
 





 

昨年 12 月に行われた Candle Night Nagoya 2016。 

イベント当日の様子や実行委員のインタビューまで、 

たくさんお届けします！ 



“灯そう、あなたの想い” 
  
東日本大震災追悼イベントである Candle Night Nagoya。 

震災が発生した 2011年から始まり、今回で 

6回目の開催となりました。 

震災について今一度、皆で考えたいという想い

を胸に、ナゴ校の学生が主体となって活動して

います。 

 

 

 
イベントの準備は午前中からやり 

ます！ 

キャンドルメンバー以外のナゴ校生も

参加し、みんなで協力しながら 

準備をしました。 

夕方からは、いよいよイベント開始！ 

 

岩手から遊びに来てくれたそばっち

とはち丸がステージに登場！ 

その他にも、合唱や弾き語りなど、 

多くの方がステージを彩りました。 

 

Stage 

Candle Art 
今年も、たくさんの来場者の方に 

火を灯していただきました。 

さて、どんなアートができたの 

でしょうか…！ 

 



 

完成したのがこちら！ 

この日は風が強く、何度も 

キャンドルが倒れてしまいまし

たが、みんなで力を合わせ、

完成することができました！ 

 

このキャンドルアートを撮る 

ために、ナゴ校生のみゅうちゃん、ゆうと

さんと一緒にテレビ塔に上りました(^^) 

 屋外の展望台、本当に、とっても 

     寒かった…（笑） 

か 

。。 

 

Candle Night Nagoya 2016 を終えて

… 

CandleNightNagoyaを終え、より 

防災について考えさせられますが、

これを機に周囲を巻き込み、防災を 

見直す機会としたいです。そうした

取り組みを通して、被災地の復興を 

心から願いたいです。 

 

Candle Night 

Nagoya 2016 

副代表 

愛知淑徳大学 

安藤栄海さん 

Candle Night 

Nagoya 2016 

代表 

愛知淑徳大学 

内田そよかさん 

私たちがキャンドルナイトを行うこと

で、少しでも被災地のことを考える 

きっか となれ  しいです。  

沢山の方に想いを込めた灯りを灯し

ていただ て、無事アートが完成 

しました。 りがとう  いました！  

 



 

 

 

 

 

 

 

NAGOYA学生キャンパス「NAGOKO」では、 

現在「ナゴ校生」と「NAGOYA学生 EXPO」の運営メンバーを絶賛募集中です！ 

「ナゴ校」では、イベント活動・情報発信活動・交流活動・クリエイティブ活動の４つの分野に分かれ

て活動を行っています。 

 

 

 

その中の活動の一つが 

「学生 EXPO」です！！ 

～学生 EXPOってなに？～ 

「名古屋を学生のパワーで盛り上げたい」という思いからスタートしたナゴ校のビッグイベントで

す！ 

ステージ担当・ブース担当・広報担当に分かれて毎週会議を行い、５月の開催に向けて準備を進

めていきます！ 

 

ぜひ一緒にワクワクが溢れるステキなイベントを作り上げてみませんか？ 

 

↓ナゴ校生への応募はこちら！！ 

http://www.gakusei-cam.com/callfor.html  

ナゴ校生＆EXPO メンバー募集 

 

http://www.gakusei-cam.com/callfor.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje3Lzm48PRAhVGipQKHdWVDWYQjRwIBw&url=http://www.gakusei-cam.com/cgi-bin/news/page.cgi?act%3Dpage%26id%3D586&psig=AFQjCNG067VyqyyMSZBlFfbmiEp4d2YswQ&ust=1484556743248705


なごや学生コラボ☆フェスとは・・・ 
 

「学生が地域とつながる」をテーマに 
名古屋を盛り上げる学生たちが事例を持ち寄り 

発表を通じて新しい発想や仲間と出会う 
「学べて」「つながる」 
大交流イベントです。 

 日時 ：２０１７年２月２５日（土） 
 場所 ：名古屋国際センター 別棟ホール 
 参加費：無料 
実施概要：13:30 開場 

      14:00～15:00 基調講演 
      15:15～16:15 学生事例発表 
      16:30～17:30 ポスターセッション 
 

お問い合せ 
・名古屋市総務局企画部大学政策室 
 tel:052-972-2217（担当：稲山、塩谷） 
・名古屋市市民経済地域振興部市民活動センター 
 tel:052-228-8029（担当：小野地、加藤） 
 
 

まちづくり 
ボランティア 

インターンシップ 
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今回ご紹介するのは、めでたく成人を迎えたメンバー2名！ 

