れ（分別施設オウ
ル エネルギア社にて短時間の見学）
特別廃棄物の受け入れ（特定の動物の死骸など）
バイオガスの生成過程と販売
循環経済に基づく拡張計画、現在そしてこれからの未来
環境保護

対象：持続可能性について関心のある方、廃棄物処理について知りたい
方。若者向けの教育視察として、また専門家向けの産業視察としてもご利
用できます。
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで。夏季の実施については別途ご確認下さい。
所要時間：2時間-2時間半

Two day educational package about Zero Waste City
ゼロ ウェイスト シティへの2日間の教育視察
フィンランドおよびオウル地域の廃棄物処理についてより深く学べます。
このパッケージは、様々な講義やプログラムをご希望に合わせて組み合わ
せられる2日間のツアーです。講義には、法律に関すること、異なる廃棄物
処理の方法、有害廃棄物の受け入れ、再利用可能な電気と電気電子機器
廃棄物などについて学ぶことができます。

プログラムの一例

23
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12時 ‒ 16時
小旅行：オウル地域での施設訪問
エンコレ環境サービス社（Encore Ympäristöpalvelut Ltd）（紙）
クーサコスキ社（Kuusakoski Ltd）または ステナ リサイクル社（Stena 
Recycling Ltd）（金属、自動車のタイヤ）
ルスコ トゥントゥリ（Ruskotunturi）（終了した埋立地をレクレーション
センターやスキー場として活用）
ルスコ廃棄物処理センター：
オウル エネルギア社（Oulun Energia Ltd）：廃棄物分別施設（Lare）
ガスム社（Gasum Ltd）：バイオ廃棄物と汚泥処理のための嫌気性消化
プラント
プログラムのハイライトと参加者からのフィードバック
認定証授与

対象：持続可能性に関心があり、廃棄物処理について学びたい専門家の方
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月から5月まで。夏季の実施については別途ご確認下さい。
所要時間：4時間-2日間

<問い合わせ>
担当者：Markku Illikainen (Kiertokaari)
または Heikki Ojaniemi (Solved)
住所：Ruskonniityntie 10, Oulu (Kiertokaari)
電話番号：+358 44 7033950 (Illikainen)
または +358 40 571 0854 (Ojaniemi)
メールアドレス：markku.illikainen@kiertokaari.fi
または heikki.ojaniemi@solved.fi
www.kiertokaari.fi

SAAGA TRAVEL Oy
サーガトラベル

サーガトラベルはフィンランド北部の企業と異なり、バスツアーやツアー
企画における専門知識を豊富に備えています。また4人乗りの黒い
VIPセダンから63人乗りの大型バスまで、様々な乗り物をご用意して
おり、お客様に、質の高いトラベルサービスをご提供します。

Homestay -Test how Finns live!
ホームステイ -フィンランドの暮らしを体験しよう！
学校団体のお客様には、フィンランド人家庭でのホームステイを企画して
います。ホストファミリーと共に、素晴らしい思い出を作りましょう。
このプログラムでは夕食とアクティビティをホストファミリーと楽しみ、
サウナ、寝室、朝食も含まれています。

時期：通年
言語：英語
対象年齢：13歳以上
参加人数：10-50人
所要時間：1泊(宿泊場所、夕食、アクティビティ、朝食付き）
場所：オウル周辺(オウルから40km)

＜問い合わせ＞
SAAGA TRAVEL Oy
Pentti Tiitinen
Hakatie 11-13, 90440 Kempele Finland
Tel. +358 40 6521 082
pentti@saagatravel.fi
www.saagatravel.fi

1日目
9時 ‒ 12時
フィンランドの廃棄物処理について：オウル市キエルトカーリ社のケース
フィンランドの立法、法律と政令について
原則と責任（生産者の責任：紙、包装ごみ、電気および電子機器、車両の
タイヤ、自動車用蓄電池、バッテリー、対候性処理された木材）
必要な許可・承認
様々な事業者とその役割

キエルトカーリのケース：
地域の自治体
事業者とビジネス展開
地域別の廃棄物処理ガイドライン
エコポイントとリサイクルセンターのネットワーク
廃棄物収集システム
主な実績：都市の埋立処分率はわずか0.6％

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

12時 ‒ 15時 
バイオガスエコシステム
バイオガスの基本知識
バイオガス資源：バイオ廃棄物と汚泥の処理施設および埋立地（ガス
ム社 / Gasum Ltd）
動機：環境保護（法律）とエネルギー生産
ガスム社のバイオガスプラント（外部より委託されたバイオ廃棄物の処理）
埋立地からのバイオガス回収（ガス捕集管、井戸、ポンプ場）
ガス回収センター（カースアセマ/kaasuasema）
ガスの浄化（二酸化炭素の除去）
車両の燃料補給所
バイオガスの産業利用（洗濯）
ルスコ廃棄物処理センター全体の電力を生産しているマイクロタービン
発電プラント
ルスコ廃棄物処理センターの暖房機能への余熱の活用
現在そして未来へのバイオガスの可能性（オウル地域やスウェーデンなど
他国と比較したフィンランド全域）
施設訪問：バイオガスプラント、マイクロタービン発電プラント、ガス回収
センター、ガスポンプ場、燃料補給所

2日目
9時 ‒ 11時
小旅行：オウル地域での施設訪問、ラーニラ（Laanila）エコ発電所
ラーニラ エコ発電所
可燃性廃棄物の処理はオウル エネルギアへ外部委託
ラーニラ エコ発電所では、年間150000トンもの廃棄物を地域から受け
入れ、利用しています（半分はオウル地域からのもの）。
廃棄物の半分は各家庭にて分別
発電所では廃棄物の前処理は不要
発生した蒸気は、近隣の発電所にて電気や暖房設備などのエネルギーと
して利用
焼却により廃棄物の環境への負荷を抑制し、ルスコ廃棄物処理センター
の資源を他の用途に活用



です。
ユネスコのプログラムに所属していることもあり、ジオパークの主な使命
の一つは環境教育を促進し、この地の独特な自然や文化について知って
もらうことです。ロクア ヘルス＆スパホテルが提供する教育アクティティ
は、地元の学校やフィンランドの大学、地球科学者らと協力し共に作り上
げてきました。それらはまたフィンランドの伝統的そして近代的な指導手
法も取り入れています。
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、これらの環境的な内容について多角的に学習するのに
最適な場所です。北極圏ならではの特徴や、果てしなく続く北方森林、
湿原や湖、長い冬とフィンランドの伝統が、この地域を魅力的なもの
にし、様々な訪問客を呼び寄せています。

年齢：8-16歳
参加人数：1グループ10-20人
言語：英語、フィンランド語
時期：通年（平日）
所要時間：6日間

<問い合わせ>
Tiina Ruotsalainen, Sales Director
Add. Rokua Health & Spa Hotel 
Tel. +358 40 6508920
E-mail. tiina.ruotsalainen@rokua.com
www.rokua.com/en

Muhos Upper Secondary School
ムホス高等学校

ムホス高等学校は、フィンランドのムホス（Muhos）にある生徒数約170
人の小さな学校です。主に16歳から18歳の生徒が通っています。本校に
は常勤教員10名と、通常は周辺の中学校で指導をしている6-7名の補助
教員が働いています。またムホスの中学校と共有する形で、メンテナンス
や事務員などのサポートスタッフを保有しています。
本校は、国のコアカリキュラムが提唱する高等教育の内容に基づいた、
地方自治体作成のカリキュラムに沿って基本教科の指導を行っています。
また起業教育、プログラミング、持続可能な生活、ジオパークの4つの
エリアに焦点を当て指導しており、私たちが持つこの専門性を様々なとこ
ろで共有したいと考えています。

Robotics and programming   ロボット工学とプログラミング
Micro:bitを使った基本のプログラミング指導。数学的および論理的思考
を養うことができます。一般的なプログラミングに関する簡単な紹介を
行った後、Micro:bitを使ってコーディングの基本を学びます。そして、先
生や学生チューターの力を借りながら、グループごとのレベルに合わせた
プロジェクトに取り組みます。
プログラミングの経験は不要ですが、ITに関する基本的な知識があるこ
とが前提です。

対象：12-18歳
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ROKUA UNESCO GLOBAL GEOPARK
ロクア・ユネスコ世界ジオパーク

