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令和３年３月 

 

2020 年度 経済学部および経済・経営学研究科の教育研究活動 
 

 

経済学部教員評価委員会  

委員長 新宮 晋 

 

2020 年度は新型コロナウイルス感染症への対応に明け暮れた 1 年であった。本学部も例

外ではなく、それはこれまでの部局運営のルーティンを崩した一方、新しい事態に適応しつ

つ、これまでにないやり方の模索を強いる時間であると同時に、これまでのルーティンを功

罪併せて見つめ直す時間でもあった。依然としてその最中にあるわけだが、ここでは、われ

われが直面してきたコロナの状況を踏まえた経済学部および経済・経営学研究科のこの一

年を検証することにする。 

運営の基本は変わらない。学部・研究科とも、昨年度に引き続いて共通のキーワードは 

“一人ひとり” である。すなわち、①一人ひとりの学生・大学院生と向き合い、個性を尊重

し能力を引き出す教育の実践、②一人ひとりの問題意識や方法論を重視した、自律的な研究

の遂行と成果の発信、③一人ひとりにとって、働き甲斐とやりがいのある職場づくりをポリ

シーとして臨んできたことを確認しておきたい。 

 

１.教育 

（１）経済学部 

今年度は、経済学科 111 名（昨年度 111 名）、経営学科 115 名（同 114 名）に学位を授与

した。卒業が見込まれない学生には、海外留学に伴う休学者などがいる一方、支援を必要と

する学生もいる。コロナ状況を踏まえつつ、CSW とも連携して一人ひとりの学生を支援し

てきたが、さらにきめ細かい支援を継続していく必要がある。 

教育カリキュラムについて、1-2 年次においては経済学・経営学の基礎理論ならびに基幹

的な科目を習得し、年次が進むに応じて領域別に展開科目を設定する体系的な内容を重視

していることはこれまでと変わりない。しかしこれは学生には十分理解されにくい。そこで、

昨年度から本格的に整備を始めた「緩やかな履修モデル」をパイロット版として作成し、今

年は学生一人ひとりに体系を意識させるよう科目を配置させるなどの試みを行ってきた。

これらの試みから明らかになった成果と課題を踏まえて、今後さらにモデルを改善してい

きたい。 

本学部の教育は、体系性とともに現場との連携を重視してきた。しかしこの面は、本年度

は試練の一年で、状況が許さずいくつか中止せざるを得なかった。じっさい、例年開催して

いる特別企画講座や経済学・経営学特講の多くは不開講となっている。そんな中でも、遠隔

を活用し、オンラインだからこそ可能なゲスト・スピーカーを招聘するなど、現場感覚を取

り入れた授業の試みもいくつかなされたことを確認しておきたい。 
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本年は遠隔授業元年ともいうべき一年で、オンライン化への全学的な取り組みもあって

