
ー 経済学部の皆様へ

　こんにちは、2012年度大阪大学経済学部同窓会学生部会(ECOCA)会長の高本です。1年生から運営
メンバーをしており、ECOCAも学部も最後の年となりました。今年は会長として、より楽しい経済学部を
創っていきたい、また下回生の皆さんの「良きお兄ちゃん」でいたいと思っています。特に新しい大学生活に
不安と期待でいっぱいであろう1回生の皆さん、何かあれば気軽に声をかけてください。
　
　「それより、ECOCAって何や？」と思っている方は多いでしょう。ECOCAは経済学部生による経済学部
生のための学生団体です。「経済学部生の同期や先輩とのつながりを濃くし、皆で充実した大学生活を送
れるようにしたい」という理念のもと、設立されました。この理念に沿ってたくさんのイベントを現役の経
済学部生が企画・運営しています。

　面白いと思った方、まだよく分からないと思った方、また以前から知ってくださっていた方も、ぜひ
このEcoca Linksの中身を見てください。読んでいただければ、新入生歓迎会、就職活動支援イ
ベント、ゼミ懇談会など、さまざまなイベントを実施してきたECOCAの事がより具体的に分かる
と思います。また、運営メンバーは、一つのことにとらわれずに経済学部をよりよくするため、常に
新しいことを考え続けています。是非、ECOCAのイベントを活用して下さい。そして、「自分も経
済学部をもっと楽しい学部にしたい！！」と思った方は、私たちと一緒に経済学部を創っていきま
せんか。そのチャンスがECOCAにはあります！

　今年の夏でECOCAは4年目を迎えます。学部生の皆さんや卒業生の温かい支援によって、活
動も軌道に乗ってきました。本年度もECOCAをよろしくお願いします。

ECOCA 会長  高本悠介

経済学部を
学生の手で創っていく

ECOCA 会長
高本悠介_Yusuke Komoto

　　　　　　　　 profile
〈出身地〉大阪府
〈趣味〉おでかけ、読書
〈バイト〉予備校のチューター
〈チャームポイント〉髪型
〈ECOCAに入った理由〉

面白くて優しい先輩が多くて、
一緒に活動したいと思ったから。

ちょこっと！
President

【ゼミ】　2回生対象の専門セミナー（半年単位）と、3・4回生対象の研究セミナー（1年単位）がある。
　　　　研究セミナーはテーマだけでなく、雰囲気や論文の有無などが大きく異なるので、ゼミ選びにはECOCAのゼミ懇談会を活用しよう。

創刊号＿2012.3.22　発行元＿大阪大学経済学部同窓会学生部会（ＥＣＯＣＡ）

Ecoca Links



ちょこっと！
Symposium

【珍しい制度】　飛び級制度：学部3回生修了後、4回生とM1を平行し、学部入学から最短5年間で修士課程を修了する制度。
　　　　　　  懸賞論文：他学部の卒業論文に代わる制度で、最高賞金は10万円。

ＥＣＯＣＡでは毎年、自己分析対策講座・ＥＳ対策講座・ＧＤ対策講座・模擬面接講座など様々な就活
支援イベントを行っています。今年は震災の影響・続く不景気に加え、採用活動開始時期の変更と、
就活生にとっては大変厳しい幕開けとなりました。そんな就活生の不安を表すように例年を超える
多くの参加者が集まり、盛大なイベントとなりました。そこで「ちょこっと！ Symposium」を開催し、
これらイベントの企画運営全てをリーダーとして引っ張ってくれた3人のエース、中道周平君、
小島みさ代さん、矢部広樹君にお話を伺いました。

キックオフセミナーから始まり、模擬面接対策まで全ての就活支援イベントを終了させた今の率
直なご感想をお聞かせください。
中道　肩の荷が下りてほっとしました。その一言につきますね。運営なんてした事なかったから

