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ECONOMICS
経済学部を

CONNECT
つなげて

ACTIVATE

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。

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（ECOCA）の第8期会長を務めました
野口詩織です。ECOCAは学部の縦と横のつながりを強めて大阪大学経済学部を活気あ
ふれるものにすること、及び学生の自分磨きの場を提供することを理念として、経済
学部同窓会をはじめ、様々な方々のご支援をいただきながら活動している団体です。
ECOCA 第8期会長

野口詩織
-Profileあだ名:しおりん
学年:四回生
出身:兵庫県伊丹市
趣味:最近カメラにはまってます。

今年度は、新入生歓迎会に始まり、毎年恒例のOBOG交流会や就職活動支援プロジェ
クト、公認会計士講演会などの各種セミナーと多くのイベントの企画・運営に取り組ん
できました。そのような我々の一年間の活動をまとめたものがこのEcocaLinksです。
是非一度ご覧いただき、ECOCAの活動をより深く知っていただければと思います。
イベントの参加者からは「将来を考える上でためになった」「新しい友達ができて、参
加してよかった」などの嬉しい声を聞くこともしばしばあり、我々の原動力となってい
ます。これからもさらに活動の幅を広げ、多くの方々にとって価値のある団体になれる
よう運営スタッフ一同取り組んでまいります。
最後になりましたが、日頃からのご支援・ご協力に感謝申し上げます。
今後とも、ECOCAをよろしくお願いいたします。

ECOCA前会長（第8期）野口詩織

運営メンバー募集中！
ECOCAに興味を持ってくださった皆さん!

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

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。

E-mail

HP

Facebook

公認会計士

➡H28年度 活動報告
平成28年度のECOCAの活動を
ピックアップしてご紹介!
またそれぞれの企画の担当者に
コメントをもらいました!!!

業界研究セミナー

経済学部の学生なら、一度は夢見る公認会計士。この講

毎年恒例となったこの卒業祝賀会では立食パーティーや

演会では、会計とは何か？といった基本事項から、会計

ビンゴ大会、恩師への花束贈呈 などが行われます。また

士のなり方について、ＯＢ・ＯＧの現役公認会計士の方

今年度からは ECOCA 会員の3回生も参加可能になり、

にお話しいただきました。就職のみならず、様々な将来

お世話に なった先輩方の卒業を祝う場としていただけた

選択について考えてもらうために企画しました。

らと考えています。

①名前 ②ニックネーム
③学年 ④出身地
⑤趣味 ⑥ひとこと(あれば)

ＥＣＯＣＡの運営メンバーになっ
てから、初めてのイベントでし
たが、多くの参加者が集まり、
本当に嬉しかったです。

新入生歓迎会
第一弾：学生生活相談会(4/5)
第二弾：新入生歓迎パーティー(4/21)

卒業祝賀会

P&G講演会(10/6)
商社体感セミナー(10/19)

公認会計士
業界研究セミナー(6/30)

いちょう祭(5/1,2)

夏季休暇

大学祭にて出店！
大好評、みたらし団子を販売♪

新入生歓迎会

①田内健太郎 ②田中
③二回生 ④愛知県 ⑤将棋
⑥単位とキャッシングの
ご利用はご計画的に

WEB対策講座(12/6,7)
実際にWEB模擬テストを
受験できる講座

大阪大学経済学部同窓会若手交流会(11/9)
経済学部OBOG交流会(11/16)
ES対策講座(11/17)
留学生交歓パーティー(11/30)

商社体感セミナー

①加藤優介
②かとちゃん、すけさん
③一回生 ④愛知県
⑤テニス

毎年好評であるこの祝賀会のリー
ダーの責任は想像以上に重く、う
まくいかないこともあったけれど、
最後は卒業生の方々に楽しい時間
を過ごしてもらえるような祝賀会
になり安心しました。

第八期総会(2/10)

ゼミ懇談会(1/12,16,17)
京都 BtoBメーカー業界研究セミナー(1/18)
模擬面接対策講座(1/19,20)

OBOG交流会

業界探求セミナー(3/3,4,6,7)
卒業祝賀会(3/22)

