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１．職名・氏名 准教授 東村 玲子     

 

２．学位  学位 博士（水産学）、専門分野 漁業経済学、 授与機関 北海道大学  

      授与年 2000 年 3 月 

 

３．教育活動 

(1)講義・演習・実験・実習 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

水産経済学（2 単位 毎年開講） 2 年生 （2020 年度）15 コマ 

② 内容・ねらい 

水産業を経済学的視点で考察する素養を身につけることを目的とする。経済学の基礎理論を

習得することから始め、具体的事例を挙げながら解説する。2018 年の漁業法改定の解説に加え、

日本の水産業の実態とＴＡＣや資源管理型漁業の理論や実態を概観し、日本の水産業の展望を

理解する。ブランド理論と水産物のブランド化を紹介する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫  

水産業の実態をただ「知る」だけでなく、経済学や漁業管理の基礎的理論を習得することに

よって、日本や世界の水産業の実態への認識と問題意識を深める様に講義を進めている。また

板書を多くすることにより、理解を深めやすくしている。講義内容を自分の身の周りのことに

引き付けて考察さたり、講義の理解度が分かるようなミニ課題を実施。理解度が低いことが判

明した場合には次回の講義の時に解説を加える。2020 年施行の漁業法改定について、最新の情

報を解説した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

国際漁業論（2 単位 毎年開講） 3 年生 （2020 年度）15 コマ 

② 内容・ねらい 

漁業では同じ資源を同時に複数の国が利用することが多いため、必然的に国際問題を引き起

こす。こうした国際漁業管理制度の内容とそれに関わる国際問題の実態を理解する。特に捕鯨

問題と 1995 年にカナダとＥＵ間で起きた「カラスガレイ戦争」に焦点を当てる。さらに、また、

2015 年以降、大きな問題となっている日本近海のクロマグロの漁業管理における国際問題につ

いても解説する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

実際の国際紛争の事例を概説することにより、国際漁業問題への関心を持たせる様に工夫し

ている。特に、捕鯨問題は政治的背景や各国の主張を紹介し、学生に自分の意見を考えさせる

ことにより「勉強」だけでなく「研究」の部分も垣間見せるようにしている。板書を多くする

ことにより理解を深めやすくしている。講義後には学生の意見や考察を書かせるミニ課題を課

している。2019 年度に日本の IWC の脱退に伴う商業捕鯨の再開があったためにニュース記事

を用いて解説した。さらに、2015 年度以降は、太平洋のクロマグロについての水産庁の資料を

用いて最新の情報を解説している。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

食品流通調査演習 （1 単位 毎年開講） 2 年生 （2020 年度） 15 コマ 

② 内容・ねらい 

 2020 年度は新型コロナウィルス感染症のため従来のように大阪市中央卸売市場や生活協同

組合（コープこうべ）を訪問することができなかった。そのため、福井中央魚市株式会社と越

前町漁業協同組合を 11 月末に訪問した。その調査結果をレポートにまとめることとした。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 



 調査を行うことにより流通の実態を理解するだけではなくて、現場で体感することを重視す

る。また、実務担当者と直接話し合うことによって社会人とのコミュニケーション能力を高め

るために質疑応答時間を十分に確保している。こうした積極的な質疑応答への参加が加点され

ることは事前に周知している。 

 福井市中央魚市株式会社も快く訪問を受け入れて下さった。越前町漁業協同組合は、私がこ

れまで何度も調査のために訪問していたこともあり、ズワイガニのセリが天候不良のためにな

かったにも関わらず、最大限の対応をして下さった。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

科学英語Ⅱ （3 単位 毎年開講） 3 年生 （2020 年度） 15 コマ 

② 内容・ねらい 

Takatoshi Ando 著 Naoyuki Tao and James Colyn 訳の「The Hokkaido Fishermen’s  

Liberation Movement」を用いて，北海道における漁業協同組合の黎明期の組合運動の実態に

関する理解を高めると共に英文を全訳せずに（分からない単語だけを調べて）読解する能力を

身につける。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 ゼミ生には，なるべく単語だけを調べるだけの予習をしてくる様に指導している。当日は、

