
出 身 地

通学時間

サークル

１セメスターにとって
いた授業の数

石川県

１５分

旅サークル

１６コマ

成川  佳央

出 身 地

通学時間

サークル

１セメスターにとって
いた授業の数

兵庫県

２時間００分

なし

15コマ

三浦  美吹
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　こんにちは。大阪大学経済学部同窓会学生部会（ECOCA）の第
10期会長を務めました加藤優介です。
　ECOCAは、縦と横のつながりを強化し経済学部を活気づける
こと、学生の自分磨きの場を提供することの2つを主な理念とし、
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
活動しております。
　今年度は、毎年開催しているイベントをもう一度見直し、より経
済学部生の方々に喜んでもらえるものにするにはどう改善すれば
よいかを、運営メンバー一丸となって考えながら企画を行ってきた
年でした。このEcocaLinksは、このようなECOCAの1年間の活
動をまとめたものです。ぜひご一読いただき、ECOCAについて
知っていただければ嬉しく思います。
　ECOCAは昨年で10周年を迎えました。このような記念すべき
年に会長を務めさせていただけたことを非常に嬉しく思います。
まだまだ団体の歴史としては浅いですが、経済学部のための団体
として長くあり続けられるよう、運営メンバー一同より一層努力し
てまいりますので、今後ともECOCAをよろしくお願いいたします。

ECOCA前会長（第10期）
加藤 優介

profile
学年：３回生
出身：愛知県
所属サークル：なし

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ので是非ご覧ください！

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

運営メンバー募集！

Instagram HP Twitter

ECONOMICS
経済学部を

CONNECT

活性化する

つなげて
 

ACTIVATE

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。

阪大経済学部
１回生の1日

大学生は自分で時間割も決められるし、高校生の時より自由な時間が増えます！
勉強に集中するもよし、部活を頑張るもよし、自分の好きなことをとことんやる
のもよし。充実した日々を自分で作っていこう！

７：３０　起床

８：３０　出発

８：４５　到着

８：５０　授業

　 ↓    

１７：５０　授業終わり

１８：２０　塾講師バイト

２１：００　バイト終わり

２２：００　帰宅

２４：００　就寝

ここにはまだECOCAの一部しか載せていません！
興味のある方はぜひECOCAへ来てください！
編集代表　村椿　太一　　足立　暁史
　　　　　西浦　康平　　成川　佳央
　　　　　三浦　美吹

【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）事務局 
〒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
◇開局時間／10時～16時45分
TEL：06-6850-5259
FAX：06-6850-5268
E-mail：ofc@econ.osaka-u.ac.jp

　こんにちは！ECOCA第１１期会長の古谷康
成です。
　ECOCAでは、縦と横のつながりを強めるた
めに様々なイベントを実施しています。イベン
トの準備は本当に大変で、運営メンバーと協力
しながら、進めてまいりました。その分、イベン
トが成功した時の達成感は大きいもので、頑
張ってよかったといつも思います。
　ECOCAでの経験は本当に貴重なものばか
りで、ここで学んだ事は今後の人生で必ず役に
立つと思っています。
　今まで、大人数をまとめる役に就いたことは
ないので、不安はありますが、自分なりに精一
杯頑張ります。
今後とも、経済学部のみなさまにとって魅力あ
るイベントを企画してまいりますので、我々
ECOCAをどうぞよろしくお願いいたします。

次期会長挨拶

５：２０　起床

６：３０　出発

８：４０　到着

８：５０　授業

　 ↓

１６：１０　授業終わり

　 ↓   　 

１８：３０　塾講師バイト

２２：００　バイト終わり

２２：３０　帰宅

１：００　就寝

ECOCA 第11期会長
古谷 康成

profile
学年：2回生
出身：奈良県
所属サークル：なし

　空きコマ
友達とランチや
サークルの
　　 練習など

猫が入ってくる
教室も!

