
 

 

 
Photo by 雨 





 

  

★活動期間：通年 

★活動日：月に 4回ほど会議、  

     イベント開催（不定期） 

 

私たち、NAGOYA 学生 SPOT は、

学生同士の交流を深めるキッカケと

なるような、楽しいイベントや企画

を行うチームです！ 

★twitter：@NAGOYA_SPOT 

★Facebook： 

https://www/facebook.com/nagoyagakuseispot

/ 

 

★活動期間：平成 27 年 12月～平成 28年 11 月 

★活動日：毎週 1回全体会議 

★twitter：gakusei_expo 

★Facebook： 

https://www.facebook.com/NAGOYA.gakusei.EXPO/ 

学生が主体となり、企業や行政と協力して作

り上げるナゴ校の一大イベント、NAGOYA

学生 EXPO の運営チームです！EXPO を一

緒に作り上げる仲間、募集中！ 

★活動期間：通年(2015年度) 

★活動日：会議など、火曜日(2015年度）     

 ★twitter：＠CandleNNagoya 

★Facebook： 

https://www.facebook.com/Candle-

Night-Nagoya-24065365931396

1/ 私たちは、東日本大震災の風化を防ぐため、震災と今後の未

来について今一度みなさんに考えていただくために、キャン

ドルを通して活動しています。 

★活動期間：通年 

★活動日：昨年は毎週木曜 

日の 18時頃から 

 ★twitter：@gram_plus 

★Facebook：https://www.facebook.com/gram.plus/ 

グランパスとサポーター、地域の方や学生を繋

ぐ架け橋として試合で盛り上がるイベントな

どを企画していきます！ 

★活動期間：6月～10月 

★活動日：週1回のミーティング（直 

前期は不定期） 

日程はメンバーの予定をみて調整 

 

★twitter：@nagoko_matsuri 

★Facebook： 

https://www.facebook.com/58nagoyamatsuri.nagok

o.gakuseikikaku/ 

 名古屋の秋の一大祭である名古屋まつりを、「ナゴ校」学生

企画として学生目線のステージ・ブースで盛り上げます！ 

 

※一部のチームのロゴは、去年のデザインのものになっています。 

https://www.facebook.com/NAGOYA.gakusei.EXPO/
https://www.facebook.com/Candle-Night-Nagoya-240653659313961/
https://www.facebook.com/Candle-Night-Nagoya-240653659313961/
https://www.facebook.com/Candle-Night-Nagoya-240653659313961/
https://www.facebook.com/gram.plus/
https://www.facebook.com/58nagoyamatsuri.nagoko.gakuseikikaku/
https://www.facebook.com/58nagoyamatsuri.nagoko.gakuseikikaku/


 

★活動期間：通年 

★活動日：月 1回のまちあるき 

★twitter：@tktknagoya 

★Facebook： 

https://m.facebook.com/tekuteku.NAGOYA 

 

名古屋をまちあるきし発見したお店や景色、地域の方と

の交流など名古屋の魅力を学生目線で発信しています。 

Welcome to 

NAGOKO 

★活動期間：通年 

★活動日：毎週木曜日 18時～会議 

          毎月第 2日曜日 9時～収録 

★twitter：@NAGOKOTV 

 

毎月１日に YouTube にて配信される「ナゴ校 TV」の企

画、撮影、編集を行っています！名古屋や学生を盛り上げ

ていけるよう、楽しく素敵な番組作りをがんばります！ 

★活動期間：通年（年 4回発行） 

★活動日：年 4回の全体会議、 

     各自活動 

★twitter：@nagoko_webmaga 

 
ナゴ校内外の学生に向けて情報発信をして

います。ナゴ校のことはもちろん、メンバー

が書きたい記事を創っている自由なチーム

です☺ 

編集、写真、インタビューなど Web マガジ

ンに少しでも興味があれば OK！ 

★活動期間：通年 

★活動日：月に 1回の広報会議、各チームのイ

ベント毎に活動 

 

 

 

私たちは、ナゴ校全体の広報活動や各チームの

広報活動のサポートや、メディアに訪問し、取

材のお願いをしているチームです！テレビや新

聞、広報活動に興味がある人、誰でも大歓迎で

す！是非 1度、会議に遊びに来てください！ 

★活動期間：5月～10月 

★活動日：不定期 

"子どもが大好き！" 

"楽しいこと、面白いことをしたい！" 

そんな思いを持って私たちは活動してきました。 

ぜひ、一緒に活動してみませんか？(^^) 

お待ちしております！ 

https://m.facebook.com/tekuteku.NAGOYA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新しいことに挑戦してみたい』『ひと味違った学生生活を送りたい』 

そんなあなた、ぜひ遊びに来てください！ナゴ校生がナゴ校のことを教えます( ˆoˆ ) 

