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H A R U N O SE K I

なぜフィンランド？
ー留学を めた理由

Helsinki
Cathedral
ヘルシンキ大

私はデ イン学
で、また高 まで美術を 強していたこと
からアートやデ インの分野に強い
がありました。大学1年
の 、
美術館で行われていたフィンランドデ イン を
れた際、そのシンプルながらも
された 力に かれ、
デ インに興味を持つようになったのが大きなきっかけです。
マリメッコやムーミン、イッタラなど元々好きだったブランド
のみならず、多様なデ イナーや
のブランドを 出しており、
そこにはデ インの一 性が見受けられると感じました。留学は
大学2年まで意識したことがありませんでしたが、
大学の
がフィンランドにあり、デ イン学科もあると知ったとき、
デ イン本場で様々なものに れ、学んでみたいと考え始め、
2年の に
留学に応 することを めました。

堂

フィンランド出 の
デ イナー
アル ァアアルト自 。
（ヘルシンキにて）
デ インやアートに
れられる
が
多く、デ イン学 の
学生や美術に興味が
ある人にお めの国。

ヘルシンキのランドマーク。
ミントグリーンとクリーム色の
み合わせが しい。
中はシンプルな り。
大 堂前のこの広場で、
はクリスマスマー ットが
開かれる。

世界で 一の
ムーミン 物館が
タンペレ市にある。
物館外にいる
ムーミンの
と。
館内全て日本語解
があるのには
かされた！

フィンランドのここがすごい！

・
すぎる（ に ミがない、 いがない）
・どこのトイレに っても
、無
・
が めて、日本より美味しい
・治 が素 らしく良い
・自然が か、 と がたくさん
・学 がレストランやカフェ、バーにもある
・
、通信 が
・バスが
まで っていていつでもくる
・忘れ物、 くしものが数
いた
・英語がとにかく通じる
あくまでも全て私感であり、実際のデータ
に基づくものではありません。

渡航先

フィンランド・タンペレ

留学先

タンペレ応用科学大学

期間

コース
留学時

19 年 8 月 20 年
e i

3 年生

rt

デ

月

イン学

を張って言えることは、日本人に
ったりの国だということ ）
まずはその
さ。 に ミはなく
いも感じたことがありません。ト
イレはどこに っても れや いが
不 な点も
、 しだけ
あったことがありません。 に
・物 が高い（特に外食）
ありました。まずは食事に
が集うパブでもトイレが
だった ・ 食に べると
な味つけ
すること。基本的に 理
のには きました。
は
こ
自 が増えて きる
とができ、日本よりも美味しいです。・スーパーの
ろえが日本より悪い の味付けが、日本に べ
です。
理や特
そして、治 の良さ。これに して ・
の日 時間が
に ない
も なく、味に癖のあるも
も、日本より れていると言っても
のが多いです。（ex みんな
いいと感じます。さらに、私は自然
⇒
的に
が顔をしかめる 、 で
の かさに特に感 を受けました。
悪いところが ない！
作った ーセージ、味のし
国内18 個もの があると言われて
おり、 や学 の
に ずと言っ ないチーズ、 いライ パン）さらにレストランやカフェはと
ていいほどとても大きな があり、 ても高く、ほぼ自 しかしないので きてしまいます。自 に
しても、スーパーでは の種 が なく、 もサーモンやエビ
現 の人々は
を楽しみます。
外 多にない上に高いです。基本的に日本食が しくならな
を
したり、サウナのあと を
いタイプですが、この10か月はどうしても食にストレスを感じ
いだりと、 かな自然はいつでも
ていました。また物 の高さも げられます。特に外食やお
な
です。
が高く、 に みに行こうものなら一 で沢山 えてしまいま
す…しかし、これに しては日本よりも金 的に しい面も沢
山あったので、一概に全てがそうとは言えません。学 文化が
と
け
強く、ほとんどのカフェやバーが
10 の
を
。
タンペレで
またS などネット通信 、
（
）交通 （こ
な
サウナに
れは特に
が高い…）も
的に いため、 難いと感じた
面している。
ことも多いです。学生に しい素 らしい国です。

ここはち
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実際、英語って伸びた？
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留学、
これは大変だった…

元々教科としては得意な方で、特にリスニングを得意分野と
していたので、なんとなくいけるかな？と謎の自信を持って
特に準備をせずに渡航したら、大変なことになりました。到
着3日目に1人目のルームメイトが到着するもうまく意思の疎
通がとれず…翌日8人という多すぎるメンバーで食事に行くも、
通がとれず…翌日8人という多すぎるメンバーで
数時間何も声を発せず…聞き取ることはできても、全く話せ
ず、他国から来た学生の英語力の凄さを実感し、強い孤独を
感じました。しばらくこんな状態で、恥ずかしさで沢山の冷
や汗はかきながらも、段々前より話せるようになっていまし
た。最初はメッセンジャーでやりとりするときも間違ってい
ないかネットで調べたりしていましたが、全く不自由なく
チャットできるようになったのが始まりでした。ルームメイ
ト仲良くなり、どこに行くにも何をするのも一緒だったこと
が良かっただと思います。他にも社交的なルームメイトのお
かげで友達ができました。社交的な友達を1人作れば、友達の
輪が広がると感じます！さらに、私の英語力が上がった大き
な要因は、Netﬂixだと感じます。アメリカドラマを英字幕で
観ているうちに日常会話のボキャブラリーが増えた気がしま
す。最初は笑いどころが分からず？？となっていましたが
シーズン4くらいからほぼ理解して笑えるようになっていま
した。内容に執着せず流しながら観られる、アメリカのコメ
ディドラマは英語学習にはお勧めです。向上したものの、最
初が酷かっただけでまだまだ完璧な状態ではないのでこれか
らも頑張っていきたいです。

