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　経済問題は日常生活に関わる身近な問題であることも多く，自然科学の分野の問題に比べれ
ば，経済学を学んだことがない人でも経済問題についてはコメントしやすい面があるようです。
そのような状況で，経済学の存在意義についてどのように考えればよいでしょうか。直観的に
もっともらしく，実際に証明する必要がないことであれば学問として扱わなくてもよいかもしれ
ませんが，直観的には分かりにくいけれども，論理的には正しいことを扱っているのであれば，
経済学を学ぶ意義，適用することに説得力が増すことになるでしょう。
　意思決定をする場合，経済学ではメリットとデメリットの比較をし，メリットの方が大きけれ
ば採用し，デメリット方が大きければ採用しないという考え方で議論が進みます。今回は，デメ
リットとしての費用についての基本的な考え方に触れたいと思います。通常は費用としては考えないかもしれません
が経済学では費用として計算する「機会費用」，また，逆に，通常は費用と考えるかもしれませんが経済学では費用
には含めない「サンクコスト」，そして，経済学での重要な費用の概念である「限界費用」について紹介します。
　まず，機会費用とは，ある行動を採用しなかったならば得られたはずの最大の満足を表します。学生のみなさん
は，大分学習センターに来学して2時間だけ図書室で調べ物をする際の費用について考えられたことはありますか。追
加的な利用料は発生しないでしょうから費用はゼロと考えてよいのでしょうか。経済学では，図書室で調べ物をしな
かったならば，同じ時間帯でどのような別の選択肢があったのか，そして，その時間でどれだけの（心の中の）満足
が得られたはずかを考えます。もしも図書室に来ていなければ，時給1,000円のアルバイトを2時間したはずだ，とい
うことであれば，2,000円のアルバイト料をあきらめての図書室利用になりますから，この場合の機会費用は2,000円と
いうことになります。経済学的には，見かけ上は費用がかからないからといって，図書室利用はただとは言えないの
です。ただではない，ということであれば時間がとても貴重に思えてきませんか。
　次に，サンクコストとは，現在どのような選択をしても回収できない過去の支出です。映画館で1,800円の入場料を
支払って2時間の映画を見始めたとしましょう。30分経過したところで，もう結末が予想できる，おもしろくないと感
じた時にみなさんならどうしますか。急いで受付に引き返してもいったん支払った入場料は返金されません。支払っ
た入場料がもったいないから最後まで映画を見続けるのが普通かもしれません。しかし，経済学では入場料はサンク
コストと考え，意思決定の際の考慮の対象にはなりません。重要なのは，残り1時間半をどのように過ごすかであり，
変えられない過去にしばられるのではなく，買い物など別の行動を選んだ方が満足できるのであればそうした方がよ
いという考え方です。とても前向きな思考方法に思えませんか。
　最後に，限界費用とは，追加的に生産を増やした場合の費用の増加分です。ある行動を実行するかどうかは，メ
リットとデメリットの大小関係次第ですが，限界費用はどれだけ実行するかに関わる概念です。インターネットの旅
行サイトでのホテル予約の際に，宿泊日当日に「当日宿泊限定」という名称で客室が通常よりも安く提供されている
ことがあります。ホテル側の1室あたりの清掃費用が1,000円で他の費用が無視できるとすれば，ホテル1室を提供する
ことの限界費用は1,000円と考えられます。ホテル側としては，空室状態よりは，清掃費用を上回る客室料設定で宿泊
客を確保できれば利益が得られることになり当日料金を安く設定することに合理性があると言えそうです。ただ，利
用者としては安い宿泊料金を狙って当日空室が無くなってしまえば本末転倒ですが・・・。
　費用についての考え方はいかがだったでしょうか。教養として経済学を学ばれるみなさんは，ご自身の専攻分野と
経済学の考え方を比較されてみてはいかがでしょうか。