進め方もわからず、ずっと探り探りでやってきたので。
小島　ほんとその気持ちわかりますね。今年は、就活の開始時期も変わって分からない事がた

くさんあったので、企業に調査の電話をかける事から始まったんですよ。だから、準備が
もう大変で・・。全てを無事に終えられて、安心しました。

矢部　うん。そして、自分こんなに頑張れるんやなっていう。遊び放題だった1・2回生の時と比
べると、（自分の）成長をとても感じますよ。やる事が多すぎて、溜まるとすぐに詰んでしま
うので、「今できる事はやる」という習慣が身につきました。

中道　確かに。自分一人で出来る事ならなんとかなるけど、人とやるには「すぐ動く」、これが重要
ですね。ミーティングでも自分の意見を発信する中で、普段から色々考えるようになったんで
すよ。成長ですね。これは運営メンバーみんなに言える事だけど。

苦労した事はありますか。
小島　期限に合わせる事。それに向けて、みんなに動いてもらうのが大変でしたね。
矢部　うん。人それぞれ取り組みの姿勢が異なるので、足並みが揃わない。全員の意識を高められれば

いいんですけど。
中道　連絡がとりにくくなる夏休みは、特に大変でしたね。毎日学校に行って、リーダーとしてメンバーに

資料等の催促の電話をかけたりして、全体の把握に悪戦苦闘しました。
小島　あと、やはり企業の方とイベントを作っていくので、そこの連絡も難しかったですね。渉外から始ま

り、スケジュールの調整などもしなければならないので。
矢部　時には急な変更や要求に応える必要もあるしね。そういう大変な事をやればやる程、自分の企画に思

い入れが出て来て、「こんだけやったんだから、もっといいものにしよう」というモチベーションになり
ましたね。

中道　様々な事態に臨機応変に対応して、無事イベントを成功させる事が出来たのは、自分達にとって大き
な自信になりました。

では、うれしかった事・良かった事はありますか。
小島　いっぱいありますよ。私達はイベントごとに参加者にアンケートのお願いをしているのですが、そ

の中に「今までの就活イベントの中で、一番為になったセミナーだった。」という感想があったん
ですよ。もう、感極まりましたね。

中道　あれは感極まったねー。僕は、仲間ですね。イベント成功という一つの目標に向かって、共に助
け合いながら密な時間を過ごしてきた仲間は、僕にとってかけがえないものです。ＥＣＯＣＡっ
て色々な人がいるので、本当に面白いんですよ。最近も、熱く語り合いました。

矢部　あと、企業の方と直接話す機会が多いのは貴重ですね。イベント以外でもアドバイスを頂い
たり、相談にのってもらったり。とても勉強になります。

小島　普通そんな機会ないもんね。

お話ありがとうございました。
では、最後に来年度ＥＣＯＣＡに入ってくる後輩に何かメッセージがあればお願いします。
小島　やりたいようにやってほしいですね。自分達も全てやりたい様にやらせてもらったし、企画

を形にする過程がとても面白かったので。
中・矢　困った時は全力でサポートするので、やりたいようにやっちゃってください！
　　　　
みなさん目を輝かせながら、お話をされているのがとても印象的でした。達成感と多くの人への
感謝の想いがひしひしと伝わってきた座談会でした。これは、もう来年のイベントが楽しみですね。
乞うご期待！！

矢部広樹
_Hiroki Yabe 
〈担当イベント〉模擬面接講座
〈出身地〉大阪府
〈趣味〉ランニング
〈好きな言葉〉自分の人生は自分で
考えて、自分で決めていく

小島みさ代
_Misayo Kojima 
〈担当イベント〉ES対策講座
〈出身地〉兵庫県
〈趣味〉音楽を聴く、カフェ巡り
〈好きな言葉〉Think of nothing
things, think of wind.