順番に本文を読み翻訳する。これにより，英語を英語として理解する能力を身につける。また，

学生 1 人が翻訳終了分を次週までに日本語にて要約することにより内容の理解を助ける。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

専攻演習 （2 単位 毎年開講） ４年生 （2020 年度） 30 コマ 

② 内容・ねらい 

 卒業論文を執筆するにあたり，研究課題を設定と研究計画の作成から開始する。その上で、

必要となる素養（経済学や流通論や調査手法）を身につけさせ，同時に研究の方法論の検討を

綿密に行い，実際の論文執筆へとつなげていく。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 研究課題の設定にあたり，可能な限り学生の自主性を尊重している。今年度はズームによる

指導が多く、指導において歯がゆい面が教員・学生の双方にあった。実際に予定していた調査

が新型コロナ感染症のために断られる、という事態は全ての学生で生じた。特に漁業者への聞

き取り調査は対面でなければ難しいこともあり（その場で聞かないと後日返事をもらうのは無

理）、非常に苦労した。最後には全体体で自分の研究の成果を発表することによりプレゼンテー

ション能力をつけることも目的としている。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 海とくらし （2 単位 毎年開講） 1 年生 （2020 年度） 1 コマ 

② 内容・ねらい 

 福井県で最も有名である「越前がに」について，そもそも「ブランドとは何か」ということ

から始め，越前がにがブランド化に成功していること，またその成功の理由について，主とし

て消費者へのアンケート調査での結果を基に解説する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 最初に誰でも知っている様なブランド品を挙げて（マクドナルドのような大衆ブランドも含

む），ブランド理論の基礎を説明して，学生の興味を惹くことから始め，福井県外出身者はもと

より県内出身者でも実際には食べたことがない「越前がに」の県内水産物として最高級ブラン

ドを実現していることを解説する。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 海洋生物資源フィールド演習 （2 単位 毎年開講） 1 年生 （2020 年度） 10 コマ 

② 内容・ねらい 

 課題研究として，「スーパーの水産物売り場から地域性を考える」というテーマで指導した。



大学に入って，まず研究とはどんなものかを知り，グループでそれに取り組むことによって協

同作業の楽しさや協調性の重要さを学ぶ。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 新型コロナ感染症のために自宅からズームにて講義に参加してる学生が多いことを逆手に取

って、それぞれの地域のスーパーの水産物売り場を最低でも週に 1 回は訪れて、調査をしても

らった。どの魚について調べるのか（マグロ、サケ、アンケート調査を手法とした。学生自身

やその親等のツテで年代別，地域を分散したものを対象としたものにするように夏休み中に調

査を実施した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

水産政策学特論（1 単位 毎年開講） 修士課程 （2017 年度以前～2019 年度） 

② 内容・ねらい 

漁業に関する政策のうち、今日的な論点を取り上げて、理解を深めることを目的としている。

そのため、漁業管理の手法である、個別割当（IQ）や譲渡可能個別割当（ITQ）の理論を理解

する。この他、日本近海のクロマグロの漁業管理や漁業法改定も取り上げる。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 トピックとトピックの間に、それらに関係する「ディスカッションテーマ」を提示し、学生

が自主的に発言する時間を設けることにより、自分の意見を考えると共に他の人の意見も聞く。

なお 2018 年度は講義中にクロマグロの漁業管理や水産政策について水産庁から新しい政策が

打ち出されたので、私が出席した会議での議論などの最新情報を基に解説したのが好評であっ

た。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

海洋社会科学（2単位）修士課程 （2017年度～2019年度）8コマ 

② 内容・ねらい 

水産業は重要な食料産業であると共に，それを支える漁村は様々な機能を持っているため漁

村の活性化と漁業振興は両立すべきである。また近年は日本近海，遠洋での各国との国際的な

問題も漁業経営に影響を与えている。かかる視点から日本の水産業をグローバル・ローカル両

方の視点から考察して行く。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 水産白書をテキストとし，各受講生に 1 章ずつ担当してプレゼンテーションを行ってもらっ