客員教員　高見　博之（大分大学経済学部教授）
巻 頭 言　「経済学的に考えれば」

前号（「ゆふ」87号）の巻頭言の中で、日経新聞電子版を参照して「・・・厚生労働省は、産業医や産業カウンセラーなどを企業
に派遣する事業を開始・・・」と記述しておりましたが、厳密を期して「・・・厚生労働省より助成金を受ける独立行政法人・労
働者健康安全機構では、産業医や産業カウンセラーなどを企業に派遣する事業を開始・・・」と訂正させていただきます。

文面訂正のお詫び
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教務担当より教務担当より

　「学生満足度と大分学習センターのブランド力アップ」をめざして3年目、学長裁量経費を受けて「放送大学

ラッピングバス」が市内を駆け回っています。1学期に計画しました他の事業も順調に進めることができまし

た。今号では、これからの主な事業についてご案内しますので、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

　すでにご案内しましたように、来年4月1日より別府大学39号館（国際経営学部）2階（全フロア）に移転しま

す。このための説明会を、本部から池田副学長、佐藤学習センター支援室長、佐藤同主任をお迎えして9月2、3

日に開きましたところ、約50名の参加者がありました。

　この建物は設置後8年ほどしか経っておらず、その意味ではただ今の

ところ、全国で最も新しい学習センターに様変わりすることになりま

す。1階のラーニング・コモンズ、図書館、コンビニ、学生食堂等、別府大

学の諸々の施設が利用可能となり、今よりずっと広く清潔な環境のもと

で学びを豊かなものにすることができると確信いたします。

　詳細については事務室まで遠慮なくお尋ね下さい。

所長からのメッセージ
これからの主な事業

1．大分学習センターは来年度4月から別府大学（別府市）に移転します。

　先の「移転説明会」において池田副学長が学習センターの「情報化」について説明したところ、参加者から多

くの意見が寄せられました。「情報化」の概要については今号6ページで説明しておりますのでご覧になって

下さい。

2．学習センターの「情報化」推進に向けて準備を万全に。

○「おんせん県おおいた」をテーマにしたシンポジウムを2月に開催します。

○地域の「リーダー」による公開講演（大分県立図書館共催）：

　11月18日　佐藤樹一郎大分市長記念講演　「地方創生時代を切り拓く県都・大分市の挑戦」　

　2月17日　佐藤瑠威別府大学長講演　「哲学とは何か」　　　

○九州沖縄ブロック連携面接授業

　10月28,29日　飯沼賢司別府大学教授　「日本の神仏習合の源流をさぐる」

○オンライン授業対応、パソコン実習の推進－「情報化」に備えて

○客員教員によるオープンカフェの充実　（次号で詳細紹介）

○学生団体（ゆふ会、よらん会）の共同行事の活発化…「所長とランチをする会」（2ヶ月に1回開催）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「『先輩』が伝える放送大学での学び方」（10月1日開催）

3．学びをさらに豊かに－　公開講演、面接授業の充実（主な講演等の予定）等

○「所長表彰」の充実：現在の3賞（特別優秀学生賞、優秀学生賞、功労学生賞）に加えて、9月の「学位授与式・

新入生の集い」であらたに「エキスパート学生特別賞」を授与しました（授与学生は次号で紹介）。

4．その他、運営上の改善等について

移転の説明をする池田副学長

所長より
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ご卒業おめでとうございます
平成29年9月24日（日）、大分学習センターにおいて、平成29年度第1学期学位記
授与式が行われました。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。

　教養学部
　・生活と福祉コース 4名
　・心理と教育コース 6名
　・社会と産業コース 2名
　・人間と文化コース 0名
　・自然と環境コース 1名
　・情報 0名
　　計13名　累計 582名