Rokua UNESCO Global Geopark Exhibition
ロクア・ユネスコ世界ジオパーク・エキシビジョン
ロクア・ユネスコ世界ジオパークは、海に見放された島「ロクア」のジオ
パークエリアがどのように形成されたかを描写した展示会を実施していま
す。展示会のテーマは、地質学、人類の歴史、自然と今日の世界です。フィン
ランド語、英語、スウェーデン語、ドイツ語、ロシア語にてご覧頂けます。
壮大なロクア国立公園では、ロクア・ジオパークの一部である松の森林や
独特な地形（ポットホール（甌穴）、砂丘、融氷流水未固結堆積物、スト
リング湿原）を見ることができます。ぜひ忘れられない癒しのひと時を
お過ごし下さい。
ロクア・ユネスコ世界ジオパークとその展示に関する教育プログラムは、
ローカルカンパニーからお申し込みできます。

Rokua Health & Spa Hotel  ロクア ヘルス＆スパホテル
ロクアヘルス＆スパホテルは、個人や団体、大人から子供、シニアの方々
まで、様々なお客様にキャンプスクールや休暇時の宿泊、会議室の貸出
等のサービスを提供しています。季節を通して異なるプログラムや
アクティビティを組み合わせることで、滞在をより楽しんで頂けるで
しょう。多様なサービスとユニークな自然環境により、あらゆるご要望に
お応え致します。また年間を通して、多様なアクティビティの中からお選
び頂けます。
ロクアヘルス＆スパホテルは、ロクア・ユネスコ世界ジオパークの中心に
位置しています。この地域は地質的、生物的また文化的な側面から大変
ユニークな存在です。
ここでは生態系や持続可能性、気候変動、地球の歴史やストーリーを
学ぶことができるため、子供達への教育キャンプにも最適な場所です。
また海外からの交換留学や地元の学校訪問も可能です。ロクアヘルス＆
スパホテルは、ロクア・ジオパークのキャンプスクールを企画・運営する
主要機関で、オウル空港から車でわずか1時間という最適なロケーション
です。

Rokua Geo Camp School  ロクア・ジオパークキャンプスクール
このジオキャンプスクールはロクア・ユネスコ世界ジオパークのユニーク
な環境で実施されます。プログラムでは、フィンランドの教員やネイチャー
ガイド、フィジカルトレーナーによるガイド付きまたは自習型のレッスンや
アクティビティを体験することができます。
このキャンプスクールの狙いは「持続可能な生活様式」を学ぶこと、つま
り自然と文化の多様性の価値を知り、次世代のための環境保護とその
質を向上させる様々な方法について知識を深めることです。このプログラム
では、生態系、地形、持続可能な開発、気候変動また人間にとっての自然
の重要性を学ぶことができます。
アクティビティには、教育ハイキングや専門家の講義、自然観察、ベリーと
きのこ狩り、料理、スキーレッスン、様々なゲームやグループワークが含ま
れます。またこれらのアクティビティは、ピアラーニングや問題解決型
学習、探求型の指導や経験からの学びといった教育理論に基づく手法を
取り入れています。ご要望に合わせてプログラムを作成することも可能

ロクア・ユネスコ世界ジオパークは、
フィンランドのアウトドア
デスティネーションにおける最高の賞
「The Finnish Outdoor Destination 
of the year 2018」を受賞しました！

Visits and Programs in Oulu Region
オウル周辺地域への訪問とプログラム02N

O

ROKUA UNESCO GLOBAL GEOPARK  ロクア・ユネスコ世界ジオパーク
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参加人数：5-20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：フィンランド語と英語間の通訳
時期：8月中旬から5月。月曜日から金曜日の8時から18時まで。
所要時間：2-6時間。柔軟に対応可
所在地：ムホス高等学校

Outdoor sports  野外スポーツ
季節ごとの野外スポーツを体験できます。フリスビーゴルフ、ハイキング、
近隣で楽しめるウィンタースポーツなどがあります。
先生または学生チューターが選択したスポーツやアクティビティの説明と
指導を受け、体験することができます。季節によって、フリスビーゴルフ、
ハイキングやスノーシューイングなど様々です。大雨など天候がすぐれ
ない場合には、屋内のスポーツに変更することも可能です。

対象：10-18歳
参加人数：5-20人
言語：英語、フィンランド語
通訳：フィンランド語と英語間の通訳
時期：8月中旬から5月。月曜日から金曜日の8時から18時まで。
所要時間：2-6時間。柔軟に対応可
所在地：ムホス高等学校

<問い合わせ>
Reetta Aho-Ketola（英語教師）
Add. Muhostie 5, 91500 Muhos, Finland
Tel. +358 44 4970 442
E-mail. reetta.aho-ketola@edumuhos.fi 
peda.net/muhos/muhoksen-lukio 

Utajärvi upper secondary school
ウタヤルヴィ高等学校

ウタヤルヴィはオウル地域の自治体の1つで、オウル市からは60km
離れたところにあります。オウル川が町を横断し、世界最北端のジオパーク
「ロクア・ジオパーク」があるのもこのウタヤルヴィです。美しい自然で
知られるこの郊外地は、住民や訪れる人々に澄んだ空気ときれいな自然、
また娯楽やレクリエーションを提供しています。
ウタヤルヴィの人口はおよそ30 0 0人です。ウタヤルヴィ高等学校
（Utajärven lukio）には生徒45名（16-19歳）と教員8名が在籍してい
ます。0学年（就学前教育）から9学年（6-15歳）の生徒が通う、ウタヤル
ヴィ総合学校（Utajärven koulu）と同じ建物内にあるため、ほとんどの
教員は中等教育も合わせて指導を行っています。
活気に満ちた万全のサポート体制、そして国際的かつテクノロジー先進
校であることが私達の誇りです。皆がついていけるよう、生徒一人ひとり
をしっかりと支援することに努めています。
2010年春よりロクア・ジオパークと協力し、高等学校でのジオパークコース
の実施などを行ってきました。また2011-2013年、2013-2015年にかけて、
ジオパークの自然に関するコメニウスプロジェクト（Comenius-projects）
も実行されました。
1996年よりウタヤルヴィ高等学校はグローブプログラム（The GLOBE 
Program）に参加し、12年にわたり希少地区の環境データの採取および
報告を継続的に行ってきました。デービス社の自動気象観測システム
（ヴァンテージプロ）から、先生と生徒がデータを採取し、学校とGLOBE
のデータベースに手動入力します。毎日の降水量、気温、気圧、風、積雪
量、紫外線を記録します。熱心なクルーたちは週末や祝日、夏休みの期間
でも休まずデータを収集します。
本校はもうすぐ測定回数50000回という素晴らしい快挙を達成します！

Utajärvi school introduction  ウタヤルヴィ学校紹介
ウタヤルヴィの学校への1～2時間の訪問。学校施設のガイド付きツアーと
ウタヤルヴィおよびフィンランドの学校システムに関する紹介が含ま
れます。

学校見学（1-2時間）：地元の高校生が校内を案内してくれます。
施設や教室だけでなく、フィンランドのカリキュラムやウタヤルヴィの
学校の特徴的な指導システム（ITを使った学習、国際教育、ジオパーク
スクール）について学ぶことができます。学校給食を追加することも可能
です。

対象：学生または教員
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月中旬から5月初旬、平日の9時から15時まで。
祝日やテスト期間は年ごとに異なり、その期間中は見学も不可。
所要時間：1-2時間。柔軟に対応可
所在地：ウタヤルヴィの学校

School workshops at Utajärvi school
ウタヤルヴィの学校でのスクールワークショップ
様々なテーマのワークショップ、または学校紹介とワークショップ、給食
を組み合わせた2-4時間のプログラム。
ウタヤルヴィの学校にて、様々なテーマのワークショップを含む2-4時間
のプログラム。内容はグローブプロジェクト（科学）やフィンランドの学生
と体験するアートと工作など様々です。ワークショップはご要望に合わせ
て調整可能です。学校紹介と給食を組み合わせられます。
プログラムはご要望に合わせて作成可能で、プログラム例（3-4時間）
と次のアクティビティを組み合わせられます。（ウタヤルヴィの学校見学
（ガイド付ツアー）とフィンランドの学校システムの紹介（1時間）、様々な
テーマのワークショップ（各45分）、学校給食（30分））

対象：学生または教員
最少年齢：15歳
参加人数：最大30人
言語：英語、フィンランド語
時期：8月中旬から5月初旬、平日の9時から15時まで。
祝日やテスト期間は年ごとに異なり、その期間中は見学も不可となります。
所要時間：2-4時間。柔軟に対応可
所在地：ウタヤルヴィの学校