 

<新歓> 

4/21(木)18:30～ SMBC パーク 2F（栄周辺）  

参加費：500 円 

新歓のお申込み、お問い合わせはコチラまで⇒nagoko.ngy@gmail.com 

（※以下の説明会とは問い合わせ先が異なるためご注意ください） 

 

<ナゴ校説明会> 

・4/15(金)18:00～20:00 

・4/24(日)10:00～12:00 

SMBC パーク 2F（栄周辺） 参加費なし 

説明会のお申込み、お問い合わせは右側の QR コードから⇒ 

（※【問い合わせ内容】欄に参加希望日時を記入して送ってください） 

 

 

Facebook：Nagoya 学生キャンパス｢ナゴ校｣ 

Twitter：@gakusei_town 

Instagram：nagoko.ngy 



ナゴ校2016年度代表

松井健斗

1.なぜナゴ校に入ろうと思いましたか？

高校時代から皆で力を合わせて何か一つのものを作り上げていくことが好きで、仲間た
ちと幾つもの壁を超えて最高の思い出を作りながら進んでいくことにやり甲斐を感じて
いて。中でも他校の壁を超えて学生が一致団結してゴールへ向かっていくことが好きで
様々な活動をしていました。そんな高校三年生の春に、NAGOYA学生EXPO2012が開催
されているのに偶然出会って、大きな衝撃を受けました。
そこには名古屋市、いや愛知県中から集まった様々な大学生が大学の壁を超えて一つに
なり、『学生の学生による学生のための祭典』を作り上げていました。名古屋市立の高
校生が団結するのにも大きな壁ばかりだったのに、そこには僕が想像していたよりも遥
かに上の世界がありました。

2.代表引き受けた理由、目標はありますか？

このナゴ校が日本中のどこよりも1番熱い学生の集まりになりど
の学生も知っている〝天下一の学生団体〟となることです。
『天下一ってなに？』と聞かれると、何を持って天下一なのかは
うまく言えませんが、日本中の学生に知られて、「ナゴ校ってす
ごいな」と、知れ渡り、活動が認められた時に、叶うのかなと思
います。
ただ、天下一になると言う漠然とした理由で代表を引き受けたわ
けではないです。この度、NAGOYA学生キャンパス「ナゴ校」代
表を引き受けるにあたり、大きく２つの理由がありました。

ここでは様々な大学の学生たちが一つになり一
つのものを作り上げる。若者が生まれ育った地
を盛り上げる。素晴らしい思い出が沢山出来る。
素晴らしい経験が沢山出来る。最高の仲間たち
と出会うことができる。最高の仲間たちと最高
のものを作り上げることができる。

色々なことを考えているうちにそれが僕の夢に
なりました。その夢を叶えるためにナゴ校へ入
ろうと決意しました。

ナゴ校一アツい男がナゴ校の代表になりました。
ナゴ校への想いを存分に語っていただきましょう。

チーム代表を務めたNAGOYA学生EXPO2014

集まれナゴ校生！Vol.４



１つ目に、ナゴ校をRebornさせたいのです。
2012年から発足された、ナゴ校。今年度で５
年目となります。創り上げてきた先輩達が卒
業していき年々ナゴ校の色は変わりつつあり
ます。
発足当時は、ただ我武者羅に突き進んでいた
ナゴ校。あの頃に比べると、〝夢を語るワク
ワク〟 や〝目標に向かって突き進む想い〟〝
仲間と共に創り上げる強い気持ち〟みたいな
ものが薄れてきているのではないか感じてい
ます。そんなナゴ校を、
〝仲間たちと共に夢とワクワクを持って創り
上げていく〟〝ここに来れば夢が叶う〟
そんな組織へとRebornさせたいのです。

２つ目に、恩返しをしたいのです。僕はこれ
までにナゴ校で沢山の夢を叶えさせてもらい
ました。その沢山の夢を叶えるために、沢山
の仲間達の力や協力が大きな存在としてあり
ました。偉大な先輩方、頼もしすぎる同輩の
みんな、可愛い後輩たち。それぞれに大きな
感謝の気持ちがあります。今、この時が恩返
しの出来る最後のチャンスなんじゃないかと
思い、代表を決意しました。
これらを達成するために〝天下一となる〟と
言う夢の名の元に代表を務めていきたいです。

3.ナゴ校生へメッセージをどうぞ！

みんなの見ているナゴ校はどんなものだろう？どんな存在だろう？
きっとそれぞれのナゴ校があるはず。でも、まだまだ本気モードではないんだ(^^)！

1日に例えるなら朝の7時くらいかな？
うまく例えれないんだけど、みんなに伝えたいのは、ナゴ校はまだまだ成長していく。
もっと大きな存在となる。もっと凄いことを起こしてしまう。少しずつだけど、一歩
一歩踏み出しています。