た上で，私が水産庁の委員として水産白書作成に携わっていることを活かして，解説を行った。

学生によるプレゼンテーションは自分の担当部分の理解に役立ち，他の学生の担当部分はプレ

ゼンテーションの方法を学ぶのに有益だったと学生から好評だった。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

 卒業論文（8 単位）4 年生 （2017 年度以前～2019 年度） 

② 内容・ねらい 

卒業論文を執筆することは,4 年間の当学科での勉強・研究の集大成であることを自覚させ、

また設定した課題に自主性をもって取り組むことにより物事を多面的に考察する能力を身につ

けさせることを目的としている。さらには執筆の過程において,研究のまとめ方を身につけさせ

ることもねらいとしている。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

 6 月頃までは、担当教員を決めずに学生に自主的にテーマ設定を行える環境を確保している。

担当教員を決めた後は、週に 1 回ずつ、私が担当する学生 3 名と私の 4 名でゼミを行い、それ

ぞれに研究テーマについてディスカッションを行う。お互いの進度を測る上でもこの方式が良

いと学生と相談して決めている。1 月以降は、個別指導を行い、卒業論文を完成させることと

している。 

(2)非常勤講師担当科目 



① 担当科目名（単位数） 開講学校名 

ズワイガニの経済学（1） 放送大学福井学習センター（2019 年度） 

② 内容・ねらい （自由記述） 

ズワイガニは福井県で最も有名な冬の味覚である。しかしながら，世界で最も漁獲量が多いの

はカナダ大西洋岸で，米国アラスカ州でも漁獲されている。日本でも海外でもズワイガニの資

源を持続的に利用するための漁業管理の工夫がある。また，外国産のズワイガニは漁獲地で一

次加工が行われた後に，東南アジアで再加工されて日本に流通する。この講義では，ズワイガ

ニを通して，天然資源を持続的に利用する工夫の国際比較を行うと共に，アジアの経済発展と

無関係ではない漁獲から消費までの国際的なフードシステムについて考える。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 （自由記述） 

この講義はズワイガニという一つの水産物を通して，国内外の漁業や水産加工業の実態とその

比較，また国際関係について理解を深めることを目的としている。受講者の半分が福井県外在

住であり，年代は 20 歳代から 80 歳代までと多様である。また受講目的や学力も様々である。

しかしながら，当日までは上記の情報よりも細かいものは個人情報保護の点から教えられなか

った。当日，受講者の様子を見ながら，講義のスピードや説明の細かさを工夫した。特に，90

分で受講者が飽きてこないように緩急付けるのには工夫が必要であった。 

④ 本学における業務との関連性 （自由記述） 

受講者が非常に多様であったため，講義のスキルアップに繋がったことは確実である。また，

私がこれまで行って来たズワイガニに関する様々な研究を 8 コマに収めるように整理し直す作

業が必要であった。しかしながら，これによって自分の研究を振り返ることが出来たので，非

常に有益であった。本学の講義を行う際にも，こうした工夫が活かされると確信している。 

(3)その他の教育活動 

大学院特別講義 「大自然の再生産力と共に育むいのち輝く食文化」（麓貴光氏） 

2017 年度～2018 年度 

 

４．研究業績 

(1)研究業績の公表 

①論文 

 