<問い合わせ>
Anu Kalliopuska （英語教師・キャリアカウンセラー）
Add. Laitilantie 8, 91600 Utajärvi
Tel. +358505966539
E-mail. anu.kalliopuska@utajarvi.fi
www.utaj.fi/lukio
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対象：学校や保育園の先生、教育関係者
参加人数：最小5人、最大15人
言語：英語
通訳：有、他の言語については追加料金が発生します
時期：下記の祝日や学校のイベント日を除き、通年で実施
卒業式の週　    2019年2月11日-15日（7週目）
冬休み　           2019年3月4日-8日（10週目）
イースター休暇  2019年4月19日-22日
夏休み　           2019年6月1日-8月31日　
秋休み　           2019年10月21日-25日（43週目）
クリスマス休暇　2019年12月21日-2020年1月7日
所要時間：1日
所在地：Kalajoki
参加証明書や認定証の発行：有

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(“Hiekkasärkät”)
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。

Kalajoki Booking Centre
カラヨキブッキングセンター

www.bookingkalajoki.fi

カラヨキブッキングセンターは、旅行業者としての資格を持つカラヨキ
リゾートの観光事業所（DMC）で、レジャーや団体向けのサービスを提供
しています。300の宿泊施設と1500台のベッドを保有し、最大かつ多様な
セレクションをご案内しております。ラグジュアリーなお部屋からカジュアル
で心地良い部屋、伝統的なフィンランド式のコテージやアパートメント
タイプなど、様々な種類の宿泊施設からお選び頂けます。浜辺の近く、
美しい松の森の中、ジョギングコースのそば、美味しいレストランやスパ、
ゴルフコースの周辺、もしくはどこか静かで落ち着いた場所など、カラヨキ
ブッキングセンターがご要望に合わせてすべてアレンジ致します。この
エリアの宿泊施設や観光サービスは全て近接しています。

Educational visits for teachers and professionals working in 
sector of vocational education
職業訓練に従事している教員や専門家対象の教育視察
カラヨキの学校や保育所で働くスタッフの一日
カラヨキにある学校でフィンランドの教育を学び、現場で働く教師の体験
をして頂けるよう、教員の皆様をご案内致します。このプログラムは、真に
実践的で価値ある体験を提供し、フィンランドの教育システムの中枢を
感じて頂くことを目的としています。

・カラヨキ高校校長によるフィンランドの教育システムに関するプレゼンテーション
・高校や職業訓練校、保育所など、カラヨキにある様々なレベルの教育機関への視察
・フィンランドの教師への対面と実際の職業体験
・教室への参加（準備がありますので事前にお知らせください）
・カラヨキで現在実践されている教育についての情報提供と学校視察
・地元の教師と共にフィンランドの教育を深く学べるワークショップへの参加
・カラヨキの自治体による参加認定証の発行
・地元の家族とのホームステイまたはホテルでの宿泊
・追加料金にて他のアクティビティの体験も可能

KALAJOKI ‒ JAPAN: 20 YEARS OF STUDENT EXCHANGES  カラヨキと日本：20年間の交流
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。20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20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20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。

KALAJOKI  カラヨキ
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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

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
－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

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、

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人の海外の参加者に対して
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、海外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。

設立：1993年
言語：英語
時期：7月下旬-8月上旬（日付はWeb参照）
収容人数：30人
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：800m (近くの食料品店) 、10km(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）

プログラム例
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

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
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Explore the Nordic Arctic Nature
北欧・北極圏の自然を探検しよう

生物学をテーマとした2日間のスタディキャンプ：北欧の砂浜からタイガの
森まで今日私達が目にしている生物多様性や景観は、氷河期を経て生み
出されました。
カラヨキでは、ボスニア湾に面した砂の海岸から内陸に広がる様々なタ
イプの森林まで、独自の生物多様性を見ることができます。海洋自然セン
ターのガイド付きツアーと、数々の実践的な野外レッスンを通して、土地
の隆起現象について包括的に学ぶことができます。
また、野外活動で必要なスキルを身につけ、あらゆる感覚を使って自然を
楽しむことに焦点を当てています。地元の子どもたちと一緒に参加する
ワークショップをアレンジすることも可能です。宿泊形態は要望に応じて
（ホームステイやホテルなど）アレンジします。

対象：小学生～高校生。学年に応じてレッスンの内容を調整することが
できます。
最少年齢：10歳
参加人数：5-20人
言語：英語
通訳：無
時期：6月-9月中旬。季節に応じてプログラムを作成します。
所要時間：2日間

Help build tomorrow’s nature
未来の自然を守ろう

環境保護の手形を残し、持続可能な未来の一員となりましょう。植樹や鳥
の巣作りを体験し、自然界での実践的なスキルを学びましょう。
短時間のレッスンを受け、植栽用チューブを使い木の苗を植えるところか
ら1日が始まります。森を抜け焚火の場所まで散歩したら、森林の生態系
や管理の基本知識、例えば植林の仕方や自然享受権について一緒に学び
ます。昼食は私達が用意しますので、野外で一緒に食べましょう。1日
を通して、火起こしなどの野外で必要なスキルを学ぶことができます。
季節や天候により、ベリーやきのこを採ることもできます。
合わせて、子供向けに鳥やモモンガ、昆虫のための巣箱作り体験も行っ
ています。森に棲む動物や虫たちの生態や巣箱の作り方を学ぶことが
できます。
宿泊形態は要望に応じて（ホームステイやホテルなど）アレンジします。

最少年齢：10歳
参加人数：3-20人
言語：英語
通訳：有　日本語（追加料金にて）
時期：5月から9月。巣箱作り体験は年間を通して可能
所要時間：1日間
　

Pop-up English camp
ポップアップ・イングリッシュキャンプ

新しく楽しいやり方で、トレーニングを受けた先生達と一緒に英語を学び
ましょう。地元の子供達と一緒にグループでのアクティビティに参加して、
英語を話すことに自信をつけましょう。
このキャンプでは、特定のテーマでの英語学習や気楽に楽しくスピー
キングの練習をすることができます。英語でのやり取りを促進するため
に、地元の子供達と共に取り組むグループアクティビティも含まれてい
ます。宿泊形態は要望に応じて（ホームステイやホテルなど）アレンジ
します。

対象：中学生、高校生、教員
最少年齢：10歳
参加人数：5-20人
言語：英語
通訳：無
時期：年間を通して可能（夏季休暇を除く）
所要時間：3日間

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
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(Pottery Iso-Pah-
kala)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
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

Study and live like a Finn
フィンランド人の生活を体験し、共に学ぼう

フィンランド人の子供の一日を体験することで、フィンランドの教育がどの
ように実践され、成功しているのかを学ぶことができます。
このキャンプは、参加者の生徒と地元の学校に通う子供をマッチング
させ、フィンランド人の学校での生活や放課後の活動を体験することで、
日本との違いを体感できるプログラムです。どうしてフィンランド人は世界
でも幸福度が高いのでしょうか。どのように授業が行われ、自由時間は
どんな風に過ごすのでしょうか。朝は学校で過ごし、午後は問題解決
能力やコミュニケーションスキルを養うためのグループワークショップに
参加します。要望に応じて、特定のテーマ（生態学、生物学、冬の雪や氷、
海の生き物など）に絞ったプログラムの提供も可能です。宿泊形態は要望
に応じてアレンジします（ホームステイやホテルなど）

対象：高校生
参加人数：1-15人
言語：英語
通訳：有　日本語（追加料金にて）
時期：学期中（9月から5月、祝・休日を除く）
所要時間：2日間



Creativity and dexterity through Finnish handicrafts 
フィンランドの手工芸体験で独創性と器用さを養おう

手工芸品はフィンランドの文化においてとても重要です。地元のクラフト
センターのスタッフと一緒に、自然の材料を使った工芸品の作り方を学びま
しょう。ハンドメイドを通して、あなたの独創性と器用さを養いましょう！
手工芸は文化的にもちろん重要ですが、想像力や独創性、手先の器用さ
を養うのにも大変役立っています。参加者は工芸品にまつわるストーリー
を聞きながら、工作のスキルを培うことができます。教育分野の専門家や
教員も、新しい工作のスキルを身につけ、生徒達への指導に活用できるか
もしれません。この手工芸体験をその他の教育キャンプに組み合わせて、
カラヨキの滞在を延長することも可能です。作品はそのままお土産として
お持ち帰り頂けます。
ワークショップは各1-2時間で、様々なオプションからお選びいただけ
ます。時間や滞在を延長して、いくつかのワークショップを組み合わせる
ことも可能です。

・手編みで作るスカーフ
・オリジナルの布巾をデザイン
・自然の材料を使ったジュエリー作り 
・ニードルポイントでバラを作ろう
・フィンランドの伝統的な衣服を織ってみよう
・自然の石けん手作り体験
・海岸で拾った石でキーリングを作ろう
・木製ビーズを使ったリース作り
・オリジナルのフィンランドデザインのトートバッグを作ろう

