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～1日目～

いざ、成田空港より出発です！

13 時間のフライトを目前に、陽気にはしゃ

ぐ

メンバー達。トランプは欠かせない旅のお

供です。ローマ空港に到着

先生がバゲットを買ってくださり、み

んなで少しずつおいしく頂きました。
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 今回の研修が初めての海外旅行となる坪井君。 

とても楽しそうです♪ 
 



緑の悪魔→ (※炭酸水です。)

ヨーロッパでは、普通の水よりも

炭酸水の方が一般的だそうです。

到着早々これの洗礼を受けたおかげで、その後

の炭酸水は美味しく頂けました。
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到着後、初日は夜のヴェネツィ
アを観光しました。
写真右上は「リアルト橋」という
ヴェネツィアの橋の中でも最も
有名な橋です。



～2日目～
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2日目はまず、「CIVEN」の研究所見
学に行きました。

塀 の ら く が き が 芸 術 的 で し
た・・・。



ヴェネツィア大学内の教室からの写真です。↑

こんな教室で勉強できるなんて！！
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続いて
ヴェネツィア大学です

午後はヴェネツィア
大学の学生達と
ヴェネツィアを回り
ました。

リアルト橋下で記念
撮影！

ヴェネツィア大学での講義の様子
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カンパリベースで
イタリアの学生の
定番カクテル
甘いものと苦いも
のの二種類があり
ました。
「男の味だよ」
By 現地学生

薬の味が･･･（笑）
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←工事中の残念なためいき橋。

左が裁判所、右が刑務所です。

判決を受けた囚人が刑務所に入る
前に最後、ヴェネツィアの美しい景
色をこの橋から眺め、ため息をこぼ
したそうな。

サンマルコ広場です。圧巻でした。
右のカフェ・フロリアンは世界最古のカフェで、
カフェオレの発祥地です。

カフェオレ一杯 10ユーロ↑らしい･･･。

夕食は学生と教授、皆でピザを頂きました。

ゴルゴンゾーラ、奴は強敵だった。



～3日目～
7
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2 日目に現地学生との交流や本来
は 3 日目にやるはずだった大学の
講義を終えたので、
3 日目朝はヴェネツィアで少し買
い物をしました。
左写真の中央の「レモンチェッロ」
というお酒はイタリアでの定番ら
しいです。

ヴェネツィアといえば
カーニバル！仮面！！
ということで仮面を購入。
狭い道（カッレ）がひたすら続
いて、いきなり視界が開けるよう
に広場（カンポ）が現れます。
テキトーにぶらぶらしてたら確
実に迷いそうですね。
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ミラノに到着！
ですが、今回は
全く立ち寄らずトリノへ；；

電車でミラノを経由後、
トリノへ向かいます。

ごきげんの先生。

ようやくトリノに到着！
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夕飯は皆でバイキングへ。
ここは建物が凄く綺麗ですが、
治安が悪そうでした。
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トリノ大学出身の
先生の案内で、
街を歩いて回りました。
(雨でしたが・・・)

ミケレット先生の
人脈の広さには
驚かされるばかり。

ジ ョ ゼ フ ＝ ル イ ・ ラ グ ラ ン ジ ュ
（Joseph-Louis Lagrange, 1736 年 1
月 25日 - 1813 年 4 月 10日）は、イタ
リアのトリノで生まれフランスで活動
した数学者、天文学者である。



～4日目～
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朝は待ち合わせまで少し時間があっ
たのでトリノを少し観光。
トリノの街は貴族の方々のお屋敷ば
かりでございました。



トリノ大学です！
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プリズム、天体望遠鏡、天秤など
昔の実験装置を色々見せて頂きました。
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トリノ大学訪問後、
medievale 城に立ち寄りました。

↓懺悔室

続いて世界遺産、
「サヴォイア王家の王宮
群」の一部である
「スペルガ聖堂」を訪れ
ました。

とにかく・・・

でかい！！！



↑トリノ駅
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トリノから電車
で次の目的地の
ピサへ向かいま
す。