成川くんの１日

下宿生

三浦さんの１日

実家生

メールで

レポート提出や

スマホで出欠

確認も！
高校と大学は
こんなに違う！

日によって
学校に行く
時間は
バラバラ

バイトについて
やっぱり塾講師が一番多いね！

時給も高いし、楽そう！

でも予習が必要な塾もあるから

一概には楽とは言えないかも。

飲食は１日に長時間入ることが

出来るから、休みの日だけでも

働けそうだね。

色々な種類のお店があるから

自分に合ったお店やお気に入り

のお店が見つかるかも！

・内容

・週回数

・1回の勤務時間

10人

10人

4人
2人塾関係   10人

飲食　     4人
その他　  2人

1人3人

3人

7人
5人
1人

エコカ1回生バイト状況

週１回      1人
週2,3回 10人
週3,4回   3人

3時間以下   3人
4時間　　   7人
5時間　　   5人
6時間　　   1人



担当者のプロフィール
❶名前　❷出身　❸学年
❹所属サークル

平成30年度のECOCAの活動をピックアップしてご紹介します！
また各イベントのリーダー、参加者にコメントをもらいました！ECOCAの１年

４月 12月10月7月5月 8月 1月 2月６月 ９月 １１月 ３月

就職活動のスタートとして活用して
もらおうという目的で、3 回生を対
象に行ったイベントです。夏イン
ターンシップに向けて、自己ＰＲの
書き方だけでなく、就職活動の基礎
から学ぶことができ、有意義なイベ
ントになったかと思います。

❶加藤 優介
❷愛知県
❸３回生
❹なし

インターンシップ選考対策
自己PR作成講座

自分自身も１回生の時パーティーに
参加してみて楽しかったので、いい
経験だと思い、リーダーをやってみ
ました！事前準備はとても大変でし
たが、当日楽しそうに喋る新入生た
ちの姿を見て、やってよかったなぁ
と強く思えたとてもやりがいのある
企画でした！

❶田中 智也
❷神奈川県
❸2回生
❹ボランティア
　サークル

新歓パーティー

新入生相談会は履修登録やサークル、バイト…等の不安
を抱えた新入生の相談に、私たち ECOCAスタッフが先
輩としての経験を踏まえてお応えするイベントです。お菓
子やジュースを片手に上回生と新入生の縦のつながりだ
けでなく、新入生同士の横のつながりも大きく深められ
たよい機会となりました。

新入生相談会

ECOCAの創立１０周年記念、ならびに創立に尽力
され、2018 年度をもって大阪大学を離れられた小
林 敏男先生の送別会を兼ねた特別総会を実施しま
した。これまでの ECOCA の軌跡を振り返るなどの
企画で、会場は終始盛り上がり、とても充実した1日
となりました。

❶西浦 康平
❷大阪府
❸1回生
❹ソフトボール
　サークル

❶谷 壮人
❷大阪府
❸1回生
❹バスケットボール
　サークル

特別総会

総合商社の業務体験を目的に、双
日株式会社様ご協力のもと、グルー
プに分かれてワークショップ形式の
ゲームを行いました。仲間と戦略を
立て、他グループと交渉し、利益の
大きさを競い合うことの面白さを
実感することができました。 ❶足立 暁史

❷愛知県
❸1回生
❹水泳サークル

商社体感セミナー
阪大経済学部の入
社１０年以内の若手
OBOGや在校生に
数多く参加いただ
き交流の輪を広げ
ました。ECOCAに
入って間もない時期のイベントで右も左もわからない状
態でしたが、運営スタッフとしても一参加者としても楽し
むことができました。

❶廣田 凌　❷愛知県
❸１回生　  ❹ソフトボール
　　　　　　　サークル

OBOG交流会

このイベントは就活生をはじめ 1,2 回生も対象とした
就活イベントです。学生に人気が高い企業を 25 社集め、
セミナー形式の説明
会と少人数での懇親
会を実施しました。
企業の人と直接やり
取りをする特別な経
験ができました。 

❶釜澤 平蔵　❷東京都
❸２回生　❹テニスサークル

企業探求セミナー

本年度もザ・リッツ・カ
ールトン大阪にて卒業祝
賀会を開催しました。ビ
ュッフェやビンゴ大会な
どもあり、阪大生として
最後で最高のひと時を、
卒業生の方々に過ごして
いただくこ
とが出来ま
した！

卒業祝賀会

❶横田 あゆみ
❷愛知県
❸2回生
❹駅伝同好会

・新歓パーティー・新歓
　合宿 ・新入生相談会

いちょう祭 期末テスト 期末テスト夏休み 春休み冬休みまちかね祭

・インターンシップ選考対策　自己PR作成講座
・OBOG交流会

・特別総会 ・商社体感セミナー ・ゼミ懇談会 ・総会 ・企業探求セミナー
・卒業祝賀会