対象：学生、大人
最少年齢：10歳
参加人数：5-15人
言語：英語
通訳：無
時期：通年
所要時間：1日間

The wonders of a Finnish school: inspiration in the classroom
フィンランドの学校の不思議：ひらめきが生まれる教室

フィンランド教育における教育学的な側面と実際の学習環境の重要性を
学ぶことができます。
新しくメレノヤ総合学校（Merenoja comprehensive school）が2020
年秋に開校しますが、その独特な校舎はフィンランドで初のノルディック
スワン・エコラベル認定校となる予定です。このプログラムでは、建設計画
とその実施過程に関する情報を提供します。この新しい学校は、1年生か
ら高校生までの生徒が在籍し、スポーツ施設や歯科、町のレジャー施設
も併設される予定です。
校舎は生徒1000人とスタッフ100人を収容できるよう設計されています。
独特の建築様式の建物は、生徒やその他のコミュニティの集いの場所と
して機能し、子供達にひらめきを与える空間でもあります。

参加者は訪問に関する特定のテーマをお選び頂けます。
-学習環境や学校としてのパフォーマンスの重要性にフォーカスした内容
-校舎の建築や環境保護としての側面にフォーカスした内容
-実際の仕事を体験し、フィンランドの教育システムを深く学べる内容
  訪問者は地元の教員と実践的な指導法に関するディスカッションに
  参加し、フィンランドの教育がどのように実践されているのか、また指導
  法を教員が自由に採択できる実状について学ぶことができます。ご要望
  に応じて、実際のクラスで指導を体験することも可能です。その場合は
  準備のために滞在を延長することもできます。

対象：教育施設で働く専門家、学校計画に関わるエキスパート（教員に
適したプログラムです）
参加人数：5-15人。
言語：英語
時期：学期間の平日、9月から5月まで（学校の祝日を除く）
所要時間：2-3日間

Discover the LeaDo pedagogic innovation center　
LeaDo（レアド）教育開発センターについて知ろう

世界的に有名なフィンランドの教育システムと、楽しく献身的かつ教育的な
実践の機会について、フィンランド文化への深い知識と共に知ることがで
きます。LeaDo教育センターは学習と指導の質を向上させる教育開発
機関です。教室を有意義でリラックスした空間にするためのサポートを
しています。例えばLeaDoの活動の管理プロセスでは、生徒の自立を
支援するラーニングパスを導き、同時に先生の仕事量を軽減させます。
また、学校で子供達が身体を動かし、アートを使った活動をすることを
推奨しています。この手法により、数学力や認知機能、注意力、また学習促進
に繋がるその他の要素が改善されることが証明されています。この訪問
では、センターのプレゼンテーションとLeaDoの指導手法を専門家から
聞き、この手法を採用している学校を訪問します。ご要望に応じて、教員
参加のワークショップを実施することも可能です。このパッケージには
フィンランドの学校給食および宿泊施設からの交通機関も含まれています。

対象：小学校の先生や専門の先生、初等教育の専門家
参加人数：3-15人
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語対応可
時期：9月から6月まで（平日）
所要時間：5時間
所在地：オウライネン（Oulainen）とその周辺地区（宿泊はカラヨキ）

Helping elderly people live a good life. 
高齢者のより良い人生を支援しよう

フィンランドの高齢者への社会的なサポート、看護師および介護士の訓練や
実際のケアについて知ることができます。カラヨキはフィンランド国内でも高齢
者の介護に最適な町として知られています。この見学では、カラヨキ町による
プレゼンテーション（1時間半）を聞き、高齢者のケアに関する町の取り組みや、
考慮すべき要因、選択可能なオプションなどを知ることができます。参加者は
介護センターも訪問します（1時間）。また、地元の応用科学大学で看護学の
学位プログラムを指導する講師と対談し、フィンランドのヘルスケアに関する
概要や介護士の訓練について話を聞くプログラムも見学に含まれています
（1時間半）。ご要望に応じて、昼食を組み合わせることも可能です（追加料金）。

対象：ヘルスケアの専門家および教育者
参加人数：2-10人
言語：英語
通訳：有
時期：9月から6月まで（平日）
所要時間：2日間

<問い合わせ>
カラヨキに関する上記プログラムすべて
Kalajoki Booking Centre
Laura Kujala
Add. Jukupolku 5, FIN-85100 Kalajoki
Tel. +358-8-466 691
E-mail. laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.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
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Youth and Leisure Center Pikku-Syöte
ピックシュオテ・ユース＆レジャーセンター

ピックシュオテはフィンランドに9つある教育省認定のユースセンターの
一つです。ユースセンターの目的は子どもや若者の成長と発達をサポート
することです。
ピックシュオテ国際ユースキャンプスクールセンターは20年以上にわた
り、年間を通して子供や学生を対象に様々な活動を行ってきました。マジ
カル・アークティック・ヒル・キャンプはフィンランドの子供達に大人気で
す。また国内外の若者向けのヌオッタトレーニングはソーシャルスキルの
強化を目指しています。

Camp school at Youth and leisure Centre Pikku-Syöte
ピックシュオテ・ユース＆レジャーセンターでのキャンプスクール

プログラムはすべてご要望に応じて作成できます。
プログラム例
1日目
ピックシュオテ到着
17:00　夕食
18:30-20:00　  グループ1：アーチェリー
　　　　　　    グループ2：ウォールクライミング
20:30　夜食
22:00　就寝

2日目
8:30　朝食
9:30-11:00　    グループ1：クロスカントリースキーレッスン
　　　              グループ2：スノーシューイング
11:30　昼食
13:00̶14:30　グループ1：クロスカントリースキーレッスン
　　　　　　    グループ2：スノーシューイング
14:30　            自由時間
15:00-16:30　  雪遊び（雪像作りとトボガンそり）
17:00　            夕食・自由時間
20:30　            夜食
22:00　            就寝

3日目
8:30　           朝食
9:30　           チェックアウト
10:00-11:30　  グループ1：ウォールクライミング
　                     グループ2：アーチェリー
12:00　           昼食
13:00　           フィードバックとお別れの挨拶・出発
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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に続く海岸沿い
 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

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。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。

SYÖTE  シュオテ

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。

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 bal-
cony / 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 bal-
cony / 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。



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。常設展示では、これまでの歴史を感じトウヒ（針葉樹）
の木々の囁きを聞くことができます。この展示は人間とシュオテの自然と
の関わりの歴史を紹介しています。コーヒーを飲みながら、雪に覆われた
針葉樹林を眺め、自然の映像をゆったりと鑑賞するのは格別です。また、
ビジターセンターのスタッフが最新のハイキング情報を教えてくれます。

Self-guided tour in the Syöte Visitor Centre
ビジターセンターを自由に散策
展示「奥深い森からの物語」ではシュオテ国立公園の自然が持つ特徴や
その歴史を紹介しています。シュオテビジターセンターは国立公園の中心
となるインフォメーションセンターです。
このプログラムにはガイド付きツアー、プレゼンテーション、展示会、自然
の映像、イベント、カフェやレストラン、自然教育、自然をテーマにした
お店、ハイキング情報、無料の無線LANネットワークが含まれています。
パートナー会社によるサービスもご利用頂けます。

対象：家族、学校の団体、個人
言語：英語、フィンランド語
時期：通年
所要時間：30分-6時間

<問い合わせ>
Syöte Visitor Centre customer service
Add. Erätie 1, 93280 Syöte
Tel. +358 (0)206 39 6550
E-mail. syote@metsa.fi
www.nationalparks.fi/syotevisitorcentre

<問い合わせ>
Mika Pekkala
Add. Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte, Finland
Tel. + 358 8 815 4100
E-mail. myyntipalvelu@pikkusyote.fi / sales@pikkusyote.fi 
www.pikkusyote.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
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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。

通訳：有（追加料金が発生）
時期：8月から5月（クリスマス休暇（第52週から開始）やフィンランドの学校
の休暇中（第10週および第43週）はプログラムもお休みさせて頂きます。）

プログラム例1
1日目
  オウル空港到着
  リミンカ湾へ移動
  リミンカ湾キャンプ場の宿泊施設へ

2日目  
8.00-9.00 リミンカ湾で朝食
9.15-11.00 地元の子供達と共に授業に参加
11.00-12.00 給食
12.15-14.15　 フィンランドの手工芸体験。このプログラムでは、自分
                             だけのオリジナルの作品を作ります。この地域で取
                             れた自然の材料を使って、伝統的な手法を学びなが
                             ら工作します。季節によって自然の材料は異なるため、
                             時期によって違った作品が生まれます。
14.15-16.15 ディスクゴルフ
16.15-17.15 リミンカ湾で夕食
17.15-  サウナ／宿泊施設にて自由時間