けど、みんなの存在と力がないと、立ち止まってしまいます。一人一人の存在がある
からこそ、それぞれが持っている夢が合わさるからこそ、ナゴ校が成長していきます。
今はまだナゴ校での〝大きな何か〟を持っている子は少ないかもだけど、１つだけで
良いから自分の中に夢を持ってください。それをこのナゴ校にぶつけてほしい。それ
がこれからの名古屋の若者の原動力になる。
隣を見れば頼もしい仲間がいます。勇気を出せば大事な一歩を踏み出せます。
1から2へと成長させるのはスムーズだけど0から1への勇気はとても大きなもの。
数年後の自分が今の自分を誇らしく思えるように。今、一歩を踏み出していこう。

一緒に創り上げていこう、天下一の学生団体を









クリエイター　 もぎちゃん

～ メッセージ ～

高校生の時から写真を撮ることが大好きで、 どこかへ出かける時には必

ずと言っていいほどカメラを持っていきます！

この写真は、 去年の夏に東北に訪れた際にカモメの群れと遭遇した時

に撮った写真です (^O^)

今年も引き続き、 たっくさん写真を撮りたいと思います！





①ハンバーグの材料を全てボウルに入れて混ぜる
②成形したら油をひいたフライパンで両面焼く
③味噌ダレの材料を全て容器に入れて混ぜる
④③の味噌ダレを②のフライパンに入れて煮込む

煮込んでいる間に目玉焼きや付け合わせを用意！

Vol.８ 味噌ロコモコ

なごやめしラブ！味噌ラブ！
ということで、今回は
味噌煮込みハンバーグで
ロコモコを作ります☺

ハンバーグ（２人分）

合挽き肉 200ｇ
玉ねぎ 1/2個
卵 1個
パン粉 大さじ3
塩コショウ 適量

味噌ダレ

だし汁 200ｃｃ
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
味噌 大さじ2
ソース 小さじ1

んんん～～～～

いただきます



ナゴ校webマガジンを通して
自分の好きなことを発信してみませんか？？

Webマガジンって？？

「Webマガジン」は、個々の力を発揮できる場です。
１つの記事をつくる

のには思った以上に時間がかかりますが、自分の好きな
ことが形になる、つくってみて初めて気づく喜びがここに
はあります！

少しでも興味をもったら、ぜひお気軽にご連絡ください。
技術や知識は必要ありません◎
編集部一同、お待ちしております！

NAGOYA学生EXPO2016

メンバー絶賛募集中！

開催予定日

夏～秋ごろ

企画から協賛取りから全部
自分たちの手で行います！

友達がたくさんできる 特典付
き！(笑)

一緒に学生EXPO2016を 盛り
上げませんか？？



おでかけ日記 vol.1

～金沢編～

春休みに大学のお友達と 今流行りの
金沢へ旅行に行ってきました！

グルメや観光スポットが多く、バスの1日乗車券で回れる
のでとってもおすすめです◎

11:30 金沢駅到着！

イマドキ 女
子大生の

12:30  回転寿司でランチ
日替わりの10巻の寿司ネタにお
味噌汁飲み放題がついて1000

円。

バスで移動～

13:30 近江町市場で散策♪

100％オレンジジュース。 酸味

が少なく、とっても 甘い
ジュース。グレープ フルーツ
とオレンジの二 種類。



14:30 フルーツパーラーむらはた(近
江町市場付近) 有名なイ

チゴパフェ。私の人生史上 いちばんおい
しいパフェでした！ かなりおすすめ◎

16:00 兼六園
←文化財指定庭園。日本

三名園のひとつに数えられ
る。 私が
行った日は雪景色が楽しめ
ました～(＾O＾)

金箔ソフト(兼六園付近)
→金箔が有名な金沢は、ソフトク
リームにも金箔がついてます。900

円くらいだったかな…？ 兼六園の
近くで食べることができます。

バスで移動

バスで移動



18:00 21世紀美術館
近代の作品が多く展示さ
れている。プールの中に
いるような写真がとれたり、
かわいい壁の前で写真が
とれるおしゃれスポット。

19:30 ハントンライス(金沢駅付近)

夜ごはんは、金沢駅のカフェで♪ 金沢
の郷土料理として有名なハン トンライス
～！普通のオムライス とは違い、白身
魚とタルタルソー スがかかっているの
が特徴。おい しい◎

バスで移動～

23:30 名古屋へ帰宅･･･
ぜひ金沢に

行ってみてね～！

編集部コメント

だんだんと暖かくなってきて、春を感じる日が多くなりました。
春といえば出会いの季節ですね！新生活が始まる方も多い
と思いますが、気分を一新して、楽しく笑顔でいきましょう
～！


