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大分学習センター

　本年度より経済政策論を専門として客員教員を務めております。どうぞよろしくお願いいた
します。
　みなさんは「経済学」にどのようなイメージをお持ちですか。他の分野を専攻されている方
であれば，あまりなじみのない領域かもしれませんが，経済学も日々の生活に密接な関係のあ
る学問分野です。経済学は，基本的には，「みんなが幸せになるためにはどうすればよいか」
を考える分野です。今回は，経済学の考え方・思考方法についてお伝えします。
　制度の導入や変更，環境の変化などが起きた場合，あるいは検討されている場合にどのよう
に対応すればよいかという問題に直面しているとしましょう。具体的には，消費税の増税や軽減税率の導入，環太
平洋パートナーシップ（TPP）協定，地球温暖化対策，高速道路の建設，そして，工場や商業施設の誘致などの可
否が問われている状況をイメージして下さい。
　経済学の基本的な考え方は，メリットとデメリットの比較をしたうえで意思決定をすることです。その際どんな
観点から考えればよいでしょうか。
　第1に，関係する登場人物やグループや組織の列挙することから始めましょう。大きく分類すれば，消費者（家
計），企業，政府，外国という4つになるでしょう。細かく考えれば，若者，高齢者，地方在住者，都市在住者や
輸出産業，輸入業者，農家などより具体的になります。
　第2に，メリット・デメリットを検討する時間の範囲を考えましょう。半年や1年のような短い期間か，5年先，
10年先といったより長い期間かといった時間の範囲です。
　第3に，メリットを享受するのは誰（どの組織）で，デメリットに直面するのは誰かを考えましょう。
　第4に，誰の状況を重視するかを考えましょう。すべての登場人物がメリットあるいはデメリットに直面するの
であれば話は簡単ですが，利害が異なる状況では，メリットを受ける人を重視するのか，デメリットを受ける人の
ことを考えるべきか，という選択が必要になります。
　第5に，メリットとデメリットの両面があるとして，全体としてはどう評価できるかを考えましょう。デメリッ
トを補ってあまりあるだけのメリットが存在するのであれば，関係者間での調整ができるかもしれません。
　第6に，ある一部分で考えるか全体で考えるかという問題です。経済活動を構成する登場人物や組織や市場には
相互作用の関係があります。米（コメ）市場のようなある1つの市場の状況に焦点を当てるのか，米市場と密接な
関係にある他の農産物や加工食品の市場の状況も考慮するのか，さらに，関連する資金のやりとり，労働サービス
の市場まで検討の範囲を拡大するのか，すなわち，市場間の相互作用まで含めて考えるのかということです。ま
た，地域的には，例えば大分県内の状況のみを考えるのか，範囲を，九州，日本，アジア，世界のどこまで拡大さ
せるかで結論は変わってくるかもしれません。
　詳細な最終的な効果は予想できなくても，どういう可能性があるのかということを考えるだけでも，経済学を体
系的に学ぶ機会を持たない方でも，思考の視野が広がりより適切な意思決定のヒントになるのではないでしょう
か。
　以上のように経済学はメリット，デメリットの観点から議論を進める面もあり，みなさんの中には，そんなこと
よりもGNN（義理・人情・浪花節）の世界に生きたいと考える方もおられると思います。古人曰く，「君子は義に
喩（さと）り，小人は利に喩る」。また古人曰く，「道徳なき経済は犯罪であり，経済なき道徳は戯言である」。
みなさんには是非君子の道を歩んでいただければと思いますが，一方で，経済の観点もこころに留めておいていた
だければと思います。

客員教員　高見   博之（大分大学経済学部教授）
巻 頭 言　「経済学的思考のススメ」
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教務担当より教務担当より

平成27年度も、県立図書館と看護協会の共催で公開講座を開催します。
ふるって参加して下さい。
平成28年2月14日（日）14：00～16：00
 「その時に備える～南海トラフ巨大地震」
 講師　花宮　廣務　先生 （元大分地方気象台長）
 場所　大分県看護協会看護研修会館

平成28年2月20日（土）13：30～15：00
 「物理学から見た人体と医学」
 講師　谷川　雅人　先生 （大分大学医学部教授）
 場所　大分県立図書館

参加費
無 料

放送大学公開講演会のお知らせ

◇ 松島　剛史 立命館大学准教授
 『スポーツと近現代社会』　4/30・5/1 授業　　
 ・・・2019年日本開催ラグビー・ワールドカップ（大分会場）が10倍楽しめます