②著書 

「新しい福井フランド『ふくいサーモン』への期待」『水産増養殖と環境まちづくり』共著

p.52-p.55 を担当、2020 年、創文堂印刷株式会社                  

【1 本】 

③学会報告等 

1＊「養殖魚のイメージに関する研究－消費者へのアンケートを基に－」漁業経済学会第 67 回

大会（2020 年 6 月）共同報告者有：東村玲子・竹石裕也（研究方法の立案、分析結果の考察）                       

【1 本】 

④その他の公表実績 

1.水産経済新聞（2020 年 9 月 2 日）水産庁第 1 回ズワイガニの資源管理方針に関する検討会へ

のコメント（出席後の取材） 

2.水産経済新聞（2020 年 11 月 6 日）水産庁第 2 回ズワイガニの資源管理に関する検討会への

コメント（出席後の取材～ 

3.北羽新報社（2021 年 1 月 17 日）   2020 年 12 月 29 日に取材を受けて年内に掲載され

る予定が、大雪のために遅延。 

 

 

 

 



(2)学会活動等 

学会での役職など （学会名） 

漁業経済学会 理事 

漁業経済学会 学会賞選考委員 

地域漁業学会 理事  

地域漁業学会 国際交流委員  

国際漁業学会 理事 

国際漁業学会 学会賞選考委員 

 

 

 

（3）特許等取得 

 

(4)外部資金・競争的資金獲得実績 

  

2017 年度 福井県立大学全学競争資金（Ｄ：教員研究費枠）60 万円 研究代表者 

2018 年度 福井県立大学特別研究費（Ｃ：成果公表支援枠）1.1 万円 研究代表者 

 

2016 年度～2019 年度 科学研究費補助金 （基盤研究(Ｃ)）2016 年度：90 万円 2017 年度：

150 万円，2018 年度：50 万円，2019 年度：54.4 万円） 

(5)特許出願 

 

 

 

５．地域・社会貢献活動 

(1)学外団体 

①国・地方公共団体等の委員会・審議会 （それぞれの名称、業務内容、担当期間） 

農林漁業保険審査会委員 漁業者等からの申し立てがあった際に会議が招集され審議 2010

年～現在に至る 

福井県漁業調整委員会委員 福井県の漁業に関わる規制等の審議・決定 2008 年度以前～現在

に至る  

福井県資源管理協議会 外部有識者 資源管理計画の自主的管理措置の履行確認（計画的に資

源管理に取り組む漁業者を支援）2018 年～現在に至る 

福井県環境審議会委員 環境に関わる規制等の審議・決定 2010 年～2020 年 3 月 

福井県公共事業等評価委員会委員 長期の公共事業等の継続可否を審議 2014年～2020年10

月 

福井県敦賀港地方港湾審議会委員 敦賀港の計画変更の際の答申 2017 年～現在に至る 

福井県福井港地方港湾審議会委員 福井新港の計画変更の際の答申 2017 年度～現在に至る 

敦賀港長期構想委員会委員 敦賀港の長期の構想について検討 2020 年～現在に至る 

 

⑥公開講座、オープンカレッジ、社会人・高校生向けの講座の開講（タイトル名、開催場所、

開催日時） 

入試説明会：美方高等学校（2020 年 7 月 20 日 15：55～16：55） 

入試説明会：富山いずみ高等学校（2020 年 7 月 31 日 13：00～14：30） 

FBC ラジオようこそ県大へ「先端増養殖のサイエンス」（2020 年 8 月 7 日収録・2020 年 8 月

15 日放送） 

 



６．大学運営への参画 

(1)補職 

（職名、期間） 

(2)委員会・チーム活動 

（名称、期間） 

【全学】 

 研究等における人権擁護・倫理委員会ワーキンググループ 2020 年度 

 保健管理センター運営連絡会議委員 2020 年度 

 

【学部・学科】 

入試企画委員会 2020 年度 

教育環境改善担当 2020 年度 

JABEE 委員会 2020 年度 

2017 年次生アドバイザー 2020 年度 

 図書館運営担当 2020 年度 

 学科再編ワーキンググループ 2020 年度 

 

(3)学内行事への参加 

（行事名、参加日時） 

オープンキャンパオンライン 2020 年 7 月 19 日 10：15～12：00 

受験生向けの研究室紹介ビデオの作成（オープンキャンパスの企画として） 

 

(4)その他、自発的活動など 

（活動名、活動内容、活動期間） 

 

 

 

 


