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來生学長の講演会の様子

大分学習センター 生きるとはまなぶこと
放送大学大分学習センター開設25周年記念

　4月13日（土）　大分県立図書館にて、講師
に、來生新放送大学学長をお迎えし、大分学
習センター開設25周年記念講演会第一弾を
行いました。
　講演会参加者35名、学長と語る会には20名
の方にご参加いただきました。
　ありがとうございました。

◇大分学習センター開設25周年記念講演会を行いました◇◇大分学習センター開設25周年記念講演会を行いました◇

來生学長と語る会の様子 來生学長を囲んで
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7月は単位認定試験があります。p4～p5を必ずご確認ください。
毎日暑いですが、体調を崩さないよう気をつけましょう！！
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客員教員からのメッセージ

　大分学習センターでの客員教員として5年目に入りました。定例のカフェでは，「経済学的
な考え方とわたしたち」と題して，経済学的な考え方と身近な生活での具体例への適用を扱っ
ていますが，昨年から「ゲーム理論」と呼ばれる分析手法を題材とした一般向けの入門書的な
新書を読んでいます。
　経済学では経済を構成するプレーヤー（登場人物）や市場間の相互作用を重視しますが，「ゲーム理論」では，
あるプレーヤーの行動が別のプレーヤーの行動に影響を与え自らに影響がはね返ってくるときに，どのような行動
をとればよいか（どのような行動をとればどのような結果となるか）を分析します。名前の通りの，じゃんけんや
将棋，囲碁，オセロゲームなどのおなじみのゲームも「ゲーム理論」で分析されるプレーヤー間の相互作用の事例
となります。相手がある状況で，自分にとってより良い結果を得ようとすれば，どのような行動をとればよいのか
を考えることになるため，講義科目でのよりよい教育効果を目指した教員と学生との関わりといった問題にとどま
らず，消費者と企業，企業間，政府と企業，国家間などの相互作用を分析する場合の有用な道具となります。冷静
な分析をすれば「情けは人のためならず」なども分析対象となりそうです。後々どのような事態が予想されるかを
織り込んで現在の意思決定をするという常識的にももっともらしい内容です。
　5月11日の日本経済新聞朝刊に「貿易摩擦　痛み中国に　物価，　米は安定　トランプ政権　強気のワケ」とい
う一面トップ記事が掲載されました。関税政策についての経済学の教科書的な内容は，いくつかの前提（個別にお
問い合わせ下さい）の下で特定の市場での輸入関税の導入（または引き上げ）は，輸入国の価格を上昇させるた
め，国内の供給者にとっては供給が増えて状況が改善する一方で，国内の消費者は需要が減り状況が悪化し，政府
の関税収入の増加を考慮しても，「全体としては」状況を悪化させるというものです。
　ところが，上の記事では，米国の中国からの輸入品2500億ドルへの追加関税が25%に上昇した場合の影響につい
て，対象品目の米国の消費者物価の上昇が4.5％であるのに対し，中国の生産者物価の下落は20.5%であるとの分析
結果が紹介され，米国は関税を課しても値上げしにくいもの（代替品が存在するもの）を制裁対象とし，結果的に
中国は輸出品の値下げで対応している可能性が述べられています。
　もしも米国が米国経済に影響が少ない品目を制裁対象として選択しているとすれば，「ゲーム理論」の観点から
は，相手の反応を考慮した戦略的な行動と評価できます。ただし，今後，制裁対象の範囲が拡がり，代替品が存在
しないものまで関税が課せられる（引き上げられる）ようになれば，その結果は通常の経済学の教える内容に近づ
いていきます。今後の米国と中国との貿易摩擦の展開については，日本経済の観点からも目が離せないところです
が，相手の状況をどこまで考慮できるかという問題は，国家間の交渉に限らず，身近な日常生活でも慎重に考える
必要があるところではないでしょうか。

所長からのメッセージ

　任期の最終年度になる今年度は、ご案内しているように学習センター開設25周年にあたります。そういうことか
ら、25年目という時に特別な思いをこめた重点事業や、所長として勤めたこの5年間の足跡をたどりつつ次の学習
センター新時代につなぐ「形づくり」に努めたいと思っています。学生の皆さんの一層の協力をお願いいたします。
　これからの重点事業として、25周年記念文集の発行（今号別欄を参照してください）、25周年記念講演会の開
催（同封のチラシ参照）、全放送大学印刷教材の大分県立図書館における配架（詳細は後日案内）、別府市との
連携などを進めます。