◇ 野田　　隆 日本禁煙科学会副理事長・伊藤裕子　同薬剤師分科会長　
 『日常に活きる禁煙支援』　6/4・5 授業
 ・・・楽しい学びから日本禁煙科学会資格「禁煙支援士」をめざしましょう

◇ 大嶋　　誠 大分大学名誉教授
 『初級フランス語でパリ発見』　6/18・19 授業
 ・・・フランス語をかじりつつ、「文化の都」パリ巡りを楽しみましょう

◇ 稲村　哲也 放送大学教授
 『フィールドワークと人類学入門』　4/23・24 授業
 ・・・高地民族の文化や人々の生活を通して文化人類学を深める

◇ 梅干野　晁 放送大学教授
 『都市のヒートアイランドと熱環境』　6/25・26 授業
 ・・・涼しい夏、脱ヒートアイランドの街づくりを求めて

所長からのメッセージ
H28年度1学期の主な面接授業ワンポイント紹介・・・　ますます内容充実

～本年も大学本部から学界一線級の専任教員をお迎えします～

この他にも興味満載の授業を多く用意しています。受講大歓迎です。

所長より

広報より
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平成２7年度第２学期単位認定試験について

試験日程

試験時間

センター開所時間

時間割・試験室

通信指導の結果

受験に
必要なもの

大学院 １月２２日（金）、２３日（土）

１月２４日（日）、１月２６日（火）～１月３１日（日）
※１月２９日（金）は臨時閉所　　

受験票に記載の時限・試験室で行います。

学　部

単位認定試験通知
（受験票）

持ち込み許可物品 受験票に同封されている「単位認定試験に関しての注意事項」
に記載されています。また、内容は試験の一か月前にキャンパ
ス・ネットワーク・ホームページ及び、学習センター視聴学習室に
て公表しております。

試験日１週間前までに送付されてきます。１月１５日（金）になっ
ても届かない場合は、大学本部へお問い合わせください。

学生証

第１時限

第２時限

第３時限

第４時限

第５時限

第６時限

第７時限

第８時限

通信指導の添削結果は科目ごとに返送されます。
単位認定試験開始５日前までに届かない場合は、放送大学本部へお問い合わせください。
（総合受付　ＴＥＬ：０４３－２７６－５１１１）

大分学習センターで発行しており、窓口でお渡しします。
顔写真登録の手続きがお済みでない方は至急手続きを行って
ください。（「学生生活の栞」にある用紙を入学受け付けグルー
プに送付）※試験期間中はセンター窓口が込み合いますので
お早めにお受け取りください。
≪受け取りに必要なもの≫
【新入生】…入学許可証、【在学生】…有効期限切れの学生証
上記が無い方は運転免許証など顔写真付きの身分証明書

  9：15～10：05
10：25～11：15
11：35～12：25
13：15～14：05
14：25～15：15
15：35～16：25
16：45～17：35
17：55～18：45

９：００～１９：００

筆記用具
（ＨＢの黒鉛筆・消しゴム）

回答用紙への記入の際は、必ずＨＢの黒鉛筆を使用して記入し
てください。（シャープペンシル・ボールペン・サインペン不可）

教務担当より
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合　格

不合格

Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
D
E

100～90点
  89～80点
  79～70点
  69～60点
  59～50点
  49～   0点

受験に際して
の注意事項

全ての教室に座席が指定してあります。各教室に掲示してあ
る座席表に従って座ってください。
１階学生控室、食堂、教室４を控室と致します。教室４について
は、試験室としても利用しますので、教室前にあります掲示板
で控室としての利用時間を確認してください。試験期間中は
学生控室のテレビは使用できません。予めご了承ください。
施設内では１階学生控室、食堂のみ飲食が可能です。他の場
所では一切の飲食ができません。食堂の営業時間は１１：００～
１４：００です。１４：００以降、食事の提供はできません。
天災、交通機関のトラブル、その他受験生の責任に帰さないや
むを得ない事態により試験時間に遅れたり、受験不可能になっ
た場合は必ずセンターへご連絡ください。　　　
※ただし、自家用車等使用時の事故、交通渋滞等は不測の事
態とは認められません。

喫煙は決められた喫煙所でのみ行ってください。喫煙所はセ
ンター内に掲示してあります。喫煙所以外は敷地内での喫煙
は一切認められません。ご了承ください。

・試験開始時刻１０分前には入室してください。
 （事前説明があります）

・試験開始後、２０分を過ぎると入室できません。

・試験時間５０分です。

・１時限に１科目しか受験できません。

座席指定について

控室について

飲食について

不測の事態への対応

喫煙について

試験について

成績評価

試験結果は２月下旬に「成績通知書」によって
通知されます。尚、それまでに修得した授業科
目の成績と単位数が記載されている「単位修
得状況一覧（単位認定書）」も一緒に送付され
ます。この通知書は証明書ではありませんの
で、証明書が必要な場合は所定の手続きを行
い、「成績単位修得証明書」の交付を受けてく
ださい。