3日目
8.00-9.00 朝食
9.15-11.00 地元の子供達と共に授業に参加
11.00-12.00 給食
13.20-15.30 エスクリアル動物花公園（Escurial animal and flower park）訪問
16.15-17.15 リミンカ湾で夕食  
17.15-  キャンプファイヤー／お茶とフィンランドのゲーム
                             サウナ／宿泊施設にて自由時間
4日目
8.00-9.00 朝食
9.15-11.00 地元の子供達と共に授業に参加
11.00-12.00 給食
13.15-14.15 フィンネイチャー（Finnature）のガイド付きバードウ

Liminka Bay Travel
リミンカベイ・トラベル

リミンカベイ・トラベルは、数多くの旅行業の資格を持つ、リミンカ観光
リゾートの観光事業所(DMC)です。教育視察やスクールキャンプ、ホーム
ステイの斡旋やスタディツアーを行っており、個人や団体向けにパッケージ
やレジャープログラムを提供しています。 
リミンカはオウル市内または空港からわずか20分の場所にある町で、
約10000人が住んでいます。この町は鳥や自然、文化が豊かで、子供が
多いことで知られています。542年の歴史をもつ自治体ですが、現在では
フィンランドで最も若い自治体です。住民の40％以上が19歳以下で、
国内の労働力において最も高い教育を受けている地区として8位に選ば
れました。この素晴らしい町リミンカにぜひお越し下さい！ 

Camp school program for school students in hotel-l ike 
accommodation with homestay
ホテル様式の宿泊施設とホームステイの学生向けキャンプスクールプログラム
地元の子供達と一緒に勉強し、週末はホストファミリーのお家で過ごそう！
地元の学校の授業に参加し、フィンランド人の子供達と一緒に勉強すること
ができます。体験できる授業は国際的なトピックや英語、体育、美術、家庭
科などがあります。学校がある日はホテル様式の宿泊施設に滞在します。
プログラムには空港の送迎と宿泊施設での滞在（5泊）、食事、ホームステイ、
地元の高校での見学と授業体験が含まれます。

対象：キャンプスクールや修学旅行
参加人数：1-20人
言語：英語

LIMINKA  リミンカ
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10.00-11.00 学校にて英語レッスン
11.00-12.00 給食
13.00-15.00 エスクリアル動物花公園（Escurial animal and 
                             flower park）への訪問。ここでは500を超えるかわ
                             いい動物達が、訪れる人々を歓迎してくれます。公園
                             の動物たちは国内から外国の品種まで様々です。
16.00-17.00 夕食
17.00-19.00　 魚釣りに行こう。リミンカのセンターからわずか20分
                             車を走らせれば、そこはもう静かな自然の真ん中。た
                             くさんの魚が生息する貯水湖の周りには、釣り糸と針
                             を投げ込むポイントが多くあります。魚を釣るのに
                             ボートは不要です。
4日目
8.00-9.00 朝食
9.00-10.00 学校にて英語レッスン
10.00-11.00 学校にて英語レッスン
11.00-12.00 給食
12.00-15.00　 フィンランドの手工芸体験。このプログラムでは、自分
                             だけのオリジナルの作品をつくります。この地域で取
                             れた自然の材料を使って、伝統的な手法を学びなが
                             ら工作します。季節によって自然の材料は異なるた
                             め、時期によって違った作品が生まれます。
16.00-17.00 夕食
17:00-  オウル空港へ移動

地元のアクティビティ:

Visit to flower and animal park Escurial
エスクリアル動物花公園への訪問
エスクリアルでいろんな種類の動物に会いに行こう！この花と動物の公
園では、地元の動物はもちろん、海外の品種の動物も飼育しています。
エスクリアル動物花公園では、500を超えるかわいい動物達が、訪れる
人々を歓迎してくれます。公園の動物は国内の品種から、ブラックスワン
など外国の品種まで様々です。またエスクリアルには美しい夏の庭園もあ
ります。時期：5月-8月、9月は予約客のみ受付

Visit and an adventure activity in the Liisanlinna castle
リーサンリンナ（Liisanlinna）の訪問とアドベンチャーアクティビティ
リーサンリンナのお城でフィンランドの歴史を学び、木で造られたまるで
迷路のような城内で、楽しいお城征服アクティビティを体験しましょう。
リミンカにあるリーサンリンナ（リーサのお城）という木で造られたお城
で、若者向けの野外アドベンチャー体験ができます。アクティビティには、
夜食用の軽食とジュース、ソーセージまたは惣菜パンも付いています。
時期：4月-10月

Guided Birdwatching Tour / ガイド付バードウオッチングツアー
鳥のさえずりのシンフォニーを聴きながら、専門ガイドと一緒に野鳥の生
態について学びましょう。 専門ガイドの解説を聞くことで、よりバードウ
オッチングをお楽しみ頂けます。リミンカ湾ビジターセンターを出発し、野
鳥を観察できる2階建ての塔へと続く自然の遊歩道（0.6km）をウォーキ
ングします。ツアー中に、中心部にある展示に立ち寄ることも可能です。
時期：4月-9月

<問い合わせ>
Tarja Puutio
Add. Rantakurvi 6, 91900 Liminka
E-mail. travel@liminka.fi

Metsähallitus, Parks &Wildlife Finland: Liminka Bay Visitor Centre
メッツァハッリトゥス パークス＆ワイルドライフ フィンランド：リミンカ湾ビジターセンター

Guided Tour at the Eight Seasons of Bird’s Year Exhibition　
野鳥の1年、8つの季節展のガイド付きツアー
ビジターセンターの展示に足を踏み入れ、スリリングな野鳥の世界を体験
しよう！この展示では、野鳥の秘密を暴き、あらゆる感覚から野鳥の生活
を体感することができます。ビジターセンターの展示「野鳥の1年、8つの
季節」のガイド付ツアーをご案内しています。専門ガイドが野鳥の多様な
世界を、実例やストーリーと共にご紹介します。この展示は、1年のサイクル

                             オッチングツアー
14.20-15.20  ガイド付き「野鳥の1年、8つの季節展」ツアー
16.15-17.15 夕食
17.30-19.30 アイスホッケー体験
19.30-20.00 サウナ／宿泊施設にて自由時間
  
5日目 
8.00-9.00 朝食
10.00  ホームステイの家族がお迎え
                             ホームステイの家族が週末のアクティビティを企画し、
                             一緒に過ごします。

6日目
                             ホームステイの家族が週末のアクティビティを企画し、
                             一緒に過ごします。

ホームステイの家族が空港まで送迎します。リミンカベイ・トラベルが、
参加生徒全員の空港到着および乗り継ぎ時の確認を行います。

Camp school without homestay in Liminka
リミンカでのキャンプスクール（ホームステイ無し）
美しい景観が広がるリミンカ湾ビジターセンターおよびリミンカ湾キャンプ場
にて、ホテル様式の宿泊施設に滞在するスクールキャンプです。プログラムに
は、国際的なトピックや英語、体育、美術、家庭科などの授業体験と、地元の幼
稚園や小学校への施設訪問が含まれます。プログラムには空港の送迎と宿泊
施設での滞在（3-5泊）、食事、地元の高校での見学と授業体験が含まれます。

対象：キャンプスクールや修学旅行
参加人数：1-20人
言語：英語
通訳：有（追加料金が発生）
時期：8月から5月（クリスマス休暇（第52週から開始）やフィンランドの学校
の休暇中（第10週および第43週）にはプログラムもお休みさせて頂きます。）

プログラム例2
1日目
18.00  オウル空港到着
19.00               リミンカ湾へ移動
20.00               お部屋をご案内し、軽めの夕食を取ります。施設はリミ
                             ンカ湾のすぐそばにあり、自然を感じながらお休み頂
                             けます。フィンランドで最も美しい湿地帯と海がすぐ
                             そばにあるこの完璧なロケーションは、オウルの中心                            
                             部からわずか30分の距離にあります。
21.00  自由時間／サウナまたは入浴 

