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ECOCA 第7期会長
岸本 啓佑
Keisuke Kishimoto
　　　　　　profile
〈出身地〉大阪府豊中市
〈趣味〉テニス、マラソン
〈血液型〉B型
〈身長〉170cm
〈座右の銘〉未来を切り開くには
努力・勇気・信念が必要である

ー 経済学部の皆様へ

こんにちは。大阪大学経済学部同窓会学生部会（以下ECOCA）の第７期会長を務めた岸本啓佑です。
ECOCAは経済学部の卒業生及び学生の交流を活発にすること、自分磨きの場を提供することを理念と
し、様々な方のご支援をいただき運営している団体です。

このEcoca Linksはそのような我々の一年間の活動をまとめたものです。是非、一度手に取ってECOCA
の活動をより深く知っていただければと思います。

今年度は新入生歓迎会、OBOG交流会、就活支援プロジェクト、業界体感セミナー、キレイ×キャリアなど
多岐に渡る講演会と様々なイベントに取り組んでまいりました。これらのイベントは、今年度初挑戦のも
のもありましたが、どれも参加者の満足度が高く有意義なものにすることができたと思います。共にこの
ような活動がしたい、経済学部を盛り上げていきたいという方はぜひ我々までご連絡ください。

最後になりましたが、多くの方々の日頃からのご支援・ご協力にお礼申し上げます。

ECOCA 第７期会長 岸本啓佑

ECOCAに興味を持ってくださった皆さん！ 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の掛け持ちでも構いません。まずは、ECOCAのアドレス・QRコードからお気軽にご連絡ください。
また、HPでも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　 

E-mail HP Facebook

ECO NOMICS

　C ONNECT

　　A CTIVATE

  経済学部を

   つなげて

　  活性化する

ECOCA（大阪大学経済学部同窓会

学生部会）は、2009年7月に経済

学部同窓会の下部組織として設立

された団体です。経済学部公認の

もと、経済学部の学生が運営し

ています。

運営メンバー募集！

ECOCA

ECOCA（エコカ）
で検索!
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その他お知らせリクエスト Messengerフィード

コメントする シェアいいね！

いいね！ 1万件

2015年4月16日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

1

その他お知らせリクエスト Messengerフィード

コメントする シェアいいね！

いいね！ 1.2 万件

2015年6月24日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

1

その他お知らせリクエスト Messengerフィード

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

1

その他お知らせリクエスト Messengerフィード

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

1

その他お知らせリクエスト Messengerフィード

コメントする シェアいいね！

いいね！ 1万件

2016年1月14日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

1

その他お知らせリクエスト Messengerフィード

コメントする シェアいいね！

いいね！ 1.5 万件

2016年3月28日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

近況 写真 チエックイン

Ecocabook

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新入生歓迎会
新入生歓迎会は第一弾と第二弾があり
ます。第一弾の大学生活相談会では大学
生活について先輩がアドバイスします。
第二弾ではグループになってゲームをし
たり立食パーティーをしたりして新入生
同士で仲を深めることができます！

金丸知樹
僕自身初めてリーダーをやった企画
が新入生歓迎会でした。準備までに
様々な困難もありましたが、無事成
功できたことで大きな達成感を得る
ことができました！

①2回生
②金丸知樹
③岡山県
④サッカー
⑤目標をもって生きよう。
⑥46単位

OBOG交流会
経済学部の卒業生40名、学生60名ほどに参加
していただいた、ビアホールで行われる毎年夏
恒例のイベントです。横の繋がりはもちろん、縦
の繋がりを作ることもでき、就活や学生生活に
関するアドバイスなども頂けるため、就活を控
える4回生はもちろん、1～3回生と参加者全員
にとって大変有意義な交流会となりました。

塩﨑智司
初めてリーダーを担当したという事
で、色々とつまずきながらも無事イベ
ントを成功させることができよかった
です。僕自身初めて交流会に参加し
ましたが、貴重な話を聞け凄くために
なりました。

