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NAGOYA学生EXPO 2016[煌]





お菓子のつかみどりやバルーン教室、占いなど 

様々な体験をすることができます。 

ナゴ校のメンバーである SPOTも出展します。          

 

今年は約 17個のブースが参加予定！ 



 

 

 

 

 

 

  

 

目玉企画 

灯篭作り体験 参加費無料 点灯 16日夕方～ 

灯篭にあなたの夢や目標を書いて来場者で名古屋を彩ろう 

ぜひあなたも灯篭を作って飾っていってください。 

煌け学生 煌け名古屋 ７５８
な ご や

個で煌け 

         

名古屋の最大のお祭り EXPO学生 2016 

       名古屋の学生が煌く瞬間を・・・ 

          最高の 2日間に皆さんに         

～ステージ～ 

名古屋で活躍する学生がバンド・歌などを披露   

              観覧無料 両日 11時半～20時 

出演者 Suisui(名市大吹奏楽部) Chaperone(ナゴ校バンド) 

Yukine (引き語り) prime (ダンス) Sweet Holic(名女ダンス) 

愛知学院軽音楽部 金城ユニドル tiny  P∀SH (アカペラ) など 



ナゴ校情報発信活動
「Webマガジン編集部」「てくてく名古屋」

コラボレーションページ

ガイドブックには載っていない、けれどみんなに知ってほしい。
普段なかなか行かないけれど、行ってみたら案外楽しい。
そんなスポットをもとめてまち歩きをしている、「てくてく名古
屋」の活動をご紹介します。

学生による、まち歩きツアー。

これまでのまち歩きの記事はナゴ校HPに掲載されています。
また、てくてく名古屋では一緒にまち歩きをしてくれるメンバーを随時募集しています！

一回限りの参加も大歓迎なので、ぜひお気軽に来てみてくださいね。
ご連絡先はこちら…ナゴ校Twitter→＠gakusei_town

Gmail→tekuteku758@gmail.com

文化財に指定されている建造物や有松天満社を巡り
ました。名産品の有松絞を扱うセレクトショップや
古民家を利用したカフェも多く、おしゃれな印象で
す。インターンシップをきっかけに有松の町おこし
のボランティアを続けているという、高校生の方と
の出会いもありました。

小学校の遠足以来、という方も多いのではないで
しょうか？いえいえ、プラネタリウムだけじゃない
んです！体験型の展示をとおして科学や生物につい
て学ぶことができ、大人になってから訪れると子供
の頃とはまた違った楽しさがあります。

こちらは夏休み限定のイベントです。「青の世界」を
テーマとした照明や夜空をバックにしたイルカショー
など、普段とは異なる演出で水族館を楽しむことがで
きました。定番のスポットも、期間限定イベントを
チェックしていくと新しい発見があります。

６月

７月

８月

有松

名古屋市科学館

名古屋港水族館

一緒にまち歩き、しませんか？



有松ってどんなまち？？

有松町は名古屋市緑区に位置するまちです。
名古屋駅から有松駅までは名鉄で片道350円、
約20分ほどで移動できちゃいます。金山からの
アクセスも◎。
東海道の古い町並みを残しており、戦国時代に
織田信長が今川義元を討ち取った戦いで有名な
「桶狭間」もこの地域にあります。
2016年5月に、愛知県内では二件目となる
“重要伝統的建造物群保存地区”として選定さ
れました。

↑風情のある古い町並みが残っています。
浴衣で歩いてみるのもいいかも。

“有松絞り”が有名！

江戸時代からの伝統工芸品である有松絞り。町を歩くとあちこちに絞りの販売店が
あり、手ぬぐい・ブックカバー・髪飾り・扇子・服…などなど、様々な形で売られ
ています。綺麗な色使いで現代風なデザインのものも多く、思わず手に取るかわい
さです。

Pick up !
てくてく名古屋

in有松



 

 

 



 



 

                                             

  

     

 

 

 

 

 

 

 