中道周平
_Syuhei Nakamichi 
〈担当イベント〉
業界探求セミナー
〈出身地〉広島県
〈趣味〉ＤＤＦＦ、アドパ
〈好きな言葉〉俺は過去形に
されるのはごめんだからな！

中道くん 小島さん 矢部くん
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【成績開示】　入学年の5～6月頃に郵送で申し込むと、自分の入試の点数や順位を知ることができる。
【ダブルスクール】　公認会計士や簿記、公務員試験などのために、大学の他に予備校にも通うこと。

　2011年10月16日、豊中キャンパス第一体育館にてゼミ対抗のスポー
ツ大会を開催しました。内容は、6ゼミ、計42名が参加し、リーグ形式・3セッ
トマッチでバレーボールの試合を行うというもので、優勝ゼミである金井ゼミ
には豪華優勝賞品としてメンバーの写真をプリントしたマグカップが贈呈され
ました。経済学部では、普段ゼミ同士の交流があまりないということもあり非
常に盛り上がるイベントとなりました。
　そもそも私がこれを企画しようと思い立ったのは、他大学に通う友人から
ゼミ対抗のスポーツ大会があり、とても盛り上がったという話を聞いたの
がきっかけでした。スポーツを通して、異なる学年間やゼミ同士の交流を
深めることが出来るのではないかと思ったのです。
　しかし、企画したのはいいものの我々にとっては勿論のこと、大学側
にとっても初めての試みだったので開催までには様々な苦労がありま
した。
　４月から活動を始めて開催までの約半年間、施設確保の為に体育
会の方々と何度も話し合いを重ね、また、参加者を集める為に各ゼ
ミを訪問したり、学部のメーリングリストを使って告知をするなど
地道な広報活動を行いました。
　人が本当に集まるのかなどの不安も多々あり、確かに大変では
ありましたが、それ以上に新しいイベントを自分たちの手で一か
ら作り上げていく面白さがありました。
そして、終了後に参加者の方々から「素晴らしい企画でした」、
「とっても楽しかった」と言って頂けた時の達成感は非常に大きい
ものでした。
　私はECOCAに入ったことで、自分たちでイベントを作り上げて
いくことの楽しさと出会うことが出来ました。そして何より多くの素
晴らしい仲間と出会うことができました。
ECOCAは、大学時代に何かやり遂げたい、思い出に残ることをした
い、そんな思いを実現できる場所だと思います。

ECOCAでは、経済学部の縦と横を繋ぐ為に常にもっと面白い
企画をみなさんに提案していきたいと考えています。
2012年のECOCAの試みをちょこっとだけ紹介します。

野中建俊_Taketoshi Nonaka

　　　　　　　　　　　　　　profile
〈出身地〉三重県
〈内定業界〉金融
〈趣味〉弓道
〈好きな言葉〉為せば成る　為さねば成らぬ何事も
成らぬは人の為さぬなりけり
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(平成23年4月～24年3月のものです)

東北関東大震災義援金
（3/27～7/29）  
 新入生を囲む会（4/22）

いちょう祭 模擬店（5/2,3）

業界探求セミナー
　外資系企業・ベンチャー企業編（10/6～20）

第一回ゼミ対抗スポーツ大会（10/16）　
自己分析対策講座（10/21）
OBOG交流会 （10/22）
ES対策講座（10/27,11/10）

業界探求セミナー 国内企業編（12/1～22）

まちかね祭 模擬店（11/4,5）
　GD対策講座（11/11,14,21,25）

模擬面接講座（1/6,19,26,27）
ゼミ懇談会（1/11,16,18）

卒業祝賀会（3/22）　

総会（2/15）

就活！ キックオフセミナー（6/9）
内定者と語る（6/23）

new!

想いをかたちに
～スポーツで心をつなぐ～

ちょこっと！ Attention ちょこっと！ Schedule

new!
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私たちと一緒に「経済学部のこれから」を創っていきませんか？ 他のサー
クルや部活と掛け持ちでも構いません。Ecoca Linksを読んで、
ECOCAに興味を持って下さった皆さん！ まずは、ECOCAのアドレス、ま
たはＱＲコードからお気軽にご連絡ください。また、ＨＰでもEcoca Links
で紹介しきれなかった私たちの活動を紹介しています。