客員教員　高見　博之（大分大学経済学部教授）
「相手の状況を考えれば」

センター「新時代」につなぐ「形づくり」を求めて
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　大分学習センター開設25周年を記念して、文集「生きるとはまなぶこと　放送大学と私」を
発行したいと思います。放送大学における皆様にとっての「学びの証し」、センターにとって
は発展の「道標」となるような大切な宝物になればと願っています。
　放送大学とのかかわりや、そこでの学びに懸ける自分の「思い」など各自のお好みのテーマ
でエッセイ等をどしどし寄稿してください。「作文」が得意でないと仰る方には編集委員会が
お手伝いをいたしますので、遠慮することなくご参加くださるようお願いします。執筆者には
文集を一冊差し上げます。

記念文集「生きるとはまなぶこと　放送大学と私」

原稿を募集します！原稿を募集します！

提出先：放送大学大分学習センター事務室
　　　　メール大歓迎 （oita.center@gmail.com）
　　　　紙媒体の場合は、事務職員にお渡しください。
締　切：７月31日（水）
字　数：問いません。長編の場合は編集委員会で調整します。
　　　　必ず、題名をつけてください。
　　　　匿名希望の場合はお知らせ下さい。

◆学長裁量経費による事業です。
◆放送大学大分学習センターがどういうところなのか、広報にも活用させて戴きます。

9月29日（日）は、学位記授与式・入学者の集いのため
図書館は“終日閉館”となります。ご了承ください。

図書・視聴学習室より

※ゆふ94号に掲載された利用時間に
　誤りがありました。
　左記が正しいものとなります。
　お詫びして訂正いたします。

臨時閉館する場合があります。館内及び学生控室の掲示をご覧ください。
単位認定試験期間中は文献複写の受付を停止しています。

曜　日 利用時間
通 常 期 間 火～日 9：30～18：00
単位認定試験期間 火～日 9：00～19：00
閉 館 日 月曜日・祝日

≪図書・視聴学習室利用時間≫≪図書・視聴学習室利用時間≫
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２０１９年度第１学期単位認定試験について

試験日程

試験時間

時間割・試験室

通信指導の結果

受験に
必要なもの

大学院 ７月１９日（金）、２０日（土）

７月２１日（日）、７月２３日（火）～７月２８日（日）
※７月２６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）

筆記用具
（ＨＢの黒鉛筆・消しゴム）

持ち込み許可物品

解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）

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１か月前にシステム
WAKABA「キャンパスライフ→学内連絡」及び学習センター
視聴学習室にて公表しております。

試験日の約1週間前までに送付されてきます。7月12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」にある用紙を学生課入学・履修係
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センター開所時間

教務担当より

【重要】試験会場は、別府市北石垣８２(別府大学別府キャンパス３９号館２階)です。
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受験に際して
の注意事項

成績評価

再試験について

駐 車 場

その他（重要）

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

試験結果は8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。

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、次の学期まで学籍（休学中
を除く）が継続している学生に限り科目登録を行わなくても再試験を受験できます。
※当該学期で学籍が切れる方は、改めて入学手続きが必要です。

試験期間中は、学内、グラウンドを駐車場として利用できます。ただし、台数には限りが
ございますので、原則、公共交通機関でお越し頂きますようご協力をお願いいたします。
試験期間中は、駐車場の混雑が予想されます。停められない場合もございますので、試
験時間に間に合うよう、時間に余裕をもってお越しください。　　　
身障者用の駐車場があります。(２台可)
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）　　　
大分学習センターは、平成30年4月より別府市に移転しました。試験会場を間違える
ことのないよう注意してください。
試験会場は、別府市北石垣82（別府大学別府キャンパス39号館2階）です。
試験教室は、別府大学39号館2階教室1、教室2です。必ず受験票でご確認ください。
試験会場電話番号：0977－67－1191