2日目

8.00-9.00 朝食
9.00-10.00 学校にて英語レッスン
10.00-11.00 学校にて英語レッスン
11.00-12.00 給食
12.00-13.00 学校にて英語レッスン
13.00-14.00 学校にて英語レッスン
14.00-15.00 ガイド付きツアー：リミンカ湾センターにて「野鳥の1
                             年、8つの季節展」
15.00-16.00 ガイド付きツアー：リミンカ湾センターにて野鳥観察
                             塔の見学
16.00-17.00 夕食
17.30-19.00 木でできたお城リーサンリンナ（Liisanlinna）のアド
                             ベンチャーパークへ移動。お城でのアドベンチャー
                             パッケージ（2～3時間）では、お城について学び、宝探
                             しやお城の征服ゲーム、キャンプファイヤーなどのア
                             クティビティを体験します。スナックは各自持ち込み
                             またはリーサンリンナにてご注文下さい。
19.30  自由時間／サウナまたは入浴

3日目
8.00-9.00 朝食
9.00-10.00 学校にて英語レッスン



Visit to Linnakangas Community Centre and School
ケンペレ自治体とリンナカンガス・コミュニティセンター＆スクール

www.kempele.fi/en/home.html

Kempele Municipality, Education 
リンナカンガス・コミュニティセンター＆スクールの見学
リンナカンガス・コミュニティセンター＆スクールの見学です。フィンランド
でのK-12（幼稚園年長から高校卒業まで）の教育に関する基礎知識と
現場における教育学の実践的な活用方法をご紹介し、ガイド付でご案内
致します。リンナカンガス・コミュニティセンター＆スクールは2008年に
設立され、中でも最新の施設は2016年と2018年に完成しました。一つの
建物に幼稚園、プレスクール、1年生から9年生までの総合学校が入って
います。施設は合わせて生徒900名およびスタッフ100名を保有してい
ます。主な校訓は、互いを知り、臆することなく試し、個々で学びそして
共に成功することです。
本校では、必要に応じて変化が可能なラーニングセルという柔軟な学習
環境を提供しています。様々な音響的手法を活用し、この環境を可能にし
ています。私達は、活動の中で生まれるコミュニティの感覚を大切にして
います。本校は学習への柔軟な対応と様々な教育の実施に努めており、
教員は各学年でチームとして指導をしています。学習者の持つ異なる
課題をサポートし、生徒それぞれのラーニングパスを支援します。また、
生徒の健康や職場環境の保全にも注力しています。
見学はオーダーメイドで作成可能で、本校の生徒と交流することも可能です。
共同の活動として、参加者は家庭科や体育、英語の授業を一緒に体験す
ることができます。学校給食を組み合わせることもできます（別途料金）。

対象：教育専門家またはキャンプスクールの団体
参加人数：10-20人
言語：英語
通訳：有　日本語（別途料金）
時期：8月から5月の学期中
所要時間：1時間半

<問い合わせ>
Anne Toppari

Add. Zeppelinintie 1
Tel. +358504636457
E-mail. anne.toppari@kempele.fi
www.kempele.fi/en/home.html

Kempele municipality, Cultural services
ケンペレ自治体文化サービス

ケンペレ自治体の文化サービスは、多様で良質な文化イベント及び体験を
提供しています。フィンランドの伝統的なクリスマスを紹介し、本物の体験
をして頂けす。フィンランド人のクリスマスの祝い方を知ることができ
ます。サンタクロースに会って、クリスマスの特別な食事を堪能しませ
んか。プログラムはケンペレ博物館にて実施されます。
博物館は1886年に建てられたフィンランドの典型的な農家の小屋で、
不思議な雰囲気を漂わせています。子供の頃を思い出すような温かく
忘れられない体験をし、昔のフィンランド人の考え方を学ぶことができる
でしょう。

ケンペレの博物館に到着
博物館やフィンランドのクリスマスの伝統、クリスマスイブに行われる
イベント、食文化、クリスマスの準備や贈り物、歴史をガイドが紹介
フィンランド式のクリスマス特別メニュー（3品コース）を堪能
サンタクロースに会い、小さなプレゼントをもらう

対象：フィンランドの歴史に関心のある専門家またはキャンプスクールの
参加者
言語：英語、フィンランド語
通訳：有　日本語
時期：9月から4月
所要時間：2時間

<問い合わせ>
Timo Kalermo
Tel. +358 444972242
E-mail. timo.kalermo@kempele.fi 

を野鳥の視点で説明しています。展示自体は無料ですが、ガイドの利用は
有料です。羽が逆立つような魅力溢れる説明を聞けば、この展示を余すこ
となく体感し、野鳥の生態に精通していることでしょう。ホールで上映さ
れる20分間のマルチメディアプレゼンテーション「リミンカ湾の命」では、
年間を通して野鳥の生息地では何が起こっているのかを知ることができ
ます。また、リミンカ湾の周辺には、野鳥を観察できる塔、木道、キャンプ
サイトなどの観光客向けの施設がたくさんあります。

対象：個人、団体、家族、学校のグループ
参加人数：1-25人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス：無
時期：通年
所要時間：1時間
所在地：Rantakurvi 6, 91900 Liminka, Finland

<問い合わせ>
Ulla Matturi

Add. Rantakurvi 6, 91900 Liminka 
Tel. +358 40 8321 781E-mail. liminganlahti@metsa.fi
www.nationalparks.fi/en/liminkabayvisitorcentre

パークス＆ワイルドライフ フィンランドは、国の運営機関であるメッツァ
ハッリトゥス（Metsähallitus）の所属機関です。フィンランドの国立公園
や野生生物等の公的な管理業務を行っています。
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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

オウルは、新しく革新的な企業が次 と々成長しグローバル市場へと参入し
ている、フィンランドの中でも最も急成長している都市の一つです。ビジ
ネスオウルはオウル市の事業開発の主体であり、その目的はビジネスや
起業活動のための環境を整え、雇用の促進と企業の創造、運営、成長

そして競争を活性化することです。企業の国際化を促進するだけでなく、
オウル市の国際的なビジネスマーケティングとしての役割も担っています。

BusinessOulu: OIAビジネスオウル / オウルイノベーションアライアンス（OIA）

BUSINESSOULU VISITS
ビジネスオウル・視察

Oulu

www.businessoulu.com
ビジネスオウルはオウル市が運営する企業で、市の産業政策の実施や企業への開発サービスの提供が主な役割です。
ビジネスオウルの目的はビジネスや起業活動のための環境を整え、雇用の促進と企業の創造、運営、成長そして競争を活性化する
ことです。企業の国際化を促進するだけでなく、オウル市の国際的なビジネスマーケティングとしての役割も担っています。
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：BusinessOulu, Sari Kasvi, sari.kasvi@businessoulu.com

活気あふれる町オウルはフィンランドで5番目に大きく、北部地域で最も人気な
都市の一つです。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
ロッパの「リビング・ラボ」として有名で、イノベーションと新たなビジネスチャン
スが町中に溢れており、また、地域社会規模で新しいテクノロジーを実験的に市
民生活へと取り入れています。革新的なハイテクノロジーの町として広く知られ
るオウルは、世界中から多くの訪問客を集めています。
オウルでは企業や研究機関、大学、公共セクターが連携し、新たなテクノロジー
の発展と実践的な協力を目指すエコシステムを日々開発し続けています。例え
ば今日では、次世代通信技術5Gの開発において世界的な先駆けとなるべく研究
を行っています。
産業視察ツアーは普段できない体験をお探しの専門家や学生、個人や団体向け
にガイドツアーを提供しています。舞台裏のリアルな状況をより深く、そして刺激
的に観察できる機会をお届けします。ビジネスオウルとそのパートナー企業によ
り、ICTやヘルスケア、クリーンテックなど異なる分野の産業視察が手配可能で
す。オウルへの滞在中にこの町をより知っていただけるように、様々なアクティビ
ティの選択肢からお好きなものをお選びいただき、組み合わせることもできま
す。またアクティビティは年間を通して予約することができ、ご希望に沿ったプラ
ンをご提供できるよう様々な企業が協力しています。
産業視察ツアーについては、私たちのパートナー企業が提供しています。上記の
オプションは一部の例であり、ツアーはすべてご要望に基づいて作成されます。
産業視察ツアーに関するご要望はすべて、Sari Kasvi（At tract ive Oulu 
Region 2020 projectプロジェクトマネージャー）までご連絡ください。

＜問い合わせ＞
BusinessOulu
Sari Kasvi
Tel. +358 40 724 9419
E-mail. sari.kasvi@businessoulu.com
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オウルイノベーションアライアンス（OIA）による1時間の講義とビジネス
オウルの企業見学です。オウルイノベーションアライアンスは5つの重点
分野でオウルを世界のトップにすることを目的とした連合体です。OIAの
パートナー企業には、オウル市、オウル応用科学大学、テクノポリス, オウ
ル大学、フィンランド技術研究センター（VTT）があります。
OIAの5つの重点分野であるエコシステムは、OuluHea l t h（オウル
ヘルス）、Industry 2026（産業2026）、Northern city with attractive 
opportunities（魅惑の北部都市）、Agile commercialization（アジャイル
型商業化）、ICT and digitalization （ICTとデジタル化）です。