　　大阪大学経済学部同窓会学生部会（ＥＣＯＣＡ）
　  E-mail:o.k.gakuseibukai@gmail.com

【後援事務局】
大阪大学大学院経済学研究科・経済学部
オープン・ファカルティーセンター（OFC） 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-7
                    文・法・経済学部本館1階143
　　◇営業時間／10時～16時45分（12～13時 昼休憩） 
TEL：06-6850-5259　FAX：06-6850-5268
 E-mail：ofc@econ.osaka-u.ac.jp

Ｍ君　　　　　　　profile
〈出身地〉兵庫県
〈趣味〉読書
〈サークル〉ESSを引退
〈好きな授業〉語学(特にフランス語)、
経営系の授業
〈6セメの授業〉6コマ
〈はまっていること〉こたつ
〈性格〉良い、真面目

Nさん　　　　　　　profile
〈出身地〉大阪府
〈趣味〉ピアノ、トロンボーン
〈サークル〉オーケストラを休団中
〈好きな授業〉簿記
〈8セメの授業〉2コマ
〈バイト〉ホテル・結婚式場のホール
〈通学時間〉片道1時間50分
〈目標〉公認会計士

私たちの学部はヒマ経と言われる通り、上回生になると授業のない日も珍しくありません。
そこで、授業がない日の彼らは何をしているのか、実態を調査してみました。

今回取材したお二人は授業がない日もとても充実させているのが印象的でした。
授業で教養を深めていくだけでなく、課外でも自分らしい学生生活を見つけたいですね。

皆さんもぜひすてきなキャンパスライフを過ごしてください。

M君(3回生)のある日

起床

大学で研究の
打ち合わせ

研究はまだまだ
終わらない

やっと帰宅

おやすみなさい

正門前のFRIENDLY
で晩ごはん

梅田と京橋で
就活セミナーをはしご

Ｎさん(4回生)のある日

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。そしてご
協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。紆
余曲折を経ながらもなんとか完成までこぎつけることがで
き、万感の思いでいっぱいです。
今回改めて活動を振り返る中で、実際に形となったイベントだけで
なく、実現できなかった数々の企画全てに込められた熱い想いに触
れる事が出来ました。ECOCAはもっと経済学部を面白くしてくれ
る、そう確信した二ヶ月でした。経済学部の今後益々の繁栄を陰なが
らお祈りしています。私も、ECOCAが作ってくれた繋がりを大切に、
「新社会人」を頑張りたいと思います。　　　　　　　中山裕理

私にとって最後のプロジェクトとなったEcoca Links作りですが、
年々進化しているイベントの話を聞いて驚いたり、Skypeで明け方
まで編集会議をしたり、と充実した二ヶ月間でした。運営メンバーに
なって以来、様々なプロジェクトに関わり、素晴らしい仲間を得た
ことで、自分の視野が広がったのを感じます。これらの活動が少し
でも皆さんのお役にたてていると幸いです。     　永岡 桜

運営メンバー募集！

【情報収集】　パソ室：大学院の建物１階にあるコンピュータ室。ほぼ年中無休で24時間利用可能。　旧サイバー：紙の持参が必要なパソ室に対し、
              　半期に150枚まで手ぶらで印刷できる。　資料室：本館にある。担当教授の許可を得てのコピー機の利用はここで。

ちょこっと！
Column

中山裕理 _Yuri Nakayama 　　　　　　　
〈出身地〉兵庫県
〈内定業界〉繊維
〈趣味〉TV鑑賞
〈好きな言葉〉風の吹くまま、気の向くまま

永岡 桜 _Sakura Nagaoka 　　　　　　　
〈出身地〉兵庫県
〈内定業界〉化学メーカー
〈趣味〉フルート
〈好きな言葉〉counterclockwise

おはようございます

予備校で
法人税の授業

本日2コマ目の授業は
財務会計

おうちに帰って
リラックスタイム

おやすみなさい

ほっと一息

ピアノのレッスン

今日は
早起き！

もうひ
と

踏ん張
り!

1コマ
3時間!!!
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