ほくほくの新成人の意気込みを聞いちゃいました！ 

 ・杉浦
すぎうら

匠
たくみ

君  

Q１、20歳になって何か変化はありましたか？ 

2016年は自分の中でも変化の年だったけど、20歳になってか

ら(10月～12月の二ヶ月間)は特に色んなイベントに参加して色

んな人々に会って、その会った人からまた次のイベントに誘われた

りと、新しい事の連続でした。以前は誰かと一緒じゃないと飛び

込み辛かったけど、一人で何かをやる事が多くなり、毎日が楽しく

てしょうがないです（笑） 

Q2、今年（今後）の目標は？ 

将来的には自分がされてきた事を相手にも

してあげたいと思っています。相手に何かを

与えられるような人になりたいので、そうあ

れるように今年はもっと経験を積み、相手に

ちゃんと伝えられる力をつけるのが目標で

す！ 

・村田
む ら た

雄
ゆう

哉
や

君 

Q1、20歳になって何か変化はありましたか？ 

お酒を飲めるという楽しみは増えたけど、何かを決める時に

自己責任で判断すべきことが増えたのが一番変わったと感

じることだね。後は 20 歳になって海外に行ったりして、自分

の中での価値観や人との接し方も大きく変わったなあ。具体

的には、自分に甘い所があるからストイックになったり、後は

人付き合いでも苦手な人とか気に入らない人とかはただ否

定的に見るだけでなくて、相手のいい所も見てあげて、否定

しすぎないようにしたりとかかな。 

Q2、今年（今後）の目標は？ 
2016 年は自分にストイックになり過ぎ

て大失敗したり、苦悩の連続でマイナス

な感じになってしまったから、楽しい時は

勿論苦しい時も楽しむ姿勢を持ち、それ

を踏まえた上で色々な事に挑戦したい 

です！ 



Vol.11 松井家チャーハン

今回でついに最終回
ラストのKENTO’Sキッチンは漢飯チャーハン！

ごはん 2人前
卵 2こ
焼豚 3切れ
長ネギ 1/3本

材料 2人分

醤油 適量
塩コショー 適度
青のり 適用

作り方

①焼豚、長ネギを細かく切る

②ごはんと卵をかき混ぜる

③①②を味を調えながら炒める

④最後に青のりをちらして完成！

詳しくは2/1配信のナゴ校TVで！→YouTube『ナゴ校TV』

最後の仕上げに青のりをちらすのが松井流。
実はKENTO’Sキッチン最終回ということで、ナゴ
校TVに取材していただきました！気になる内容、
そしてチャーハンは美味しくできたのか…？！

☜



新年あけまして
おめでとうございます！

今年も良い年に
なるといいですね♡

12月のドイツは
クリスマスマーケットで

大賑わい☆

オシャレな町並みの中
たくさんのカラフルな屋台が

並んでいました

さて！年末はドイツにいた
女子大生の日記を更新します

(笑)

12月5日～12月12日
総費用 約20万



かわいい
クリスマスグッズが
たくさん♪

◇今回訪れた街◇

学生の街
「ハイデルベルク」

昔ながらのかわいい街
「ローテンブルグ」

かなり治安のいいドイツ。
携帯を落としても拾ってくれたり

(T_T) (T_T)

安心して楽しめる
素敵なところでした～♡
是非行ってみてください♡

どちらもフランクフルト
から行きやすくて
観光におすすめ！



～ クリエイターズ紹介 ～

嬉しいことに今回で 3回目です ( *´艸｀)

さてさて、早速ですが今回の作家さんを紹介します♪

いなみ

愛知県出身｡

架空の世界に住む人々や､生き物を主に描く｡その中に

言葉に出来ない感覚や感情を描き､物語を紡ぐ様に作

品を生み出す｡これまでの活動は､学内外でのグループ

展､似顔絵､ボディーペイント｡愛知県で開催されてい

る｢L.A.B.｣( バトル形式のライブペイントイベント )

への出場などがある｡現在は愛知県を中心に活動中｡



HP

http://nnn107300.tumblr.com/

Thank you for reading!



編集部ページ
こたつでアイスの季節ですね

名古屋でも雪が降って、いよいよ寒さが身
にしみる季節になりました。
そんな日は「こたつでアイス」食べたくな
いですか？
今回は編集部kyokoの独断と偏見で「こた
つでアイス」にぴったりなアイスをご紹介
します！（※ステマではありません）
第３位『セブンプレミアム ラムレーズン
サンドアイス』(¥213)冬に食べるラム
レーズンアイスは最高。
第２位『MOW あずき』(¥140)隠し味に
食塩が入っているらしい。いくらでも食べ

れる。3月までの限定だよ！
第１位『雪見だいふく』(¥140)不動の王
者 雪見だいふく。様々な味が出ているが、
やっぱりバニラが一番。餅とアイスの組み
合わせを発見した人は天才だと思う…！少
し溶け始めてから食べるのがたまらなくい
い。
※ちなみに冬にバニラ系の濃厚アイスを食
べたくなるのは、外気と室内の気温差が大
きく、身体ストレスを緩和するために大量
の糖分を欲するらしい。
アイスを食べてこたつでぬくぬくしよう！

『NAGOKO』2017冬号に最後までお付き合いいただき、ありがとう
ございました。いいね！ を押してくださると編集部一同大喜びいたし
ますのでポチっとお願いいたします。

また、編集部では新メンバーを募集しております。
興味のある方はメールアドレスまたはTwitterのDMにご連絡ください。
✉ ngk.free.paper@gmail.com     🐦 @nagoko_webmaga
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