★さしこ「命がけのダイブ」長良川でラフ

ティングをした際人生初、崖からダイブ

しました！ 

★真面目なわんぱく「夏の佐久島！」ナゴ

校の友人と初めて佐久島に行きました

が、海と空が青かったです！ 

★もぎさん「大自然を旅する夏」夏休みに

上高地に行きました！涼しくて、緑豊か

で、特に川の水が冷たくてとっても綺麗

☺！川を見つけてはジャブジャブと遊ん

でいました！（笑） 

→→→→→→→→→ 

★みずき「たすけあいの心」お互いがお互いのことを思っ

ていると感じるそんな素敵な作品です＠岩手県大船渡市。 

★めろんぱん「はっぴーさまー」sexy zone のソロコンサ

ートへ行ってきました♡♡幸せをありがとう♡♡♡ 

★ふたみん「夏の思い出」ゼミ合宿で伊勢に行ってきまし

た！国際 NGO の規定をもとに、海岸のゴミを調査しまし

た。みんなお疲れ様！！ 

★お忙し山のちかさん「夏の思い出」9 月 11 日に邦和ス

ポーツランドにて学生のためのスケート競技会「近大戦」

が行われました！なんと A クラス女子の部で優勝するこ

とが出来ました！スケートは早 10 年続けていますが、メ

ダルを頂いたのは初めて！最高の夏の思い出です！ 

★おめめ「夏の思い出」高校の頃の友達とディズニーラン

ド＆シーにいきました！暑かったけど夏限定のショーと

キャラクターに癒されて、とても楽しい２日間でした！ 

IN 2016 ＊ナゴ校生たちの夏を

のぞいてみましょう＊ 



 

 
今はまっていること、 

楽しんでることなど 

ナゴ校生に聞いちゃいましたっ！！ 

 

 

P.N.みゅう 「AbyssRium」             P.N. ODANGO   「日本刀の鑑賞」                

サンゴやサンゴ岩を育てて生命力をため、       若い女性にも人気の刀剣、特徴や歴史を学びつつ 

お魚を集めていくゲームです。            楽しんでいます。 

魚たちが可愛くて癒されます(^^)         

P.N. めろんぱん 

「みんとくん」 

愛犬のみんとくん(ポメラニア

ン)の盛れてる写メを撮ることに

はまってます！ 

 

 

 

 

あなたは今夢中に 

なっていること、 

ありますか？？ 

 

P.N. 真面目なわんぱく  「バイク！」 

夏の暑い中、バイクで風を切って走る楽しさを覚えて 

はまりました! 

     

 

 

 

 

 

P.N. ぽにょ  「女性アイドル」 

   メジャーから地元まで 365日オタ活して 

   います！！ 



なごやめし博覧会の楽しみ方
そもそも、なごやめし博覧会って？

なごやめし博覧会は名古屋市内の飲
食店を中心とした回遊型「なごやめし
食べ歩き」と新たななごやめしをWEB
投票で決める「新なごやめし総選挙」
からなる、「なごやめし」をテーマにした

一大イベント！

ナゴ校も昨年度からPR協力として参加
しています！

なごやめし博覧会特集企画！



①チケットを買おう！

チケットぴあ、観光案内所、
ホテル、飲食店などでチ
ケットを購入しよう！
2枚 1240円
5枚 3000円
詳しくはなごやめし博覧会
公式ホームページで！

②お店に行こう！

名古屋市内を中心と
した279店舗の中から
好きなお店、好きなメ
ニューを選んで食べに
行こう！

定番の手羽先、味噌
かつ、きしめんに加え、
話題の台湾系グルメ
や新なごやめし、

普段620円では
食べられないメ
ニューや、博覧会
限定メニューも食
べられる！！

③新なごやめし総選
挙に投票しよう！

対象23店舗の中から
気に入ったメニューに
WEBで投票しよう！

対象メニュー・対象店
舗は公式サイトでチェッ
ク！

詳しくは『なごやめし博覧会』で検索☞



Vol.１０
名古屋風オムライス
みんな大好き味噌ダレと贅沢に名
古屋コーチンの卵を使ったオムラ
イスです！激うまです！！！

材料

レシピ

【チキンライス】
ごはん 600g
ケチャップ大さじ6
ソース 小さじ2
玉ねぎ 1/2個
鶏もも肉 100g
塩コショウ適量
-------------------------------------

①玉ねぎを薄切りにして鶏
もも肉と一緒に火を通す

②①にごはんと調味料を入
れて混ぜ合わせる

コーチンのマネ🐔

【味噌ダレ】
みそ大さじ2
ソース大さじ3
醤油小さじ2
砂糖大さじ2
水 100cc
牛乳大さじ4
だしのもとひとつまみ
玉ねぎ 1/2個
-----------------------------------