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。
学生控室があります。その他、1階の「ラーニングコモンズ」を
控室として利用できます(飲食可)。
※ラーニングコモンズは別府大学の学生も利用します。
　試験期間中は学生控室のテレビは使用できません。
施設内では学生控室、１階のラーニングコモンズのみ飲食が可
能です。他の場所では一切の飲食ができません。学生食堂は、
平日、土曜日は14時までの営業となっており、日曜日は営業
しておりません。
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
なった場合は必ず大分学習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。喫煙所は大
分学習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。（2020年度より別府大学
は全面禁煙となります。）

・試験開始後、２０分を過ぎると入室できません。

・試験時間は５０分です。

・１時限に１科目しか受験できません。

※システムＷＡＫＡＢＡからも成績を確認できます。「教務情報→履修成績照会」

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

・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）
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教務（学生）係より

◇大分学習センター学生団体　パソコンサークル会員募集中◇◇大分学習センター学生団体　パソコンサークル会員募集中◇

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.0977-67-1191

●納涼会
　日　時：8月3日（土）19：00～（2時間程度）
　場　所：別府亀の井ホテル
　　　　　Beppu BOLD Kitchen（ベップボールドキッチン）
　参加費：（ソフトドリンクのみ）3,500円
　　　　　（アルコール飲み放題付き）5,300円
　　　　　※ゆふ会会員1割引き
　締　切：7月25日（木）　

●第17回 囲碁大会
　日　時：9月18日（水）13：30～
　場　所：大分学習センター　教室1
　参加費：無料
　締　切：9月11日（水）

ゆふ会・よらん会主催

●第31回　学生研修旅行
　日　時：10月14日（月・祝）　日帰り
　場　所：九州国立博物館・太宰府・坂本八幡宮・紅乙女酒造　他
　参加費：未定
　定　員：40名程度（定員に達し次第締め切ります）
　締　切：9月27日（金）

●卒業研究中間発表会
　日　時：9月15日（日）※時間は未定です。
　場　所：大分学習センター　教室1
　2019年度卒業研究を履修中の学生による中間発表会です。当日参加も可能です。ぜひご参加ください！！

●2019年度第1学期学位記授与式/2019年度第2学期入学者の集い
　日　時：9月29日（日）　
　　　　　学位記授与式13：30～　入学者の集い14：10～
　場　所：別府大学別府キャンパス39号館2階　大分学習センター教室1

※バスの乗車場所は、大分駅と別府大学正門前から選べます。

学生行事は、学生同士の親
睦を深めるチャンスです。
どなたでも参加可能です
ので、たくさんのご参加お
待ちしています！

ゆふ会（同窓会）会員募集
●会員資格：在学生・卒業生・現旧職員
●会　　費：終身会費　10,000円（一度納入して頂ければその後の会費は頂きません。）
　　　　　　※入会希望の方は事務室までお問い合わせください。

　現在の社会において、仕事・勉学、生活で情報活用スキルは必須の時代です。学習や仕事などに活かせるパソ

コン利用のスキル向上を図るため、大分学習センターでは、『パソコンサークル』を立ち上げます。

　現在、会員を募集しています。初心者の方もそうでない方も、どなたでも大歓迎です。インターネットや文書の作

成など、会員同士で親睦を深めあいながら、パソコンのスキルアップを目指しませんか？

　月2回（水曜日）、サークル活動を行う予定です。顧問は、大分学習センター客員教員の山下茂先生です。入会希

望の方は、事務室までお問い合わせください。

※具体的な活動日程が決まりましたら、センター掲示板、HP等でお知らせいたします。

※未定箇所については決定次第、センター掲示板、HP等でお知らせいたします。
※都合により日時、場所等変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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教務（学生）係より

　僕は、たけのこグラタンを作りました。
仲間で協力して作りました。僕は最後にグ
ラタンにチーズを入れる係です。一つ一つ

アルミホイルで作った箱にみそや材料を入れます。そして、10分くらい
かまどに入れます。そしてかまどからグラタンのいいにおいがしまし
た。かまどをあけたら、グラタンがとてもよく焼けていました。
　みんなで作ったたけのこグラタン、鯛のあら汁、たけのこご飯、桜お
にぎりなどをみんなで食べました。僕は全部食べられなかったけれど、
たくさん食べれたので、とても楽しかったです。今度、食味の会など、
いろいろあったら、また参加したいです。すごく勉強になりました。あ
りがとうございました。

