＜報道関係各位＞

2021 年 3 月 23 日
大阪経済大学

あらためて入学おめでとう！「1 年越しの入学式」
新２年生約 1,000 名が出席して「大阪経済大学 2020 年度入学式」挙行
～ジャパネットたかた創業者 髙田明氏（1971 年卒業生）がライブ中継でメッセージ～

【日時】2021 年 3 月 31 日（水）13:00～16:30
【会場】大阪経済大学 大隅キャンパスＡ館フレアホールほか
大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区大隅 2-2-8）は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により昨年開催できなかった 2020 年度新入生（新 2 年生）の１年越しの入学式を、2021 年 3 月 31 日
（水）13 時より、大隅キャンパスにて挙行します。
■学生の声が教職員の思いとつながり、１年越しの入学式を実現
昨年春、新型コロナウイルス感染症の影響により大学への入構が制限され、2020 年度の入学式は見送り
となりました。4 月に入学した新入生約 1,600 名は、思い描いていたキャンパスライフを送ることができ
ないまま、慣れない Web 授業と課題提出に追われる日々を過ごしてきました。
また、学長、式典担当者をはじめとした教職員は、学生の人生の節目を祝う入学式を何らかの形で行う
ことはできないかと模索していました。そのような中、学生広報隊※の１年生から「入学式をやりたい！」
と広報課に企画案が提出され、これがきっかけとなって、2020 年度最終日となる 3 月 31 日（水）、2020
年度入学生のための入学式を挙行することとなりました。
※学生広報隊：大阪経済大学を学生目線で PR する学生団体

■新入生 982 名・保護者 563 名が出席。卒業生のジャパネットたかた創業者 髙田明氏も生中継で登場
感染症等に不安を感じる学生や保護者には、本学ホームページから式典のライ
ブ配信をご覧いただける環境を整え、式典への参加は任意の事前申込としたとこ
ろ、新入生 982 名と保護者 563 名の申込がありました。
（2021 年 3 月 15 日現在）
会場の収容人数を超えたため、新型コロナウイルス対策の観点から２グループに
分けて入学式と交流会を実施します。
当日は学長メッセージ、在校生ウェルカムスピーチ、新入生宣誓をはじめ、ジ
ャパネットたかた創業者 髙田明氏（1971 年本学経済学部卒業生）より生中継で
ジャパネットたかた
創業者 髙田明氏

祝辞となるスペシャルメッセージを寄せていただく予定です。

■学生実行委員が主催する新入生交流会も開催
入学式終了後は、学生実行委員が企画した「新入生交流会」を大学構内で開催します。
新入生 868 名が参加し、共通点 SAGASHI などのアイスブレイクや、大経大クイズなどのグループワークを
通じて学生同士の交流をはかります。
なお 2021 年度入学予定者を対象とした「大阪経済大学 2021 年度入学式」は、4 月１日（木）10 時より
対面にて挙行する予定です。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
大阪経済大学 経営企画部広報課 高濱・白神 ℡：06‐6328‐2431
Mail: kouhou@osaka-ue.ac.jp
大阪経済大学 広報デスク（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾎﾞｰﾄ内）福嶋・山村 ℡：06‐4391‐7156
https://www.osaka-ue.ac.jp
※当日ご取材をいただける方は、会場準備の都合上、3 月 30 日（火）17 時までに、上記広報デスクまで
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添付のＦＡＸ返信用紙またはお電話にてご一報願います

概

要

■名

称：大阪経済大学 2020 年度入学式

■日

時：2021 年 3 月 31 日（水）13:00～16:30

■場

所：大阪経済大学 大隅キャンパス
●入学式 Ａ館フレアホール（住所：大阪市東淀川区大桐 2−8−11 ）
・OsakaMetro 今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約 6 分
・阪急京都線「上新庄」駅下車 徒歩約 15 分
●交流会 Ｄ館、Ｅ館（住所：大阪市東淀川区大隅 2-2-8）
・OsakaMetro 今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約 3 分
・阪急京都線「上新庄」駅下車 徒歩約 15 分
・大阪シティバス「大阪経大前」「大経大正門」下車すぐ

■参加者：事前申込があった 2020 年度新入生および保護者（2021 年 3 月 15 日現在）
＜入学式＞
学部

学生

保護者

経済学部

325 名

185 名

経営学部

376 名

216 名

情報社会学部

153 名

89 名

人間科学部

123 名

71 名

大学院

5名

2名

合計

982 名

563 名

＜交流会＞

参加申込：868 名

■スケジュール
経済学部・人間科学部 ≪大学院≫ 経済学研究科、人間科学研究科
13：00～14：00 入学式（フレアホール）※学生・保護者
・学長メッセージ 学長 山本俊一郎
・スペシャルメッセージ

ジャパネットたかた創業者 髙田明氏（1971 年経済学部卒業生）

・在学生ウェルカムスピーチ
・新入生宣誓
15：00～16：30

交流会（Ｅ館教室）※学生のみ参加、学生実行委員運営

・代表挨拶
・アイスブレイク（数珠繋ぎゲーム、共通点探し）
・ワークショップ（大経大クイズ、早口言葉、条件スピーチ、カタカナ禁止ゲームなど）
経営学部・情報社会学部
13：00～14：30

≪大学院≫ 経営学研究科、経営情報研究科

交流会（Ｄ館教室）※学生のみ参加、学生実行委員運営

※内容は経済学部・人間科学部と同様
15：30～16：30

入学式（フレアホール）※学生・保護者

※内容は経済学部・人間科学部と同様
■その他：ライブ配信視聴

ＵＲＬは決まり次第ご案内します。
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【ＦＡＸ返信先：０６－４３９３－８２１６】
≪ＦＡＸ返信用紙≫
大阪経済大学 広報デスク
(プランニング・ボート内)

福嶋・山村

宛

あらためて入学おめでとう！「1 年越しの入学式」
新２年生約 1,000 名が出席して「大阪経済大学 2020 年度入学式」挙行
～ジャパネットたかた創業者 髙田明氏（1971 年卒業生）がライブ中継でメッセージ～

【日時】2021 年 3 月 31 日（水）13:00～16:30
【会場】大阪経済大学 大隅キャンパスＡ館フレアホールほか

□ご取材
経済学部・人間科学部 ≪大学院≫ 経済学研究科、人間科学研究科
□13：00～14：00 入学式（フレアホール）
□15：00～16：30 交流会（E 館教室）
経営学部・情報社会学部 ≪大学院≫ 経営学研究科、経営情報研究科
□13：00～14：30 交流会（D 館教室）
□15：30～16：30 入学式（フレアホール）
媒体名
御社名

部署名
ご芳名

他

連絡先

ＴＥＬ

当日連絡先

ＴＥＬ

≪備考欄≫

名様

E-mail

ご取材につきご要望・ご質問等ございましたら、ご記入願います。

※お手数ではございますが、会場準備の都合上、当日ご取材いただける方は
3 月 30 日（火）17 時までに、お電話もしくはＦＡＸ返信用紙にてご連絡をお願いします。
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