大分学習センター卒業者・修了者数

～　謝　　辞　～

前田所長を囲んで記念撮影

　本日は私たち卒業生のためにこのような立派な卒業証書・学位記授与式を開いて頂きましてありがとうございました。お
忙しい中ご臨席いただきました諸先生方ご来賓の皆様には心より感謝申し上げます。
　幸せなことに私の周囲にはこの放送大学のすばらしさを伝えてくれるロールモデルが多くいたように思います。
私がこの放送大学の存在を初めて知ったのは学生の頃に指導してくださった指導ナースが大変指導熱心でその豊富な知識の
ベースは放送大学で学び続けているからだと話されたことです。学ぶことの素晴らしさをとてもいきいきと話す姿が自信に
満ち溢れていて、今もその時のシーンは想い出されるほど強く印象に残っています。私もいつかこの放送大学で学びたいと
いう思いをずっと抱いていましたが、身近に家族が仕事をしながらも自宅でこつこつと学習を重ね必要な単位を取得し、大
変立派な卒業証書が届き学位を取得したことが、私が入学を決意したタイミングだったように思います。
　この放送大学は自分の意志で学びたいコース、科目が選択でき、正規の通信大学として卒業後はさらに自分のキャリアを
考えることもできることを知り、自分の頑張り次第でそれは確実に実現できる無限の可能性があることを確信し、3年次編
入として入学することを決めました。
　私にとってこの放送大学の学習環境は大変魅力的な場所でした。以前より興味のあった心理と教育のコースで必要な単位
は62単位として勉学を始め、認定心理士の資格の取得を目指しました。予想をしていた以上に私の生活の中でこの勉強の時
間を組みいれることは容易なことではありませんでした。子育てや仕事に追われ科目登録さえもできずにいた学期もありま
した。学びたい思いが忙しさに追われ薄れかけた時や本当に卒業できるのだろうかと不安になり、あきらめかけたこともあ
りました。それでも続けることができたのは私のペースで学ぶことができた学習環境、学習センターの職員の方々の的確な
アドバイスや励ましの言葉、そして学びを通じてつながる多くの学友の方々と出会いは世代を超えて、互いに学ぶことの楽
しさや熱い思いを語り合うことができる貴重なコミュニケーションの場所となり、大きな励みとなりました。
　私が学びを深めた心理と教育コースでは仕事上、産業看護の領域で必要となる知識を深めることのできる科目が大変充実
していました。メンタルヘルスの取り組みの中で基礎となる心理学概論から共通した専門科目、社員のキャリア形成に携わ
るうえで多様なキャリアを考える土台となった総合科目での学び、オンライン授業での単元では事例検討を交えながら最新
の情報や知識をいつでも学べる環境が整備され、さらには自分の学びをディスカッションもできる大変有意義な科目でし
た。自宅にいながら医療の進歩に追従し、最新かつ豊富な知識を得られる講義スタイルは何よりも最適な学びの環境であっ
たと思います。放送大学で学んだ多くの知識や経験は、今後の私の人生やキャリア形成にとって大きな糧となることと思い
ます。今後、私は放送大学での学びを活かし、また新たな資格の取得を目指しています。
　子育てもようやく一段落し、徐々に自分の時間を創ることができるようになり、これからが自分のさらなる学びの時だと
感じています。そのベースを創り、自信を与えてくださったこの放送大学の卒業の日を迎えることができたことを心から嬉
しくそして、感謝の思いでいっぱいです。今後も学ぶことの楽しさを忘れることなく前向きな姿勢で取り組んでいきたいと
思います。
　私の学びを支えてくださったこの学び舎も別府府大学大分キャンパスの移転に伴い、この年度をもって移転することを大
変感慨深く思います。寂しい気持ちではありますが今後の大分学習センターの益々のご発展を心より祈念いたします。
　最後になりましたが、今日まで私達をご指導、ご支援してくださった先生方、職員の皆様、そして共に学ぶことの楽しさ
をわかちあえた学友の皆様にお礼申し上げ、簡単ではございますが、謝辞とさせていただきます。