　2019年4月8日（月）別府大学グラウンドにて、『第23回グラウンドゴルフ大会』を行い
ました。4月とは思えないほどの暑さとなりましたが、この暑さに負けることなく、ホール
インワンが多数出るほどの腕前を披露してくれました。
　次回のグラウンドゴルフ大会は、12月2日（月）を予定しています。初心者大歓迎です。ぜ
ひご参加ください。

◇大分学習センター開設２５周年記念講演会のお知らせ◇◇大分学習センター開設２５周年記念講演会のお知らせ◇◇大分学習センター開設２５周年記念講演会のお知らせ◇◇大分学習センター開設２５周年記念講演会のお知らせ◇

～　学生行事のご報告　～

日　時：8月10日（土）　13：30～　　場　所：大分県立図書館　2階　視聴覚ホール
演　題：「敬天愛人～西郷隆盛が愛した言葉から見えるもの～」
講　師：原口　泉（鹿児島県立図書館館長）　川嶌　眞人（川嶌整形外科病院理事長）　
定　員：100名

グラウンドゴルフ大会

　2019年5月9日（木）大分キャンパステニスコートにて『第13回テニス大会』を行いまし
た。2人1組のダブルスで、6チーム総当たり戦で行いました。どのチームも譲らず、白熱し
た試合が繰り広げられました。全チームが5試合をほぼ連続で行うこととなりましたが、最
後まで戦う姿は、とても輝いていました！！次回のテニス大会は、11月24日（日）を予定し
ています。ぜひご参加ください。
　テニスサークルでは、お花見バーベキューや手作り昼食会など、親睦行事も盛んです。テ
ニスサークルの会員も募集中です！！

テニス大会

　2019年4月29日(月・祝)湯布院風曜日にて、『第2１回自然探勝と食味の会』を行いました。
雨のため、食材の探索に行くことはできませんでしたが、講師の村田勝先生が、ウドやタラの
芽等の山菜類やたけのこ等、山からたくさん採ってきてくださり、春の食材を思う存分堪能す
ることができました。昨年までは、秋に開催していましたが、今年は初の春の開催。春の食材も
とてもおいしく、学生同士の調理の共同作業で親睦も深められたのではないでしょうか。
　ご参加いただいた皆様、雨の中、本当にありがとうございました。

ご参加いただいた
遠藤稜大くん(小学５年生)
より、感想文を頂きました！！
ありがとうございました。

自然探勝と食味の会

国内外でご活躍の先生方の講演です。
参加費
無　料

※詳細は同封のチラシをご覧ください。　※講師の先生方のご著書を大分学習センターに置いています。

― 7 ―― 2 ―



今後の予定（7月～10月）
塗りつぶしは閉所日です

◇7月の学習相談・カフェについて◇

 3日 納涼会
 4日 オープンキャンパス
 10日 大分学習センター開設25周年記念講演会
  「敬天愛人～西郷隆盛が愛した言葉から見えるもの～」
  （場所：大分県立図書館）
 18日 オープンキャンパス
 24、25日 教員免許更新講習修了認定試験

 1日 第33回親睦ゴルフ大会
 6、7日 面接授業『心理学実験3』
 19、20日 単位認定試験（大学院）
 21～28日 単位認定試験（学部）
※26日は試験期間ですが閉所日となります。

 1日 オープンキャンパス
 15日 卒業研究中間発表会
 18日 第17回囲碁大会
 27、28日 夏季集中型（看護）単位認定試験
 29日 2019年度第1学期学位記授与式
  2019年度第2学期入学者の集い

 14日 第31回学生研修旅行
 19日 面接授業空席発表
 19、20日 面接授業『磨崖仏とはなにか』
  　　　　『心理学実験2』
 25日 面接授業追加登録
 26、27日 面接授業『新・初歩からのパソコン』
  　　　　『日常生活の中で出来る禁煙支援』

単位認定試験期間中は、学習相談・カフェはお休みとな
ります。詳しくはセンター掲示板、HP等でお知らせい
たしますので、ご確認ください。
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