①2回生
②塩崎智司
③大阪府
④旅行、カメラ、テニス
⑤フル出席で頑張ります。
⑥48単位

①4回生
②沖田篤彦
③広島
④映画鑑賞、テニス
⑤無事卒業できますように！
⑥42単位

①1回生
②中川友伽里
③岡山県
④バドミントン、食べること
⑤人生楽しいです
⑥48単位

模擬面接対策講座
全学部対象の就活支援プロジェクトの一
環として開催しました！ 今年は2日間で7
社の企業にご協力いただきました。本番
さながらの緊張感の中での面接と、企業
の方によるフィードバックは自分では気
づくことができない発見があり、参加者
の満足度が高いイベントです！

冨森ちなみ
協力企業や参加者を集めることには
苦労しましたが、参加者の満足度が
高かったので、運営冥利に尽きたな
～という気持ちです！

①3回生
②冨森ちなみ
③大阪
④ツムツム
⑤そろそろ北海道行きたい
⑥54単位

卒業祝賀会
卒業生に友人や恩師と過ごす最後の時
間を楽しんでいただくために、毎年企画
しています。立食パーティーや豪華商品
の当たるビンゴ大会、お世話になった先
生への花束贈呈など内容盛りだくさん
の、華やかで楽しい会です！

岩瀬有梨奈
会場のホテル選びから、料理選びやビンゴ
大会の盛り上げ役まで自分たちの手で作り
上げられてとってもやりがいがありました！
裏方の私たちには綿密な計画と臨機応
変さが求められますが、それも楽しさ
のうちです（笑）

①2回生
②岩瀬有梨奈
③愛知県
④ベース、料理
⑤ギリシャヨーグルト箱推し
⑥48単位

平成27年度 活動報告 ★★★★

コメントする シェアいいね！

いいね！ 2万件

2015年10月26日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

キレイ × キャリア
社会で活躍するＯＧの講演や女性の暮ら
しを支える企業のブース誘致を行い、女
子学生のキャリアプランニングに役立つ
情報を提供することを目的としたイベン
トです。ＥＣＯＣＡでは初めての試みでし
たが参加者のみなさんには楽しんでい
ただけました！

中川友伽里
ＥＣＯＣＡとしても、私にとっても初め
てのイベントで不安でいっぱいでし
たが、無事成功したときの達成感は
忘れられません。私自身もとても楽し
めました！

平成27年度のＥＣＯＣＡの活動をピックアップしてご紹介します！
また各企画の担当者にインタビューし、コメントをもらいました！！！

コメントする シェアいいね！

いいね！ 1.5 万件

2015年7月16日
大阪大学経済学部同窓会学生部会  ECOCA

フツウの阪大生になるな ！
元ゴールドマンサックスで勤務、現㈱いい
生活の代表取締役である北澤弘貴氏を
招き、阪大の新入生を対象に大学生活の
過ごし方についてご講演いただきました。
社会で活躍する先輩から新入生に刺激
を与えて、視野を広めてもらうことを目
的に開催しました。

沖田篤彦
北澤さんの毒舌混じりのトークに参
加した多くの新入生から、「大学生活
について考えるきっかけになった」
「動かないといけないと思った」など
の感想をいただくことができ、企画し
てよかったなと感じました。

◆担当者のプロフィール
①学年　　②名前
③出身地　④趣味
⑤一言
⑥1回生時取得単位数

新入生歓迎会
　第一弾
　大学生活相談会
　(4/3)
　第二弾
　新入生歓迎パーティー
　(4/16)

１回生BBQ
　(5/14)

大阪大学経済学部
OBOG交流会
inビアホール
(6/24)

～フツウの阪大生になるな ！ ～
　起業家による
　自分を磨く大学生活のススメ
　(7/16)

キレイ × キャリア
　～仕事も自分も大事に生きる～
　(10/26)

大企業、ベンチャーそれぞれから見る
　20代のキャリアの築き方 (11/7)
法経OB･OG交流会  (11/21)
ES対策講座セミナー編  (11/26)