　　　　　　　　卒業生代表　　梶原　文子　

教務担当より
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教務担当より

面接授業追加登録のお知らせ
　面接授業とは、教員から直接指導を受ける授業で、教養学部生のみが履修できます。85分の授業を8回実施
し、出欠状況と担当教員から出される課題・レポートの提出及び学習状況により評価を行い、合格者には1単
位が認定されます。申請方法等は授業を開設する各学習センターにお問い合わせください。
■追加登録日程
　＜空席発表＞10月14日（土）12時
　　　　　　　【キャンパスネットワークホームページと学習センター掲示版でお知らせします。】
　＜登録期間＞科目ごとに定められた追加登録受付期限日
　　　　　　　【10月20日（金）から1月開講の授業の間】
■追加登録申請方法
　追加登録初日（10月20日（金））…定員人数を超えた科目は抽選を行います。

それ以外の科目は先着順に随時登録します。
≪対 象 者≫　　・抽選日当日朝10時までに来所された方
　　　　　　　　・郵送にて10月18日（水）までにセンターに必要書類が到着した方（必着）

＝来所による申請について＝以下のものを必ず持参して下さい。
【追加科目登録申請書・学生証・授業料（1科目：5,500円）】

＝郵送による申請について＝申請の前に空席状況を確認し、以下の書類を現金書留にてお申し込みください。
郵送による申請は現金書留のみでの受付となり、追加登録受付初日以前に窓口
での受付・お預かりはできません。
【追加登録申請書・授業料・学生証コピー・返信用封筒（切手貼付・宛名明記）】

※期限内に郵便が届かなかった場合や、郵便が届いた際すでに空席がなかった場合、あるいは、申請内容に不備がある場合
は、返送にかかる経費（現金書留郵便代）を授業料から差し引いた金額を返送いたしますので予めご了承ください。

通信指導について

■通信指導送付時期
通信指導問題は、印刷教材と一緒に発送します。（一部の新規開設科目については別に送付する場合があり
ます。）
11月6日（月）までにご自宅に届かない場合や、科目登録した科目と異なる科目の問題が届いた場合、又は落
丁等があった場合は大学本部（℡：043-276-5111（総合受付））に連絡してください。
■提出期間　
　郵 送：11月16日（木）～11月30日（木）必着
　※提出期限を過ぎて到着したものは受理できませんので、余裕をもって送付してください。
　Web：11月9日（木）10：00 ～ 11月30日（木）17：00　まで
※利用するパソコン及びネットワーク環境によるトラブルにより提出が間に合わなかった場合でも
　未提出扱いとなりますので、余裕をもって提出（送信）してください。

■評　価
当該科目の担当教員が添削を行い、1科目ごとに返送されます。
＜添削結果返送時期＞平成30年1月中旬
択一・併用科目：1月5日／記述科目：1月16日までに届かない場合は、大学本部に連絡してください。

通信指導を提出し合格しないと、単位認定試験を受験できません。
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【注意事項】
①大分学習センターは平成30年3月まで大分キャンパス内（大分市野田380）に設置しています。
　平成29年度第2学期単位認定試験（平成30年1月19日～1月28日）及び教員免許更新講習修了認定試験（平成
30年3月3日、3月4日）は、従来通り大分キャンパス内で試験を行います。
②引越期間中（平成30年3月）閉所となりますので、当センターでの諸証明書の発行はできません。

諸証明書が必要な学生は、早め（平成30年2月初旬まで）に大分学習センターに申込みをしてくだ
さい。（お急ぎの場合は、電話連絡をしてください。）
※諸証明書の有効期間は原則3ヶ月間ありますので3月に必要ならば1月中に証明書の交付願いを提出しても構いま
せん。（なお、平成30年3月に卒業の方の卒業証明書等の発行はご相談させてもらいます。）

