
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（ECOCA）会長の須磨です。私は１年生の頃から、運営
メンバーとして活動してきました。4年生になり、学生として過ごす、また運営メンバーとして活動する最後
の年となりました。会長として、今年度は皆さんから好かれるECOCAを作っていくと同時に、より良い経済
学部を作っていきたいと考えています。

　さて、ECOCAとは、経済学部生の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、後輩とのつながりを深め、皆で充実した大学生活が送れるようにしたい」「経済学部生に
向けてキャリア形成のために自分磨きの場を提供したい」という理念のもと、私たちは活動しています。

　ECOCAについてもっと知りたい方、また以前から知っていた方もこのEcoca Linksのページを
めくってみてください。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、法経OB・OG
交流会、ECOCA講演会、卒業祝賀会など、様々なイベントを実施してきたECOCAをより知ること
ができます。

　私たち、運営メンバーは経済学部をより良くするため、様々な視点から常に新しいことを考え
ています。「自分も経済学部をもっと楽しい学部にしたい！」という熱い想いがある方は、私たちと
一緒に経済学部を作っていきませんか。そのチャンスがECOCAにはあります。
　
　今年の夏、ECOCAは5年目を迎えます。学部生の皆さんや卒業生の暖かい支援によって、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  須磨正裕

ECOCA 会長
須磨　正裕
Masahiro Suma

　　　　　　　　 profile
〈出身地〉和歌山県
〈趣味〉絵を描くこと
〈特技〉ボイスパーカッション
〈ECOCAに入った理由〉
先輩がかっこよかったから！
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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。



経済学部と法学部の卒業生
を大学に招き、学生時代にや
るべきこと、就職活動に向けて
やるべきことなど学生が有意義
な話を聞ける場を設けました。第
1部は座談会を行い、第2部では
立食パーティー形式で懇親会を行
いました。

担当者コメント：卒業生と話す機会が少ない学生にぜひ交流してもらい、学生生活を

さらに充実させて欲しいという思いから企画しました。私自身、卒業生と交流したこ

とで学生生活の送り方や就職活動に関してヒントを得られ、その後の生活が充実し

たという経験が背景にあります。今後も複数回開催して濃い関係を構築しやすい

環境を提供したいと思いました。

参加者コメント：普段の生活では全く関わることの出来ない色んな業界の方々

とお話して、これからの学生生活に役立ちそうなことがたくさん聞けました。

特に第2部では、立食パーティー形式ということもあって卒業生の方々と

ざっくばらんに話すことができてとても楽しかったです。また来年も開催して

ほしいです。

㈱神戸製鋼所元社長の

犬伏様をお呼びし、大学

生時代の経験や入社し

てから今まで培われた知

識などのお話をしていただ

きました。第1部は講演会、

第2部は犬伏様と学生との意

見交換会を行いました。

担当者コメント：私の4年間の大学生活はとても楽しく、有意義なものでした。

しかし、もう一度やり直せるのなら、という思いもあります。1・2回生には、後悔し

ない学生生活を送ってほしいと、講演会を企画しました。参加者の中には、現状に

満足していない学生が多く、彼らに講演会を通じて大なり小なり動機づけできたの

ではないかと、満足しています。

参加者コメント：第1部では、今の自分が漠然と大学生活を送ってきた中で足りな

かった、具体的な目標というものを見つけることができました。第2部では、犬伏

様だけではなく学生の意見も同時に聞けてとてもためになりました。

第
1
期
末
試
験

　      

夏
季
休
業

　
冬
季
休
業

第
2
期
末
試
験

春
季
休
業

新入生歓迎会（4/20）

経済学部生交流会（5/17）
 就活支援プロジェクト・
 　キックオフセミナー（5/18）
  内定者懇談会（5/31）

 業界探究セミナー（10/4.11.18）
自己PR講座（10/4）
英文履歴書書き方講座（10/11）
経済学部スポーツ大会（10/21）
ES対策講座（10/25.11/8）
 法経OB・OG交流会（10/27）