GD対策講座  (12/17)
総合不動産ディベロッパー
　体感セミナー
　(12/18)
ES対策講座実践編
　(12/10)

ビジネス体感セミナー
　(1/7)
模擬面接対策講座
　(1/8,14)
ゼミ懇談会
　(1/12～14,18)

第七期総会 
　(2/9)

業界探求セミナー
　(3/4,5,8～10)
卒業祝賀会
　(3/28)

１回生BBQ大学生活相談会 ビジネス体感セミナーGD対策講座



清水 小倉

村山

ECOCA 第8期会長
野口詩織
Shiori Noguchi
　　　　　　profile
〈出身地〉兵庫県伊丹市
〈趣味〉バドミントン、散歩
〈特技〉阪大坂を早足で登ること
〈好きな食べ物〉甘いもの全部
〈ひとこと〉ECOCAは私にとって
家族のような存在です ！

Ecoca Linksを読んでECOCAについて興味を持っていただければ幸いです。
来年度のLinksが充実した内容になるよう、私たちもECOCAを盛り上げていきたいと思います。

小倉 あかり
Akari Ogura

（1回生）  　　　　　　　
〈出身地〉兵庫県

profile

【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
TEL：06-6850-5259　FAX：06-6850-5268　E-mail：ofc@econ.osaka-u.ac.jp

【編集後記】
中川友伽里　田村悠夏　KO HYUNSHIL

ECOCA運営メンバーの１回生３人が集まって

１年間を振り返りました！

◆

◆

◆

1回生女子トーク

こんにちは ！ ECOCA第8期会長の野口詩織です。1回生から運営メンバーとして活動し、これまで様々
なイベントの企画・運営に携わりました。仲間とともに協力し、時には困難を乗り越え、イベントを成功に
導くことができた経験はかけがえのないものです。また、ECOCAを通じて経済学部のOBOGの方や個
性あふれる友人、先輩後輩など、たくさんの人に出会うことができました。この冊子を読んで私たちの活
動を知っていただき、少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。これからも経済学部の皆さんの
学生生活をより有意義にできるようなイベントを提供していきたいと思います。
一年間、会長として活動をさらに盛り上げていけるように頑張ります！

今後とも、ECOCAをどうぞよろしくお願いいたします。

ECOCA 第８期会長 野口詩織

清水 万柚子
Mayuko Shimizu  　　　　　　　
（1回生）

〈出身地〉兵庫県

村山 愛子
Aiko Murayama

（1回生）  　　　　　　　  　　　　　　　
〈出身地〉岐阜県

＜ エコカ女子 ＜

＋

＜ エコカ女子 ＜

＋

既読
10:01

もう入学して1年経つけど、入学
したての時って不安とかあった？

既読
10:05

あと大学のテストって難しそうだ
し不安しかなかったよ。

お
ぐ
ら

10:02

小倉

いっぱいあった～！

お
ぐ
ら

10:09

小倉

わかる（笑）ちゃんと学校に来て授
業聞いてたら単位もとれるよね！

むら
やま

10:04

村山

履修とか単位のこととか全然わ
かんなくて不安だったなあ。

むら
やま

10:12

村山

私は空き時間に図書館にも行って
勉強した！ 集中できるしおすすめ！

むら
やま

10:07

村山

でも1年やってみたら意外といけ
た気がする（笑）

既読
10:14

図書館いいよね。あとは先輩の
サポートも大きかったなあ。

既読
10:20

今では何かあったらすぐＥＣＯＣＡ
の先輩に聞いてる（笑）

お
ぐ
ら

10:16

小倉

ＥＣＯＣＡに入って経済学部の先
輩とつながりもできたしね。

お
ぐ
ら

10:24

小倉

私も（笑）持つべきものはいい先
輩やな！

村山むら
やま

10:19

うんうん！ 履修とかもだし専門の
授業も経済の先輩に聞くのが一
番だよね。

既読
10:28
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