一気に遠隔授業への対応が進んだ。そしてまた、それ故の新たな可能性が開かれた年でもあ

る。オンライン・ライブ型、オンデマンド型、対面状況でのハイブリッド型などの授業形態

の導入、またそれぞれの形態の授業の中での細かな工夫や試みは、今後ポスト・コロナの時

代になっても活用できるものであり、大学教育の可能性が大きく広がったといえる。 

これに対する学生からの評価は多様で、遠隔授業にポジティブな評価（例えばオンデマン

ド型は時間を選んで受講できる等）もあれば、ネガティブな評価（教員とのやりとりが希薄

になる等）もあり、オンライン授業の中でも改善の余地があることが分かる。と同時に、改

めて対面授業の重要性を再認識した面もある。コミュニケーションが総体的な行為である

ことを改めて確認するとともに、やりとりの交錯を困難にするオンラインの特性は、対面で

ないと乗り越えにくいことも明らかとなっている。こうした、遠隔・対面それぞれが持つメ

リット・デメリットを的確に評価しながら、学生に対して効果的に授業を提供するような工

夫を今後とも重ね、教育面の充実を図っていく必要があることはいうまでもない。 

本学部が看板とする少人数教育は、2 年次の基礎ゼミと外書講読Ⅰ、3-4 年次の演習Ⅰ・

Ⅱ、卒業論文の作成と展開していくが、一人ひとりと向き合う少人数対面でこその側面が多

く犠牲になったことは否めない。そんな中でも、各教員が担任の役割（学生支援）も果たし

ながら、きめ細かい対応で学生の関心をつなぎ止める工夫を重ねたことは強調しておきた

い。他大学とのインターゼミナール、企業・団体・行政と連携した学習・調査活動、地域の

課題解決を目的としたコンテストへの参加、インターンシップ授業等はなかなか例年通り

の実施というわけにはいかなかったが、オンラインを利用した工夫の中で実施できたもの

ある。その中には、大学だけでなく、これまで連携を受け入れてくれていた企業・団体等の

オンライン化が進む中で、新しい状況に適った方法の可能性を示すものもある。それらを踏

まえて、さらに創意工夫を加えて新しい展望が開けるものと思われる。なお、一部とはいえ

対人関係を苦手とする学生には遠隔授業が幸いした面もあり、遠のいていた授業に戻れた

というケースもあったことを記しておく。 

一年を通してほぼ遠隔前提での授業であったが、10 月半ばからの 2 ヶ月ほどの対面期間

は、学生達の対面への渇望感が横溢した時期であった。例年この項でとりあげるインターゼ

ミナール・コンテストはちょうどこの時期に当たり、学生達は感染対策を意識しつつも対面

でのグループ研究を満喫した。今年は参加ゼミ・チーム数とも増加し、8 ゼミ 15 チームが

2 セッションに分かれて例年通り対面発表を行うことができた。学外審査員を断念するなど

ここにもコロナの影響が見られたが、例年にもまして多様な内容と方法で行われた研究成

果の発表が繰り広げられた。 

教員の授業負担については、今年度も 1 人当たり学部 16 単位以内、研究科を担当する場

合は 20 単位以内を原則とし、教員間での負担格差は少しずつ解消されてきている。しかし

ながら、基礎ゼミ・外書講読は 10 人以上クラスが常態化し演習においても 10 人以上のク

ラスが多くみられるとともに、大学院の博士前期・後期課程の学位論文指導が集中している

教員もおり、負担の適正化をはかることが依然として課題であることは昨年と変わりない。 
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（２）経済・経営学研究科 