ＢusinessOulu:ICT / ビジネスオウル ICT
I

CTについて1時間の講義。
オウルは40年に渡り、情報通信技術（ICT: Information and Commu-
nication 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

オウルヘルスは公共および民間の健康産業のステークホルダーから成る
優れたエコシステムです。それらのステークホルダーと共に、これまでの
ヘルスケアの形を変え、革新的なソリューションの創出に努めています。
資源、強み、経験を組み合わせることで、オウルヘルスは企業のイノベー
ション促進と新たなマーケットへの参入を支援しています。
オウル地域では、バイオやeヘルス、Medtech（医療分野でのITの活用）
関連の約240社のハイテク企業の協力により、ライフサイエンス産業の
繁栄に貢献してきました。それらの企業はグローバルなニーズに応え、
国際的なマーケットへの参入を目指しています。さらに、次世代通信技術
5Gの試験的運用ネットワークは、新しいワイヤレスサービスとそのビジネス
モデルの創出に大いに役立つでしょう。
オウルヘルスラボは、ヘルスソリューションの将来的なモデルとなる、デジ
タル統合プラットフォームを企業へ提供し活動を支援しています。それは
オープンでモジュール化されたプラットフォームを目指して作られたもの
です。2016年10月には、異なるベンダーによる3つの電子健康記録
（EHR）の統括に成功し、大きな節目となりました。

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

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
にも応用されています。さらに、オウルはフィンランドの風力発電所の
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。VTTフィンランド技術研究センター、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
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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時までです。 
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必要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

NOKIA  / ノキア

注意：見学のお申し込みはすべてビジネスオウルのSari Kasviまでご連絡ください。
sari.kasvi@businessoulu.com or +358 40 724 9419
www.nokia.com

オウルは40年以上の歴史を誇るノキアの主要拠点の一つです。本拠点は
世界的に有名な無線通信技術の研究開発また製造の中心となっており、
現在は主に5Gの研究開発に焦点を置いています。オウル地域は無線
通信技術研究の世界的なホットスポットの一つとしてこの分野を牽引し
ています。ここでは無線通信エコシステムを活用し、顧客と共に最新の
テクノロジーソリューションの試験運用に役立てています。他の技術セン
ターとも積極的に相互協力し、更なる品質と生産性、その魅力を長期的に
向上させています。本拠点はルスコ地区に位置しています。

Technical visit at Nokia / ノキアへのテクニカルビジット
ノキアへの2時間のテクニカルビジットです。参加者は試験室や研究所を
見学し、ノキアの企業プレゼンテーションを見ることができます。この
パッケージにビジネスオウルのICTに関するプレゼンテーションを組み合
わせることも可能です。その場合の所要時間はおよそ2時間45分です。

Company visit / 企業見学
講義には企業見学も含まれます

対象：専門家または同分野にて影響力のある立場の方
参加者の最小または最大人数：10-15人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス（サービスの有無と言語）：無
見学可能な時期（月、週または時間帯）：見学時間は月曜日から金曜日の9時
から16時まで。6月から8月末の休暇シーズンに伴いテクニカルビジットも休業
いたします。Nokiaの見学は半期につき1グループずつ、年間最大2グループ
のみ受け入れ可能です。ご要望はすべてビジネスオウルまでご連絡ください。
所要時間（時間数または日数）：1-2時間
アクティビティまたはプログラムの所在地：Kaapelitie 4, 90620 Oulu, Finland
オウルからの距離（時間数）：中心部から10-15分 
参加証明書や認定証の発行（有無）：無

Show room presentation / ショールームプレゼンテーション
ショールームにてノキアの1時間の企業プレゼンテーションを見ることが
できます（学生も可）。

対象：学生グループも可
最小年齢の要望：
参加者の最小または最大人数：10-15人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス（サービスの有無と言語）：無
見学可能な時期（月、週または時間帯）：見学時間は月曜日から金曜日の9時
から16時まで。6月から8月末の休暇シーズンに伴いテクニカルビジットも休業
いたします。Nokiaの見学は半期につき1グループずつ、年間最大2グループ
のみ受け入れ可能です。ご要望はすべてビジネスオウルまでご連絡ください。
所要時間（時間数または日数）：1時間
アクティビティまたはプログラムの所在地：Kaapelitie 4, 90620 Oulu, Finland
オウルからの距離（時間数）：中心部から10-15分
参加証明書や認定証の発行（有無）：無

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）

オウルサービス財団は高齢者、年金受給者、身体障がい者、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の在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 / フィンランド労働衛生研究所
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

訪問受け入れ先企業

VISITS TO BUSINESSOULU PARTNER COMPANIES
ビジネスオウル・パートナー企業視察02N
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参加者数：グループ最大12人
対象：興味のある方

フィンランド労働衛生研究所(FIOH)は学際的な専門研究機関です。
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、その場合は重点的に
視察したい分野を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、光情報システム、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、VTTフィンランド技術研究セン
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ています。これらの
技術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！

Verkotan / ヴェルコタン

www.verkotan.com

所要時間：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

ヴェルコタンはILAC MRAの要件に完全準拠したワイヤレス産業で運用
されるFINAS SFS-EN ISO/IEC 17025の認定試験機関です。
15年以上の経験をもつ私たちが、御社のような組織や機関の無線通信
機器のテストや認証までのプロジェクトをお手伝いいたします。私たちの
サービスは製品開発のテストから世界市場での認証まで幅広くサポート
しています。

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信号の動きを映した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。
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Oulu City Tourist Information Office / オウル市観光情報局

オウル市観光情報局は、オウルでの観光に役立つ情報やアドバイスを提
供しています。インフォメーションセンターでは、プロの観光アドバイザー
がイベントや宿泊施設、レストラン、アトラクション、おすすめの場所やそ
の行き方などの最新情報をご案内いたします。
観光情報だけでなく、パソコンの利用やオープンワイヤレスネットワーク
「panOulu」へのアクセス、スマートフォンの充電ポイントの使用も可能です。
無料のパンフレットやテーマ別のウォーキング・サイクリングマップもご用意
しております。地元の名産物もご購入いただけますのでぜひお越しください。

Visit to Oulu City Tourist Information Office / オウル市観光情報局への訪問
オウル市の観光に関する現在のトレンドや問題などの情報を得ることが

できます。オウル市の基本情報およびオウルへのインバウンド観光の数値
や現状に関するプレゼンテーションです。2017年にオウル市はフィンラン
ドで6番目に人気の都市として選定されました。オウル市観光情報局は最
新の顧客情報を保有しており、顧客プロフィールの詳細情報および当局
の開発に関する情報もご提供いたします。

対象：観光専門家、ツアーオペレーター、旅行代理店
参加者の最小または最大人数：最大50人
言語：英語、フィンランド語
通訳サービス：無
見学可能な時期：年間を通して月曜日から金曜日
所要時間：30分
アクティビティまたはプログラムの所在地：オウル市観光情報局
Torikatu 18, 90100 Oulu, Finland

＜問い合わせ＞
Anna Meriruoho
Torikatu 18, 90100 Oulu, Finland
Tel. ：+358 50 340 7270
E-mail.  anna.meriruoho@businessoulu.com, touristinfo@ouka.fi 
www.visitoulu.fi/info, www.businessoulu.com/matkailuneuvonta 

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。

www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=31593
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。

OTHER VISITS IN OULU
その他03N

O



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.
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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、月曜から金曜、8-11月、1-5月
所要時間：1-2時間
参加者数：最大60人

このキャンパスは2016年8月開校、フィンランドの教育システムを取り入
れた、世界最大のログハウス学校です。850人以上が在籍する保育園、小
学校、普通高校、職業高校を訪問します。約10,000㎡の広さの現代的な
学習環境で受賞歴もあります。

＜問い合わせ＞
Ulla-Maija Paukkeri
Tel. + 358 (0)50 434 2117
Email ulla-maija.paukkeri@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi, the Log Capita / プダスヤルヴィ・ログキャピタル
この小さな町の木造建築ミッション － 世界一の近代ログハウスと木造
建築の歴史を学び、世界最大のログハウス学校を見学します（約30分）。
その他のログハウスへの見学も可能で、関心のある分野に応じてプランを
組み立てることができます（介護施設、幼児教育、ログハウス建築業者、
事業所、地元の歴史博物館や教会など）。 
近代的な木造建築物とその歴史的なルーツを紹介しながら約15kmを旅
する1時間30分のバスツアーです。