〒874－8501　別府市北石垣82（別府大学別府キャンパス39号館2階）　
①JR利用の場合（最寄駅は別府大学駅）
　JR日豊本線別府大学駅より徒歩10分
②バス利用の場合（JR日豊線別府駅から：所要時間約20分）
【東口バス停】
　20　亀の井バス〈別府大学経由鉄輪行〉「別府大学前」で下車
　23　亀の井バス〈石垣経由別府医療センター行〉「別府大学下」で下車し、徒歩3分
　62　大分交通〈石垣経由亀川駅行〉「別府大学下」で下車し、徒歩3分
【西口バス停　1のりば】
　6　亀の井バス〈石垣経由別府医療センター行〉「別府大学下」で下車し、徒歩3分
　※　各バスとも1時間に2本程度運行されています。

【お知らせ】大分学習センターは平成30年4月から
　　　　　別府大学別府キャンパス39号館に移転します！
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※2月5日（月）～3月31日（土）
　センター移転準備のため、図書・視聴学習室は閉館予定。

○ 所長からのお薦め本　vol.4， 5 ○
新たに写真集2冊を配架しました。どちらも愛に溢れた素敵な本です。

「学習センター情報化」の概要について「学習センター情報化」の概要について

高橋まゆみ作品集
草の道

写真　梶 洋哉

高橋さん創作の味わい深い
人形達と背景、添えられた文
が相俟って懐かしさと優しさ
を感じさせてくれます。
さらりと読めるけれどじっくり
読み返したくなる
1冊です。

ジェチ・イ・佳世
人形の家写真集

編集　藤野 登志子

ご家族が思いを込めて選んだ
人形達の色鮮やかな写真に思
わず見入ってしまいます。
1体1体に確かに宿る、佳世さ
んへの尽きぬ愛情に触れてみ
てください。

　視聴学習・図書室に現在設置されている放送教材DVD・CDの視聴用プレイヤー及びモニターをイ
ンターネット配信視聴のための視聴用端末（タブレット）に順次置き換えて行きます。そのために、
以下の4つの手順を進めます。
（1）学習センターは2017年度までにインターネット視聴用回線（Wi-Fi環境等）を整備します。
（2）放送教材視聴用端末を設備します（大分学習センターはタブレット6台設置予定）。
（3）DVD・CDの郵送貸出について
① 学習センターの情報化に伴い2018年度4月、’18新規科目の1セットのみセンターに配架します。
② 2018年2月までに学習センター内の視聴用DVD・CDについては1セットを除き、本部に返却す
ることになります。

③ 2018年4月から学習センターにおける館外貸出は行わず、本部からの貸出（郵送）を行います。
本部からの郵送貸出の方法については後日お知らせいたしますが、従来のセンターからの郵送貸
出とあまり変わりません。たとえば、DVDを3本返却する場合の郵便料金は第4種郵便にすれば
35円となります。

（4）学生を支援する体制を構築します
インターネット配信を視聴するためタブレットを使用しますが、その利用方法の習得等について本
部並びに学習センターで支援いたします。たとえば、パソコンに触れたことのない学生を対象とし
た面接授業や、外部の講師・学生ボランティアが講師となる初心者を対象としたパソコン講習会を
予定しています。この放送大学本部による支援に加えて、大分学習センターでも独自に行える支援
について検討していきますので、学生の皆様のご意見をどしどしお寄せ下さい。

図書・視聴学習室より
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今後の学生行事予定 ※行事にご参加される方は事務室窓口またはお電話にてお申し込みください。
　はじめての方でもお気軽にご参加いただけます！TEL.097－549-6612

●第28回 親睦ゴルフ大会
　日　時：11月13日（月）（予定）
　場　所：大分富士見カントリー倶楽部
　参加費：1,500円+プレー代
　締　切：10月31日（火）

●第20回 グラウンドゴルフ大会
　日　時：11月27日（月）9：00～11：00
　場　所：グラウンド
　参加費：無料
　締　切：11月21日（火）

●明日を語る交流の集い（忘年会）
　日　時：12月2日（土）19：00～21：00
　場　所：未定
　参加費：未定
　締　切：11月25日（土）

◆研修旅行などの行事に参加される方は、学生教育研究災害傷害保険の加入をしてください。
　事務室窓口にて保険料（100円）を支払い、手続きをしてください。

 