再試験について

駐 車 場

そ の 他
（ 重 要 ）

新規に科目登録した学期に単位を修得できなかった場合、次の学期に限り（休学中を除
く）科目登録を行わなくても再試験を受験できます。

無料駐車場があります。（約３００台）
校内には車で入れません。
学習センター横の駐車場は原則禁止となっております。
特別な理由で駐車を希望される方は事務室に申請をしてください。
（許可証を発行いたします）　　　　　　
単位認定試験最終日の１月３１日（日）は別府大学大分キャンパスにてTOEICの試験が
行われます。それに伴い、試験会場は大分学習センター合併教室、別府大学大分キャン
パス研究棟会議室及び大分大学医学部看護学科校舎棟２１１号室で試験を行います。
通常と異なる会場での試験となります。必ず事前に「単位認定試験試験通知(受験票)」
で試験場を確認してください。また、当日は移動時間などを考慮しつつ行動してください
ますようお願い致します。
※１月３１日（日）は別府大学大分キャンパス講義棟は立ち入り禁止となります。

※システムＷＡＫＡＢＡからも成績を
　確認できます。

教務担当より
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【大分大学医学部挾間キャンパス】　住所：大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

【重要】　１月３１日　１限目・６限目センター外の単位認定試験場について
　1月31日（日）の1限目『特別支援教育基礎論（'15）』、『現代日本の教師―仕事と役割―（'15）』及び6
限目『特別支援教育総論（'15）』を受験する学生（7限に受験する科目がある者は除く）は大分大学医学
部看護学科校舎棟211号室（大分大学医学部挾間キャンパス）で試験を行います。
【試験場の例】
◆当日『特別支援教育基礎論('15)』を受験する学生の試験場は、大分大学医学部２１１号室
◆当日『現代日本の教師―仕事と役割―('15)』を受験する学生の試験場は、大分大学医学部２１１号室
◆当日『特別支援教育総論('15)』を受験する学生（７限受験する科目がなし）は、大分大学医学部２１１号室
◆当日『特別支援教育総論('15)』を受験する学生（７限受験する科目があり）は、大分学習センター

◆大分大学医学部試験場２１１号室は、バス停「学園台」下車徒歩２分程度
◆1限目を大分大学医学部試験場で受験する学生は、「学生証」を試験場211号室でお渡し致します。
◆受験に必要なもの「単位認定試験通知（受験票）」、学生証、筆記用具（ＨＢの黒鉛筆・消しゴム）等
◆大分大学医学部の駐車場は、有料で台数に限りがありますので、原則利用禁止とします。また、キャンパス内は禁煙
で喫煙所はありません。ゴミはすべて持ち帰りください。
◆試験終了後は忘れ物がないか確認してください。

【問合せ】　放送大学大分学習センター　　TEL 097－549－6612
　　　　　大分市野田380（別府大学大分キャンパス内）

至湯布院 至大分市街地
医大バイパス

●バス停

●バス停「学園台」
トキハインダストリー大分銀行

支店〒

創生の里創生の里
のだ山幼稚園のだ山幼稚園

無料駐車場

大分学習センター
（別府大学大分キャンパス内）
大分学習センター
（別府大学大分キャンパス内）

大分大学医学部
（挾間キャンパス）

グランド

生花店

管理棟管理棟
図書館

駐車場
（有料）

正門

玄関
教職員専用
駐車場

看護学科校舎棟

単位認定試験場
２階211号室

講義棟

ローソン

受験者は、大分学習センターの
無料駐車場を利用してくださ
い。大分大学医学部試験場まで
徒歩15分程度かかります。

教務担当より教務担当より 教務担当より
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視聴覚室からのお知らせ視聴覚室からのお知らせ視聴覚室からのお知らせ視聴覚室からのお知らせ
＊貸出停止・文献複写停止

 

＊単位認定試験期間中の利用時間＊

特別講義ってご存知ですか？

■単位認定試験の為、
1月8日（金）～1月31日（日）
館外貸出を停止致します。
1月22日（金）～1月31日（日）
文献複写を停止致します。

■次学期準備の為、
3月18日（金）～3月31日（木）

館外貸出を停止致します。
3月25日（金）～3月31日（木）

館内貸出を停止致します。

 

