
平成 30 年度 グローバル教養海外実践（イタリア） 
ヨーロッパの歴史や文化の知識を深めよう！ 

 

訪問日程：平成 31 年 2 月 14 日 ～ 2 月 23 日 (10 日間)  

訪問場所：イタリア ローマ、バチカン市国、パドヴァ、ヴェネツィア 

協力機関：パドヴァ大学 

参加費用19～24万円(為替動向等により変動あり)(4万円助成利用の場合、実質約15～20万

円） 

募集定員：8 名（先着申込順、 少催行 5 名） 

募集開始：平成 30 年 10 月 25 日（木）0:00 

募集〆切：平成 30 年 11 月 1 日(木)17:00（原則先着順）※参加費払込期限 11 月 21 日(水) 

引率教員： Dunn Robert Gordon（国際交流機構）※現地添乗員同行予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プログラムの特徴】(引率教員の Dunn 先生より)  

◆ Before the trip students will work closely with Dunn-sensei and select a 

research topic that is relevant to their major and write a short essay on the 

topic (for example economics majors might research Slavery in the Roman Empire, 
or The Monopoly on Mirror Manufacturing in Venice; Management students might 
look at Venetian Shipbuilding, Engineering Majors could examine Roman viaducts 
or other forms of construction, nursing students might look at the connection 

between Nursing and Religious orders at the Vatican, the St. John and Paul 
Hospital in Venice, or the School of Nursing at the University of Padua.) 
During the trip students will visit the historical sites that they researched, 

take photographs, and ask lots of questions. 

After the trip students will combine their new knowledge, their essays, and their 

photographs to create a poster presentation.  They will present their posters in 

late March or April. 
 

【事前・事後国内研修】  

◆ 事前研修：平成 30 年 12 月～平成 31 年 2 月の間に 2 回程度事前研修を実施（予定） 

◆ 帰国報告会：平成 31 年 3 月下旬か 4 月上旬（予定） 

 

 

【Santa Maria della Salute and Schiavoni, Venice】 



 

 

日程案 
（現時点での予定。変更の可能性あり） 

2 月 14 日 関空発 

ローマ着、チャーターバスで宿舎へ 

夕食後、就寝 

2 月 15 日 ローマ市内視察（コロッセウム、パラティーノ等現地ガイド付） 

※徒歩での移動となるため歩きやすい靴等準備しておくこと 

2 月 16 日 バチカン市国およびシスティーナ礼拝堂視察 

2 月 17 日 スペイン広場、ローマ 古のカフェ Greco Caffe、トレヴィの泉, ナヴ

ォーナ広場視察、ショッピング、ジェラートの試食等 

2 月 18 日 電車にてヴェネツィアへ (3.5 時間) 

ヴェネツィア到着後、宿舎へ徒歩で移動。到着後夕食・就寝 

2 月 19 日 ヴェネツィア散策、美術館見学 

2 月 20 日 ムラノ、ブラーノ、トロチェッロ島視察 

2 月 21 日 パドヴァまで電車で移動、パドヴァ大学で学生交流 

2 月 22 日 陸路でマルコポーロ空港 へ ヴェネツィア発 

2 月 23 日 関空着 

 

(注意） 

※航空運賃や為替レートの変動、参加者人数等により、研修内容等一部変更となる場合がある。 

※自宅の所在地によって、集合前や解散後の宿泊が必要な場合は各自で手配のこと。 

※参加費支払以降、キャンセル料が発生する。食事費用他については個人負担。 

※参加助成費（4万円）は、帰国後 2 週間以内に国際交流機構（GLEP 担当）へ申請すること。 

 

【The Forum, Rome】 【Constantine’s Arch, Rome】 