業界探究セミナー（12/6～21）

GD対策講座（11/15.16.22）
 商社ビジネス体験セミナー（11/27）

模擬面接講座（1/10.17）
 ゼミ懇談会（1/10.11.15）
  ECOCA講演会（1/16）

卒業祝賀会（3/25）　

ECOCA総会（2/5）

夏インターンシップ
面接対策講座（7/13）

法経OB・OG交流会（於 豊中総合学館）

平成24年度 ECOCA講演会　
　　～意識の改革 ! これでいいのか阪大生～ （於 豊中総合学館）

平成24年度
ECOCA年次報告
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今年度初めて開催した
 新しいイベントをご紹介します（*^_^*）

経済学部生交流会

業界探究セミナー

卒業祝賀会



イベントを創り上げていくのはとて
も大変ですが、普段味わえないような
充実感を得られますし、全てやり終え
た後の達成感はたまりません!(^^)!
イベントの企画に興味がある方は、
裏面の「運営メンバー募集」を
ご覧ください♪

3回生 1回生

現在ECOCAを運営しているメンバーは1回生から4回生まで

合わせて41人います。その中から4人にインタビューしてみました！

ECOCAってこんな団体なんです♪

① 中道　周平
② しゅうへい
③ 広島県
④ TVゲーム、球技
⑤ ハッピーうれピー
 　よろピくねーー

① 花岡　柚子
② ゆず
③ 三重県
④ 旅行、読書、飲み会
⑤ あと１年で卒業(多分)
　 なんて信じられないし
 　信じたくないです

① 中平　凜
② りんりん、パンダまん(笑)
③ 新潟県
④ カフェめぐり♡
⑤ 大学生楽しいよー(*^_^*)

ECOCAを一言であらわすと？
めりはりつけてがんばれるところ！

ECOCAに入ってよかったことは？
みんなで協力しながら企画を進めるので
同じ学部の先輩や同期となかよくなれる！
おもしろい人がたくさんいまーす(^^)

ECOCAを一言であらわすと？
家族！

ECOCAでの思い出は？
３回生の時の、就活支援プロジェクトの運営
が一番心に残っています。お互い知らないメ
ンバーと打ち解け、理解しながらプロジェク
トを進めるのは楽しかったし、プロジェクトが
終わった今でも彼らは大切な仲間です。

ありがとうございました!(^^)!

ECOCA運
営メンバー

1問1答
① 名前
② ニックネーム
③ 出身地
④ 趣味
⑤ 一言

ECOCAを一言であらわすと？
キャラも見た目も濃い集団

残り一年間ECOCAで何をしたい？
後輩のサポート、イベントへの貢献、ECOCA
メンバーの同窓会の企画をしたいです。

発案

イベントの発案をします。
学年に関係なく、運営メン
バー全員が発案すること
ができます。

スタッフ
集め

運営メンバーの中で一緒
にイベントを創り上げてい
くスタッフを募ります。

企画書作成
＆

企画実施決定

イベントの目的・内容・規
模・予算などを明記した
企画書を作成し、イベント
の実施可否を協議します。

会議

イベントの実施にむけて、
具体的な当日の流れやそ
のために何が必要なのか
などを、スタッフで納得の
いくまで話し合います。

渉外

イベントの中には、運営メ
ンバーだけでは実施でき
ないものもあります。その
場合、企業やOB・OGなど
にイベント内容を明記した
企画書を送り、協力しても
らえるよう交渉します。

イベント
当日

スタッフは、会場設営・受
付・司会進行などを行い、
イベントが円滑に進むよう
努めます。

報告書
作成

イベント当日の流れ・評価
点・反省点・次回開催に
向けてなどを明記した報
告書を作成し、みんなで
振り返ります。

① 小島　みさ代
② こじま、こじこじ
③ 兵庫県
④ 食べ歩き、旅行
⑤ これからもECOCAでの
 　つながりを大切に楽しく活動
　 してください！また遊びに行き
 　ます！