①玉ねぎをみじん切りし
て火を通す(レンチンでも
OK)

②鍋に材料を入れて火を
通す

【オムレツ】
たまご 4個
牛乳大さじ2
マヨネーズ大さじ1
---------------------------------------

①ボウルに材料を入れてよ
く混ぜる

②油をしいて温めたフライ
パンに①を入れて菜箸で
“の”を書くように混ぜる

③たまごが固まってきたらフ
ライ返しで半分に折る

④チキンライスの上に乗せ
て半分に割りオムレツを開く

くるくるしすぎると
スクランブルエッグになります！

これを… ひらく！＼パカッ／

次回

最終回うんまあああああ
あ～～💗💗💗💗💗



Yuki Kamiya
今回も Web マガジンのメンバーから

紹介です☆

この写真は地元の近くで撮ったそう

です。

青空に広がる緑がどこまでも続きそ

うな雰囲気で美しいです ( *´ 艸｀)





名古屋の大学生必見！！！ 

名古屋には魅力的な学祭がいっぱい！ 

それではご紹介スタート！！ 

１０月１５日、１６日はー！！ 

あ の 吉 田 沙 保 里 選 手 の 母 校 ！ ！ 『 至 学 館 大 学

https://twitter.com/shidaisai2015』 

星ヶ丘と日進にキャンパスをもつ素敵 and おしゃれ大学！！ 

『椙山女学園大学（星ヶ丘キャンパス）http://sugidaisai.jimdo.com/』 

同じ日に学祭開催！！     さああなたはどちらを選ぶの

か！！！ 

 

さらに～ 

１１月２日からは！！ 愛知大学名古屋キャンパスにて 

ささしま祭開催―！存在感ある都会型キャンパス「愛知大学」に集ま

れ！！ http://aufesta.wixsite.com/sasashimasai-2nd2016  

https://twitter.com/shidaisai2015
http://sugidaisai.jimdo.com/
http://aufesta.wixsite.com/sasashimasai-2nd2016


さあ！10 月後半は大学祭づくしでございます！！ 

10 月 22 日 23 日は、 

名古屋外大•学芸大•短大による「合同祭」が行われます！ 

今年も様々な部活やサークルの発表、豪華なゲストもお越しいただ

きます！！  どんなゲストかは行ってのお楽しみに！！ 

http://joint-festival.com/         

さらに 

「名古屋の芸術家の卵」が集まるあの大学！ 

名古屋芸術大学 西キャンパスにて、芸大祭 2016 が開催！！ 

クリエイティブな世界が広がるキャンパスでアーティスティックな

刺激を受けたい方はぜひ！！ 

日時は、10 月 29 日～です！！http://www.nua.ac.jp/nishiharu/ 

 

皆さんもご紹介した学祭に訪れてみては？？ 

http://joint-festival.com/
http://www.nua.ac.jp/nishiharu/


 

編集部ページ 
「NAGOKO 2016 秋号」を最後まで読んでいただき、ありが
とうございます。 
このページをお借りして、私たち Web マガジン編集部の現
在の活動を少し紹介させていただきます。 

【町内会・自治会加入促進フリーペーパー作成！】 
 名古屋市役所市民経済局地域振興課

さんと一緒に、「町内会・自治会加入
促進フリーペーパー」の作成に携わ
っています。「若い世代の方々に、も
っと名古屋市の町内会や自治会につ
いて知ってもらおう」という想いか
ら、若い人々にも興味を持って見て
いただけるようなフリーペーパーを
作っていきますので、完成を楽しみ
にお待ちいただけたらと思います。 
 

8 月には、瑞穂区の豊岡学
区さんと、港区の大手学区
さんにインタビューをさ
せていただきました。 
 
 

メンバー募集のお知らせ。 

Web マガジン編集部では随時メ
ンバーを募集しています。 
興味のある方は下記のメールア
ドレス、または Twitter の DM にて
ご連絡ください。 
 
Mail：ngk.free.paper@gmail.com  
Twitter：@nagoko_webmaga 
 

mailto:ngk.free.paper@gmail.com