カルチャーショックは経験しました。主
に2つ。まず文化の違い。様々な国から
集まった学生と交流し、何度かストレス
を感じる場面がありました。行きたいと
ころをみんなが一斉に主張して折れず喧
嘩になったり、約束していたイベントの
開始時間に合わせて用意しなかったり
ルームメイトと行ったエストニア旅行
（開始時間に行くとダサいらしい）友達
にて。様々な国から来た留学生と友達
のことを待たせても「ありがとう」と言
になり、首都ヘルシンキやイギリス、
わなかったり、集団行動していても疲れ
スウェーデンなど海外旅行にも一緒に
たから帰る、と突然帰ったり…これは日
行けた。過ごした時間は忘れられない！
本の“普通”に順応しているから感じるだ
けであって、何が良い・悪いとは言えないということにも気づきました。日本は
気持ちは伝えないことが良いとされる場面が多く、他国では逆です。現に私が留
学初期、日本人が「ごめん」と言うのと同じ頻度で（ありがとうとほぼ同義で）
Sorryと言っていたら、謝りすぎて変！と数人から言われてしまいました。（それ
をストレートに言われてイライラしたり(笑)）文化の違いを知られて面白い！と
思って生活できたら楽だと思います。2つ目は、「人種」について。基本的に明ら
かな差別を感じたことはありません。良い国です！しかし、色んな国から来た人
と話していて傷ついたことが何度かありました。例えばアジアの他国から来た友
達と講義を受けていて、教授から「君たちの顔はみんな一緒に見えるから判断が
難しい」と言われた時には傷つきました。バーで突然見知らぬ白人男性が中国人
の男性を連れてきた上で「君のボーイフレンドだ」等の発言をしてきたときは泣
きそうになりました。スーパーで、見知らぬ人に「中国人ですか？ベトナム人で
すか？」等と聞かれたり、コロナが流行ってからは、顔を見ただけでコロナ！と
言われたこともあります。他にも沢山、アジア人という人種のラベルを貼るよう
な行為をされることがあり、それが非常に不快だと気が付きました。しかし、私
たちは日本で似たようなことを行ってしまうことがある、ということにも同時に
ヘルシンキ中央図書館 気が付いたのです。英語を話している＝アメリカ人のようなステレオタイプが未
だに蔓延っていることは事実です。金髪で目が青かったら外国人（＝日本人では
19年度、世界最高の
図書館に選ばれている。 ない）などとは一概には言えないのです。自分がされて不快だった経験から、私
フィンランドは、国民が は今後絶対そのようなことはしないと誓うことができます。これは日本に留まっ
最も図書館を利用して ていては考えることもなかったと思います。

いると言われている！

フィンランド伝統の
ドーナツ・ムンッキ。
大好きで何個も食べた。
世界で一番おいしい
ムンッキが食べられる
というお店はタンペレ
にある！
モチモチの食感が独特。

留学を終えて得たもの

上記の人種問題のみならず、留学に行ってから、あらゆる物事に直
面したとき「なぜそうなのか？」
「自分は間違っているのか？」等
考え、自らの意見を持つクセがついたような気がします。これは、
留学先で出会った様々な国から来た学生を見て学んだ姿勢でもあり
ます。ほとんど私と変わらない歳なのに、自分の国の政治や問題点、
フェミニズムやビーガン、LGBT などの様々な視点や戦争、そして
環境問題について良く知り、自分の考えをしっかり持っています。
大人数で話しているとディベートのようになってしまうこともしば
しばありました。そんなとき、私は黙ってしまうことが多かったの
です。知識が足りなかったのもそうですが、友達とそういった話題 ヴァチカン美術館
を真剣に話し合う機会がこれまでになく、どう扱っていい話題なの
” アテネの学堂 ”
かすらも分かりませんでした。ニュースを観るのが好きで、そこそ
こ知っている方と勝手に思っていましたが、あまりにも無知でいる
ことを恥ずかしいと感じ、また友達を素直にかっこいいと思いまし
た。主張するかどうか別としても、自ら興味を持って調べ、
「知る」
ことが大事だと感じることができました。
とにかく成長の多い 10 か月、最後はコロナウイルスの流行で出かけ
られず、2 か月間の 1 人暮らしなど辛い日々を過ごしましたが、今で
は全てがいい経験だったと思っています。行って後悔したことは 1 つ
もなく、
「帰りたくない」が口癖でした。今後も学生のうちに語学や
色々なことを吸収し続けられたらと思っています。

Vatican
Museums
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ヨーロッパ留学は

周辺諸国への旅行が

簡単なのも良かった！
年末のイタリア旅行

でヴァチカン市国へ。