4回生

ECOCAを一言であらわすと？
「経済学部の生徒会」

ECOCAでの思い出は？
業界探究セミナー終了後にスタッフで
打ち上げをしたり、社会人の先輩方に
内定のお祝い飲みをしていただいた
り、縦横に広くつながりができたこと！

運営メンバーの
お仕事

～イベントが出来上がるまで～

ECOCA



運営メンバー募集！

Ecoca Linksの作成を通して、自分たちの活動を振り返ることができ、とても有意義な1年間だったと感じました。
今後もECOCAの活動を更に活発にし、より良いものを作り上げていきたいと思います。

川嶋 八瑠美
Harumi Kawashima 　　　　　　　
〈出身地〉大阪府
〈方　言〉関西弁

中平  凜
Rin Nakadaira 　　　　　　　
〈出身地〉新潟県
〈方　言〉標準語

山下  茜
Akane Yamashita 　　　　　　　
〈出身地〉鳥取県
〈方　言〉鳥取弁

profile

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　 
　■HP：http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/ofc/espc/index.html

【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時～13時 昼休憩）
TEL：06-6850-5259　FAX：06-6850-5268　E-mail：ofc@econ.osaka-u.ac.jp

【編集後記】

E-mail HP

川嶋：まずこの一年を振り返っ
て！！ 高校生の頃思ってた
大学生活やった？

山下：思ってたより、勉強が大変
だった…。

中平：セメスター終わりは単位
取得に全力注いでた(笑)

山下：だでなぁ。（だよね。）

川嶋：大学生は遊んでばっかの
イメージやったけど、結構
忙しかったよな。

中平：遊ぶ時間は思ったよりな
かったし、入学前のイメー
ジとはだいぶ違った！

川嶋：でも、やっぱり自由を感じ
られたよな。

山下：特に一人暮らしは、ほんと
自由だで！ 何時に帰って
も怒られんし！(笑)

中平：自分がやりたいことを好
きなときに好きな時間だ
け出来るのは大学生の特
権！

川嶋：あと経済学部に関して言
えば、人数多すぎて知ら
ん人がまだいっぱいおる！

山下：経済の教室では、周りに知
らん人ばっかだったでな。

中平：逆を言えばそれだけいろ
んな人がいるから多種多
様！ これからまだまだ知り
合いを増やしたいと思う。

山下：高校までとは考え方が全
然違う人がおったけぇ、刺
激を受けたなぁ。

川嶋：やっぱ価値観が違う人が
いっぱいいるよな、大学
は。

中平：人脈を広げていくことは
大学生活においてすごい
大切だと思った！

川嶋：ECOCAの活動はどう
やった？

中平：大学生になって企画の運
営したいと思ってECOCA
に興味を持ったけど、思っ
たより大変だった！

川嶋：社会人の真似事してる気
分やった！

山下：企業の人と関わる機会も
あって、いい経験が出来
たなぁ！ 企画を実行する
難しさも感じたけど…。

中平：普通のサークルじゃあん
まり経験できないよね。

川嶋：変わったことしたい人に
はもってこいやなー。経済
の先輩もたくさんできた
し嬉しかったな。

山下：横と縦、両方のつながりが
出来たよね！

中平：それは大きい！ これまで
は先輩の手伝いをするこ
とが多かったけど、今後は
自分たちで企画もしてい
きたい！

山下：自分たちで作り上げてい
きたいなぁ！

中平：同期とも先輩後輩とも一
緒に頑張れる団体だか
ら、興味を持った人は気軽
に来てほしいな！

沖田篤彦　川嶋八瑠美　岸本啓佑　山下 茜

ECOCA運営メンバーの1回生女子3人が、

大学生活やECOCAの話で盛り上がりました!!
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川嶋 中平 山下
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