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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
12期会長を務めました橋本克です。 
　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。 
　今年度は新型コロナウイルスの影響がとても大きく、計画して
いたイベントが開催できなかったり、急遽内容を変更したりと、
ECOCAにとっても大変な一年でした。しかし、そのような中でも
運営メンバー一同で何か出来ることはないかと考え、試行錯誤し
ながら、例年のイベントや代替となるイベントをオンラインで開催
することで、経済学部生に喜んでもらえるように努めました。 
　このEcocaLinksは、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。 
　今後も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 一層努力して参りますので、今後とも 
ECOCAをよろしくお願いいたします。 

ECOCA前会長（第12期）
橋本 　克

profile
学年：３回生
出身：兵庫県
所属サークル：ジャグリング

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！

HP Twitter
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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。

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！

  7:00 起床

  7:30 朝食

  8:50 オンライン授業開始

12:30 昼食休憩

13:30 オンライン授業再開

16:40 オンライン授業終了

17:00 課題など自由時間

19:00 夕食

21:00 飲食アルバイト

24:00 アルバイト終了

25:00 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！

編集員  泉 　知里   中林 海音   西浦 康平
　　　  花﨑 真信   深尾　 和

【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13期会長の藤林祐哉です。 
　まさかこのような社会の大変革期に巡り合うとは
思いもよりませんでした。よもやよもやです。 
　さて、私は運営メンバーとしてイベントの企画・運
営に携わってきました。これからの時代も、社会の
ニーズやトレンド、情報の在り方、モノの価値は目まぐ
るしく移り行くことかと思います。それらを察知し、
経済学部の皆様がより有意義な学生生活を送れる
ようなイベントを提供できるよう全集中したいと
考えております。今まで、経済学部OBOGや大学の
職員、企業の皆様を始めとする様々な方々に多大な
るご支援をいただきました。また、運営メンバーの
皆とはお互いに支え合って活動してきました。僭越
ながら、ECOCAは皆さまの「柱」となれるよう精一
杯尽力いたします。 
　今後とも、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

  6:50 起床

  8:10 出発

  8:40 到着

  8:50 授業

18:20 授業終わり

18:25 部活

20:00 部活終わり

21:00 帰宅

22:00 両親と電話

22:30 課題

24:00 就寝 

ECOCA 第13期会長
藤林 祐哉

profile
学年：2回生
出身：京都府
所属サークル：なし

阪大経済学部の1日

深尾さん（４回生） 
自分たちでイベントを企画から運営まで
行うことがとても楽しく、約４年間活動して
きました。 
ECOCAでの経験をもとに、社会人になって
も頑張っていきたいです！ 
 
花﨑くん（2回生） 
個人的にオンライン授業はメリットの方が
大きいです。 
大学に足を運ぶ手間が省け、時間の融通
も効きます。1限でもギリギリまで布団か
ら出なくていいです。 
家から一歩も出ないキャンパスライフも
捨てたもんじゃありませんね。 
 
中林さん（3回生） 
塾講師のアルバイトでも、コロナの影響で
対面授業がなくなり、オンラインに切り替
わりました！自宅でzoomを使い授業がで
きるので、通勤時間が減りました！その分シ
フトが増えて少し大変にもなりました…。 
 
西浦くん（3回生） 
2020年は大変な１年でしたが、来年こそ
はイベントが通常通り行われることを祈る
ばかりです。協力してくれたメンバーに
感謝！ 
 
泉さん（3回生） 
今年、部活動を引退しました。最高の仲間
と最高の思い出ができました。サークルで
も部活でもなんでもいいので、何か打ち
込めることを見つけることをお勧めします！ 

西岡くんの一日

実家生

キムさんの一日

【編集員コメント】 下宿生



ECOCAでは...

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

対面企画
①主催の経済学部から依頼を受け、クイズや相談会を
企画しました！大学に行く機会が減る中、新入生のために
何かできないかということで全て対面で実施しました。
クイズ、伝言ならぬ伝絵ゲーム、上回生への相談会を通し
て、有意義な時間を過ごしていただけたのではないかと
感じています。

今年度はコロナで開催できませんでしたが、
例年はこんなことやってます！

・新歓パーティー
・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

・OBOG交流会 ・留学生交歓パーティー ・企業探求セミナー・ゼミ懇談会
・卒業祝賀会

ECOCAでは「大阪大学経済学部を盛り上げる」ことを目標に設立以来数多くの
イベントを手掛けています。 
団体設立 12 年目となった 2020年度は活動が大きく制限された一年でしたが、
その中でも運営メンバーが知識と知恵を出し合い、オンライン形式や充分な
感染症対策のもとで開催したイベントを紹介します！ 
また、HP（http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/ofc/espc/）では過去のイベントも
掲載しておりますので、そちらも併せてご覧ください！ 

経済学部新入生の横のつながりを深めるためのパーティーです。新入生はもちろん、教員の
方々にも参加していただき、チーム対抗クイズ大会や立食パーティーで盛り上がります。 

経済学部・経済学研究科に在籍する留学生＆日本人学生がゲームなどを通して仲を深める
交流会です。ゲーム担当のECOCAも全員が楽しめる景品付きゲームで盛り上げました！

経済学部卒業生に向けた、学生生活の最後を締めくくる祝賀会です。ビンゴゲーム、卒業生
から恩師への花束贈呈など、仲間との素晴らしい思い出になること間違いなしです！

①概要 
②担当者氏名 
③出身 
④自粛中にはまったこと

【イベントについて】 

② 藤林 祐哉 
③ 京都府 
④ 近所の中華屋に
    行くこと

１年生

新入生オンライン
　　　　  相 談 会

OBOG オンライン交流会

①毎年恒例の OBOG交流会を、今年はオンラインで行いま
した。 同窓会の協力もあって、オフラインでは参加できな
かった東京勤務などの社会人ともお話しすることができ、参加
者にも有意義な時間を過ごしていただけたと思います。 
コロナ禍で初めてのことが多いイベント企画でしたが、とても
やりがいを感じました。

①多くのゼミが参加するゼミ選択には欠か
せないイベントです。教務主催のゼミ紹介
ではゼミの概要を知り、ECOCA主催のゼ
ミ懇談会では先輩方と直接お話することで
ゼミの雰囲気を感じることができました。 
当日配布されるゼミ紹介シートからも各ゼミ
の雰囲気を感じられ、納得のいくゼミ選択
をするためのサポートができました。 

このイベントは企業説明と少人数での懇親会を通じて参加学生に
企業理解を深めてもらう就活イベントです。今年は阪大生に人気
の企業７社にご参加いただきました。オンラインでの開催は前例
がなく、開催形式の検討や事前準備に気を配りました。

ゼミ懇談会

企業探求
オンラインセミナー

①新入生の悩みを解決する相談会を、2020年はオンラ
インで実施しました。初めての試みで当初は不安でした
が、参加者が上回生に匿名で質問できたり、分かりづらい
部分を文字にできたりなど、オンラインならではの利点
にも多く気付くことができました。今後もこの相談会が
新入生にとって少しでも役立つものになれば幸いです。 

② 西浦 康平 
③ 大阪府 
④ 映画鑑賞 

② 深尾　和 
③ 大阪府 
④ ぬりえ

② 成川 佳央 
③ 石川県 
④ Nintendo Switch

② 井上 智喜 
③ 兵庫県 
④ Amazonプライム
     ビデオを見ること

● 新入生歓迎パーティー 

● 留学生交歓パーティー

● 卒業祝賀会