参加者数：1人からバスに収容可能な人数まで
所要時間：1時間30分（開校日の13:00以降）

Pudasjärvi, Log Buildings Edu & Care 
プダスヤルヴィのログハウスによる教育と介護
世界をリードするログハウスでできた保育所や高齢者介護施設、総合学
校のキャンパスを訪問する1時間の見学ツアーです。
木造建築のプロが造るモダンかつ環境や利用者に優しいログハウスで、
フィンランドの介護や教育システムが実践されています。   

参加者数：1人からバスに収容可能な人数まで
見学可能時期：月曜～金曜12:00以降。8月から11月および1月から5月で。
所要時間：3時間

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。プダスヤルヴィは、近代的なログ建築で世界をリードする街で、
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。

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04N

O

visitkalajoki.fi / 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時間の距離です。
最も盛んなビジネスの分野は木材加工産業、鉄鋼業、運送と物流、建設、一次生産業、観光業とエネルギー産業です。

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

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（Junnikka la Sawmi l l）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/

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/

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

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、80万以上の建具を製造
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。全ての管理タスク、教育健康などの計画などの機能を
持つカラヨキのもう1つの都市となる予定です。
https://kalajoki.fi/en/city-and-administrative/
kalajoki.fi/en/

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　

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

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

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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「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＞
Santa’s Resort & Spa Hotel Sani
Liisa Jäppinen
Tel. +358 50 4056548
Email liisa.jappinen@santashotels.fi

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
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www.santashotels.fi/en/hotelsani

カラヨキの最も盛んなビジネスの分野は鉄鋼業、運送・物流、建設、
一次生産産業、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。
こちらはパッケージの例であり、ご希望のトピックに応じて様々なパッ
ケージのアレンジが可能です。

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

            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)

Technical visits to Kalajoki with accommodation in Santa’s 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

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
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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月にオープンしました。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　　　  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 

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＞
Santa’s Resort & Spa Hotel Sani
Liisa Jäppinen
Tel. +358 50 405 6548
E-mail. liisa.jappinen@santashotels.fi

参加人数：5～10人
言語：英語
通訳：追加料金にて日本語対応可
時期：9月から6月まで
所要時間：2日間

フィンランドで木は主要な建築材料の一つです。時間をかけて力強く育
つ木は、他のどんな素材よりも質が高く大変人気があります。建築の技法
とこの素晴らしい材料ができるまでを学びましょう。
この見学では木材産業について深く学ぶことができます。まずは国内でも
最大手の木材加工業を営む地元企業ユンニッカラ社（Junnikkala Oy）を
訪問します。現在ユンニッカラ社は大量の木材を日本へ輸出しています。

Building the future with wood
木から未来をつくろう



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
Venla Karkola
Tel. +358 40 1526520
E-mail: venla.karkola@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。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)
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訪問後には、木材の処理などに従事している研究開発(R&D)の専門家と
対談します。また地元にある木でできたショッピングモールを訪問し、建
設者本人による建築に関するプレゼンテーションを聞くことができます。
ご要望に応じて、追加の企業訪問や教育機関への視察も可能です。
ホテルと食事、交通機関が含まれます。追加料金にて、フリータイムのア
クティビティもお申し込み頂けます。

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



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。
団体旅行やスクールキャンプ、個人旅行、ガイドサービスの手配を
英語と日本語にて行っています。
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。
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。 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。 

＜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
教育・文化視察をご要望に合わせてコーディネートし、通訳付（日本語または英語）で
ご案内します。また教育プログラムの計画やコンサルティングも行っています。学び
とは、共に探求し本物を体験する中で、変化と進歩が求められる時、最大限に発揮さ
れます。まずはご要望をヒアリングし、フィンランドの教育や文化を深く知り、母国との
違いを発見できる新たな光をもたらす学びの体験を提供できるよう、訪問をデザイン
させて頂きます。
訪問は保育所から大学まで様々なレベルの教育機関や、文化的または教育的な施設
（博物館や科学パーク）の見学も含み、文化的な活動や講義の受講、民間企業の担当者との
会合なども可能です。想像力を使って共に創り上げていくプランに制限はありません。

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

＜問い合わせ＞
Erkki Lassila / Aya Suzuki
Email erkki.lassila@gmail.com
Tel +358 40 351 7253

ubusuna / ウブスナ

ゴー・アークティック（Go Arctic）はオウル地域またはフィンランド全域の旅行企画やプログラム
を提供している北部エリアの観光に特化したツアーオペレーターで、北極圏での体験を提供する
スペシャリストです。
ご要望に合わせて、レジャー旅行やスクールキャンプ、教育および産業視察などの様々なパッケー
ジをご案内します。長きに渡りゴー・アークティックDMCは、オウル地域にて国外からのお客様に
サービスを提供しています。レジャーアクティビティと教育・産業視察も組み合わせることも可能
で、ガイド付の市内ツアーや冬季と夏季で異なる自然体験もご用意しています。またオウル地域の
公式ガイドの予約も行っています。氷の海に浮かんでみたり、運に任せてオーロラ鑑賞をしたり、
特別な体験をしてみませんか。
私達の持つ素晴らしいネットワークを駆使してパートナー企業と協力し、空港到着から出発まです
べてのサービスを含むオウル地域でのパッケージプランをデザインすることが可能です。地元の
スペシャリストである私達が、北極圏での体験を含む有益な訪問をフィンランドで実現出来るよ
う、お客様の最善な選択をお手伝いさせて頂きます。

＜問い合わせ＞
Kirsi Eskola
Email kirsi.eskola@goarctic.fi
Tel +358 44 433 3151
Web www.goarctic.fi/en

Go Arctic DMC
ゴー・アークティックDMC

宿泊施設やアクティビティはすべて、1つの場所でご予約できます！
カラヨキの砂丘地帯ヒエッカサルカット（Hiekkasärkät）は、海と自
然に囲まれた休暇に最適なエリアで、様々なアクティビティをお楽し
み頂けます。カラヨキブッキングセンターはカラヨキリゾートの観光
事業所（DMC）で、旅行業者としての資格を持ち、地域と協力して観
光事業を行っています。
教育視察やスタディトリップ、スクールキャンプ、ホームステイ施設
の手配を行っており、個人の旅行者や団体向けに、レジャーや産業
視察などのパッケージを提供しています。約300の宿泊施設があり、
イベントや会議も実施されます。
カラヨキは過去20年にわたり、日本からの学生を受け入れています
（現在は島根県出雲市と協力しています）。
私達のオフィスは北部フィンランドの4つのエリアに拠点を持ち、そ
れぞれシュオテ、ロクア、カラヨキ、オウルにあります。

＜問い合わせ＞
Laura Kujala
Email laura.kujala@kalajokikeskusvaraamo.fi
Tel +358 8 466 691
Web www.kalajokikeskusvaraamo.fi/?lang=en

Kalajoki Booking Centre
カラヨキブッキングセンター

45



2019年9月発行
翻訳：株式会社Foresight Marketing / 編集：株式会社Foresight Marketing・Arina Kubota / デザイン：Arina Kubota
発行：Visit Oulu / Kasarmintie 13 FI-90130 Oulu, Finland / Contact person: Ms. Johanna Salmela, Project Manager,
Attractive Oulu Region Project: +358-40-826 2345 / johanna.salmela@visitoulu.fi / www.visitoulu.fi

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: +358-40-152-6520
Ms. Venla Karkola
E-MAIL: venla.karkola@humanpolis.fi
URL: www.rokuageopark.fi

Rokua

Visit Liminka / Municipality of Liminka
Liminganraitti 10, 91900 Liminka
TEL: +358-40-546-2338
Ms. Piia Leinonen
E-MAIL: piia.leinonen@liminka.fi
URL: www.visitliminka.fi/en

Liminka

Visit Kalajoki
Jukupolku 5, FI-85100 Kalajoki
TEL: +358-50-472-9706
Ms. Helena Eijsberg
E-MAIL: helena.eijsberg@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@foresight-marketing.net

Foresight Marketing

Syöte Travel Association
TEL: +358-40-146-3566
Mr. Janne Soini
E-MAIL: janne.soini@syote.fi
URL: syote.fi./en

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: www.tumlare.co.jp/company/

株式会社ツムラーレコーポレーション　　

©2019 Visit Oulu 禁・無断転載
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Nähdään Oulussa!
See you in Oulu Region!

TECHNICAL VIS ITS

EDUCATIONAL VIS ITS