業界探求セミナー

経済学部の新歓は二部構成です。第1弾の大学生活相

このセミナーでは、伊藤忠商事株式会社様にご協力頂

経済学部での縦と横のつながりを深めるため、今年も

全学部全学年対象の就活支援プロジェクトの一環とし

談会では大学生活について先輩がアドバイスします。

きました。商社について学ぶことができるだけではな

OBOG交流会を開催しました。経済学部の卒業生20名、

て毎年開催しているセミナーです。今年は4日間、計22

第2弾では、グループでのクイズ大会や、立食パーティー

く、実際に商社のしていることを体感キットを使って

学生40名ほどがビアホールに集結し、食事を楽しみな

社にご協力いただきました。自分の興味の有無にとら

で新入生同士の仲を深めることができます！

ゲームで、楽しく体感するなど、盛りだくさんの内容

がら学生生活の話題から仕事や就活の話題まで様々な

われず幅広く業界を知ることの出来る良い機会となり

となっています！

話で盛り上がりました。

ました。

初めての企画リーダーということで、
慣れない中いろいろな壁にぶつか
りました。その度に、先輩や友人
の力を借りながら、企画を成功さ ①岩本武大 ②スライサー
せることで、大きな達成感と、成長 ③二回生 ④大阪府
⑤読書、音楽
を感じることができました。

商社で働いているからこそわかる
生きた話が聞けて商社を目指す
人、また商社に興味がある人に
①益田健吾 ②ますお
とても為になるものでした。
③一回生 ④大阪府
実際の仕事をゲーム感覚で楽しめ
⑤野球観戦
⑥わからないことや困ったこと るので、一度は体験してみる価値
があればなんでも答えます！ があると思いました。

うまくいかないことが多く今後の
課題が見えたイベントでしたが、
参加者からは次も参加したいとの
声をいただけたので企画して良かっ
たです。交流会では社会人の方か
らためになる話を多く聞くことが
でき、楽しめました。

①井上翔太 ②いのしょー
③二回生 ④京都府
⑤スノーボード、
ラーメン巡り
⑥美味しいラーメン屋
教えてください。

①古川優花 ②ゆうか
③二回生 ④兵庫県
⑤ジムで体を動かすこと

約1年がかりで作り上げたイベント
ということもあり、私自身にとって
大変思い入れが強いだけでなく責任
感も伴うものでした。参加者の満足
を得られたとき、このイベントを運
営出来たことに誇りを感じました。

阪大経済学部一回生の一日
①名前 ②学年
③自宅生or下宿生
④1セメのコマ数
⑤一日の予定にひとこと

大学生の毎日は高校生の頃とはぜんぜん違う！
ひとりひとりが自分の時間割をつくるから、一日の過ごし方も人それぞれ。
ECOCA運営メンバーの一回生にどんな一日を過ごしてたのか聞きました♪

①益田健吾
②一回生
③自宅生(自転車通学)
④17コマ
⑤こんなにハードスケジュール
でもなんとかなります！

渡部くんのある日
6:30
8:50~12:00
12:00~13:00

起床

加藤くんの休日
9:00 起床
10:00~12:00 部屋の掃除

1限と2限

13:30~16:30 サークル

食堂でお昼

13:00~14:30

3限

15:10~17:00

教習所

18:00~19:30

塾でバイト

19:00~23:00 バイト

益田くんのある日
5:30
6:00~11:00

起床
飲食でバイト

20:00

帰宅

12:00~13:00

ECOCAの会議

23:30

就寝

13:00~14:30

サークル

14:40~17:50

4限と5限

18:00~19:00

友達とお喋り

19:30~23:00

塾でバイト

①渡部稜
②一回生
③自宅生(自転車通学)
④18コマ
⑤けっこう暇です。

24:00

24:30 就寝

①加藤優介
②一回生
③下宿生(徒歩通学)
④16コマ
⑤他サークルとの掛け持ちが
しやすいのがECOCA運営の
いいところです！

就寝
大学生は自分で自分の一日をコーディネート。
バイトやサークル、趣味など
いっぱい詰め込んだ充実した毎日を送ろう！

こんにちは！ECOCA第9期会長の沖慎也です。一回生から運営メンバーとして
様々なイベントの企画や運営をしてきました。このECOCAを通じて経済学部
OBOGの方々、信頼できる友達、先輩後輩と出会えることができました。

ECOCA 第9期会長

沖慎也

そうしたメンバーと共に企画運営してきたイベントにおいて、参加者の方に満足
してもらえるようにしっかりと計画し、時に起こる困難を乗り越え、そして成功に導く
ことができたときの感動はかけがえのないものです! この冊子を読んで下さった皆さん
にECOCA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、そして経済学部が盛り上が
れるようなイベントを提供してきたいと思います!

-Profileあだ名:おっきー
学年:二回生
出身:兵庫県伊丹市
趣味:ドライブ、日本酒飲み
ひとこと：
ECOCAでは全力少年やってま
す！(常にとは言ってない)

今後とも、ECOCAをよろしくお願いいたします。

ECOCA 第9期会長 沖慎也

【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

【編集後記】
Ecoca Linksに載せきれていないイベントもたく
さんあります。大変充実した一年でした！Links
を読んで皆さんにECOCAに興味を持っていただ
ければと思います。

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

山添杏珠

加藤優介

益田健吾

渡部稜