晩飯はピサでピザでした。
この水は炭酸水ではないですね。

いよいよピサです！
斜 塔 で す ！ タ ワ ー で
す！
この日はもう 12 時回りそうだった
ので、とりあえず観るだけでした



～5日目～ピサ大学訪問

教授は小西先生、日本人です。トリノ大学の学生とともに講義を受けました。

　

講義後は、量子力学の研究所を紹介していただ

きました。未習分野であった量子力学の概念はと

ても興味深いものでした。

また、学生のプチお誕生日会も開催されました。

イタリアでは準備は自らするようです。
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VIRGO 研究所

ピサ大学を出発し、学生とともに研究所の見学へ行きました。

景色が奇麗で、走りたくなるような非常に広大な敷地でした。いやー本当に広い。
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普段は入れないようなところも隅々
と案内していただき、とても貴重な経
験となりました。
え、もしかしたら意味のない実験装置
かもしれない？！
爆弾発言も飛び交いました。



自由時間をいただいて、ピサのドゥオモ広場を散策しました。

　昼間は観光客が大勢！！　とても賑わっていました。

広場の露店を堪能した後、私達が目指すは…
そう…

Torre di Pisa!!

(ピサの斜塔)
チケットは 15€です。

頂上目指していざ出発!!
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360 度広がる頂上からの景色は…

まさに

 

絶景です。
ピサに来た際は是非お立ち寄りください。

お土産もいっぱい買って、
観光もしっかりと enjoy しました。先生あり
がとうございました！！
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その日の夜はピサ大学の教授、学生との交流会でした。

大きさに驚愕です！！

ビールもピザもジェラートもおいしくいただき、楽しい夜を過ごしました☆ミ
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←↑フィレンツェのドゥオモ、別名｢花
の大聖堂｣。壁は白、ピンク、緑色の大理石
で出来ているそうです。

～6日目～
午前中は予定を変更してフィレンツェ観光です。
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アカデミア美術館→
ミケランジェロの傑作、｢ダビデ
像｣、「囚人像」「パレスティーナの
ピエタ像」などが置かれています。
ダビデさん(レプリカ)のお出迎
えに興奮しました。

←職人さんの町。
　お昼休みを考慮していなく、

お会い出来ませんでした。
無念。

　



フィレンツェからミラノへ

そろそろメンバーもお疲れの様子…

ミラノ到着！　目指すはドゥオモ！！
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↑ミラノ市内のスカラ座↑レオナルド・ダヴィンチ像

市内の観光案内をしていただい
たのは、先生のお父さんです。



↓ドゥオモ広場に行く前のショッピングストリー

　トに在る絵。穴に踵を入れ、それを軸に 3回まわると良いことが訪れるという…

長い通路を抜けるとそこには…

巨大な聖堂、ミラノのドゥオモがそびえ立っていました。

圧巻の大きさ、ものすごい数の小尖塔…

今まで見たドゥオモのどれよりも迫力があり、美しいものでした。

中に入りたかった…！！
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くるくるくる…回るかなちゃん♪



ドゥオモ見学を終えた私達はジェラートをいただくことに。

ジェラートは豪華で、高さがあり、まさにドゥオモの様。

カフェラテもしっかりラテアートが施されています。

これはもう…　　　　　　　　　贅沢の極みです！

最後の晩餐は、カフェテラスで。各々好きなものを頼みました。

ボリューム満点のお肉！お酒も少々嗜みました。

美女店員さん発見！！デレデレの男子諸君です。(笑)
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～7,8日目(帰国)～
楽しい時間もあっと言う間に終了。

帰国日です。

「いや、朝 5:30集合はきついっス。」

お疲れの人も、

まだまだ元気な人も、

一週間お疲れさまでした☆

最後は美しい地中海とともに…
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Fin…