学生研修旅行に参加しませんか！学生研修旅行に参加しませんか！学生研修旅行に参加しませんか！

今年は福岡県八女地方を訪れます。歴史・文化・産業等に触れ、知識と教養を深めるとともに、学
生間・教職員との交流を図ることができますので、皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

今春に新設された体験工房で、緑茶を蒸した生葉から手作りする「手作り緑茶体
験」を行います。昼食には、八女茶をふんだんに使った茶そばをいただきます。

ワインの製造工程を見学します。各種フルーツワインの試飲もできます。

八女地方の民俗と伝統文化、伝統工芸品の展示見学と、目の前に広がる白壁の
町並みを散策します。八女の代表的な特産物、工芸品の販売コーナーもあり
ショッピングも楽しめます。

●茶の文化館

●立花ワイン

●八女伝統工芸館

H28研修旅行（臼杵石仏にて）

～第29回学生研修旅行～
1． 研 修 先　　福岡県八女市
2． 日　　程　　平成29年11月3日（金）
 8：00 大分駅出発
 8：30 大分学習センター出発
 （途中休憩あり）
 10：50～13：00 茶の文化館（緑茶づくり体験）・昼食
 13：40～14：20 立花ワイン（工場見学）
 14：30～15：50 八女伝統工芸館（展示見学・町並み散策）
 （途中休憩あり）
 18：00 大分駅
 18：30 大分学習センター到着・解散
3． 参 加 費　　2，800円（体験料、昼食代含む）　※ゆふ会会員1割引（2，520円）
4． 申込期限　　10月20日（金）　定員34名

※参加希望の方は事務室窓口にてお申込ください。（定員になり次第締め切らせていただきます。）

バスの乗車場所は、大分駅また
は大分学習センターよりお選び
ください。
それぞれの出発時刻の１０分前
までに集合してください。

出来上がったお茶は
お持ち帰りできます。

教務（学生）係より
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今後の予定（10月～1月）
塗りつぶしは閉所日です

 1日 学びのガイダンス
 7日 修士全科　博士全科　１次入試
 9日 第19回自然探勝と食味の会
 12日 第10回テニス大会
 14・15日 面接授業「今日から使える臨床心理学」
 21・22日 面接授業「問題解決の進め方」
  面接授業「心理学実験2」
 28・29日 面接授業「日本の神仏習合の源流をさぐる」

 3日 学生研修旅行
 4・5日 面接授業「スポーツと近現代社会」
  面接授業「水彩・細密描写入門」
 11・12日 面接授業「見て知る科学」
 13日 親睦ゴルフ大会
 18日 公開講座「地方創生時代を切り拓く県都・
  大分市の挑戦」（場所：大分県立図書館）
 18・19日 面接授業「新・初歩からのパソコン」
 25・26日 面接授業「初級韓国語」
 27日 第20回グラウンドゴルフ大会
＊9～30日 通信指導提出期間（Web：～30日17：00）
＊16～30日 通信指導提出期間（郵送：30日必着）

 5日 館外貸出停止（～28日）
 19・20日 単位認定試験（大学院）
 21～28日 単位認定試験（学部）
 ※22日と26日は試験期間ですが閉所日となります。

 2日 明日を語る交流の集い（忘年会）
 2・3日 面接授業「やさしい英語で大分の観光案内」
 9日 公開講座「みなとまちづくりに学ぶ再生の要件
  　　　　　～地域の課題に取り組む～」
   （場所：大分県立図書館）
 9・10日 面接授業「『福祉ってなあに？』」
 16・17日 面接授業「視覚の迷宮　色彩心理学入門」
  面接授業「異文化間コミュニケーション」
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