＊年末年始及び臨時閉館日＊

12月28日（月）～1月4日（月），
1月29日（金）は、

閉館とさせていただきます。

年末・年始は出入口横の

返却ポストはご利用できま

せんのでご注意ください。

1月22日（金）～1月31日（日）　火～日曜　9：00～19：00

＜テレビ＞
・薩摩硫黄島の熊野三山と「平家物語」
・外邦図～軍事情報から近代資料へ～
・ネアンデルタール人はなぜ滅びたのか
　 ～多彩な知が真相に迫る～
・和紙彫塑の美を極める
・セクシュアル・マイノリティとしての幸せな暮らし
　～本当は豊かな性のあり方～
・東日本大震災復興支援と地域福祉
・薬物治療に貢献する～病院薬剤師の役割～
・生涯現役の社会へ～高齢者雇用の今～
・ヒマラヤ高所に生きる人々の生活と健康
・江戸に咲いた和算の夢～数学者・関孝和物語
・生命起源の謎に迫るGADV仮説

※各分野の第一人者が、テーマに沿って制作した一巻（45分）完結の番組で館外貸出も出来ますので
是非ご利用ください。

＜ラジオ＞
・私、あきらめない！　①・②　
　～車いす女優・萩生田千津子の原点・世界～
・メディアと与謝野晶子
・心に響く音文化（おんぶんか）第1・2回
・つなぐ言葉としての方言-3．11被災地から-
・ことばの礼儀作法「日常会話の点検」前・後編
・野口英世を支えた4人の女性たち　1・2
・弔うことの意味
・大奥と江戸文化
・障害者差別解消法と差別を解消するための
　研修について
・患者とともに生きる医療
・豊かな老いを考える～フィールドワークの現場から

ほんの一部の紹介です。他の番組は放送大学番組表（P11～P13）でご確認ください。

図書・視聴学習室より

― 3 ―― 6 ―



●第10回囲碁大会
　　日　　時：2月24日（水）13：00～ 
　　場　　所：学習センター2階　合併教室
　　参 加 費：無　料
　　締　　切：2月18日（木）

●第39回ボウリング大会
　　日　　時：2月29日（月）10：00～
　　場　　所：タワーボウル（わさだ）
　　参 加 費：500円
　　締　　切：2月20日（土）

今後の学生行事予定 ※行事に参加されたい方は事務室窓口・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

学生行事の報告

●第24回親睦ゴルフ大会
　　日　　時：3月7日（月）
　　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：2月29日（月）

●平成27年度第２学期学位授与式
　平成28年度第1学期入学者の集い
　　日　　時：3月27日（日）
　　場　　所：大分キャンパス文化ホール
　　日　　程：学位授与式　　13：30～
　　　　　　　入学者の集い　14：10～
　　　　　　　懇談会　　　　15：00～

テニス大会
テニスサークルの方々を中心に、学生・
職員で5月と11月に行われました。

第17回自然探勝と食味の会
村田先生の指導のもと、湯布院の山を散策しながらムカゴなどを収穫。
先生お手製のピザ釜など用いて調理し美味しく楽しくいただきました。

グラウンドゴルフ大会
毎年、年に3回の実施を予定していま
す。初心者の方も十分楽しめます。

第27回学生研修旅行

そのほか囲碁大会・明日を語る交流の集い（忘年会）などさまざまな行事を行いました。

今年はキリンビアパーク、佐賀の吉野ヶ里歴史公園を訪れました。

教務（学生）係より
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今後の予定（1月～4月）
 8日 館外貸出停止（～31日まで）
 22.23日 単位認定試験（大学院）
 24～31日 単位認定試験（学部）
　　※25日、29日は閉所日

 14日 公開講座「そのときに備える
  　　　　　　～南海トラフ巨大地震～」
 20日 公開講座「物理学から見た人体と医学」
  （場所：大分県立図書館）
 24日 第10回囲碁大会
 28日 H28-1科目登録申請締切（郵送：必着）
 29日 H28-1科目登録申請締切（Web：24時）
 29日 第39回ボウリング大会

 9日 ゆふ会総会
 16日 面接授業空席発表（12時より）
 16.17日 面接授業「大分音楽今昔物語」
 22日 面接授業追加登録開始
 23.24日 面接授業「フィールドワークと人類学入門」
 25日 第15回グラウンドゴルフ大会
 30.5/1日 面接授業「スポーツと近現代社会」

 7日 第24回親睦ゴルフ大会
 18日 館外貸出停止（～31日まで）
 25日 館内貸出停止（～31日まで）
 27日 学位授与式・入学者の集い
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