今年度の在籍院生は、博士前期課程 20 名（地域・国際経済政策専攻 1 名、経営学専攻 19

名）、博士後期課程（経済研究専攻）5 名、学位授与は、博士前期課程 4 名（いずれも経営

学専攻）であった。今年度も修士論文の完成度を高めるために、例年行っている中間発表会

を 10 月 18 日に、また、修士論文提出後に主査と副査による口頭試問に前後しておこなわ

れる修士論文発表会を 1 月 31 日に、それぞれ公開で、かつ今年はオンラインで開催した。

これらの発表は、学位授与のための履修上の必須要件とすることが昨年度研究科会議で決

定されたことによるもので、今回はその 2 年目ということになる。特に中間発表段階での

質疑は第 3者による指導の側面を持ち、論文の質の向上や執筆の動機付けに貢献しており、

結果としてこの段階で提出見通しが立たなくて翌年持ち越しになるケースも見られた。 

新型コロナウイルス感染症による遠隔切り替えの影響は、研究科でも功罪両面ある。講義

では、例年行われている企業経営者や地域のリーダー、他大学の教員をゲスト・スピーカー

とするワークショップ等について、今年は見送りも含め試行錯誤をせざるをなかった反面、

特に社会人を中心に遠方からの受講者には便宜を図る形となった。こうしたことは、今後遠

方からの入学希望者を受け入れる可能性を開くことが期待される。 

なお、長期履修制度は社会人受け入れに関して大きなメリットとなっているが、その運用

についていくつかの課題もあることが分かり、今年はその再整備を行うとともに、これによ

ってその内容を新入生に対するオリエンテーションにも生かすことになった。 

研究科の存在を広く発信することは依然として課題であるが、今年は学部からの推薦入

学の制度化を研究科会議で決定し、来年度から受け入れ回路の一つとして運用することに

なった。なお、今年は学部からの入学者が 3 名と例年になく多かった。推薦入学制度の実施

により、学部生の受入がコンスタントに進むことが期待される。そのためにも今後は、推薦

入学制度の運用と併せ、学部学生へのガイダンスの充実も重要になる。 

他方、例年プレ大学院と位置づけている短期ビジネス講座は、今年はこれも新型コロナウ

イルス感染症のために開講することができなかった。ただ、オンライン授業のノウハウの蓄

積が進んだことで、来年度遠隔での開催に向けて準備することが確定している。また、今年

度も引き続き、大学院入試に向けたガイダンスを HP 上で授業公開期間と併せて告知する

ことによってガイダンス希望者を募る方式をとった。この回路での入学者は例年多く、ガイ

ダンスでのアピールは今後も重要であると考える。なお、退職者やキャリアアップを目指す

社会人向けに「学び直しの場」としての大学院の位置付け直しをアピールする計画を進めて

おり、研究者養成に限定しない大学院教育の充実をさらに展開していきたい。 

 研究科の充実に向けて、演習指導を行うスタッフの増員（博士後期課程 1 名）を今年もは

かった。 

 

２.研究 

教員による研究活動は、論文・著書はもとより調査報告書や総説・書評などの発表のほか、

学会報告も含まれる。本年度は、これらの研究業績のうち、雑誌論文 35 編（昨年度 18 編）、

単行本中論文 1 編（同 4 編）、単著書 1 冊（同 1 冊）、共著書 2 冊（同 2 冊）と、例年にな
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く多産の年となった。ただこのことは、本学部関係分野の研究の性質が大きく関わっている。

多くの研究は数年単位での準備期間を経て執筆・発表となるため、年ごとの発表数にどうし

てもばらつきが出るのである。今年はそうした研究の発表が偶々集中したものと考えられ

る。外部資金の獲得については、学内外の競争的資金や研究助成への申請者はあるものの、

科学研究費の申請・獲得者は依然として限定されている。 

学部教員による研究成果発表の場として、『福井県立大学経済経営研究』および『福井県

立大学論集』、本学部教員が中心となって運営している地域公共政策学会発行の『地域公共

政策研究』、さらには地域経済研究所が発行する『ふくい地域経済研究』があり、教員・大

学院生らの論文が掲載された。 

他方、経済学部自主研究会の開催は、オンライン授業への対応に時間の多くを割いたこと

もあり、今年度は見送らざるを得なかった。来年度は従前に戻し、定期開催の準備を進めて

いるところである。 

地域連携を重視した研究活動では、北陸 3 県の経済・経営系の研究者が中心となって運

営している北陸地域政策研究フォーラムを、地域公共政策学会と共に本学主催で 11 月に開

催した。7 つの自由論題や 2 つの合評会の他、「With コロナ after コロナの地域産業」を

共通論題として活発な発表と議論が繰り広げられた。また 3 月には地域公共政策学会の大

会が、こちらは単独で開催された。昨年度は諸般の事情で開催できなかった地域公共政策学

会を、今年度は共催を含め 2 回開催することができた。 

なお、今年度は地域経済研究所の兼担教員として 2 名が任命され、経済学部との連携が

はかられた。 

 

３.地域・社会貢献 

コロナ禍にもかかわらず、今年も本学部・研究科メンバーは、さまざまな形で地域・社会

の要請に応えてきた。かねてより研究に基礎を置いた地域社会との連携という考え方のも

と進めてきた教員の専門性・主体性に基づく地域・社会貢献活動を、例年とは異なる工夫を

凝らしながら継続した。その結果、学会や団体の役員、県内外の行政・団体による審議会・

協議会・専門委員会等の会長・座長ないし委員、行政・団体が主催する公開講座やシンポジ

ウム・研修会の講師を務めるなど、行政・団体関連の活動に活発に関わったほか、高大連携

に関しては、県内外の高校生を対象とした出張講義、スーパーサイエンスハイスクール

（SSH）事業や県庁主催の福井プレカレッジ事業および「高大連携による地域人材育成事

業」の講師・アドバイザーを務めるとともに、学生や地域住民等と連携した各種の地域活動、

テレビ・ラジオ・新聞等のマスコミ対応など、各教員が専門性を生かしながら多彩な内容で

地域・社会貢献活動に取り組んできた。 

COC事業の後継事業に関連した取り組みについても、本学の事業WG、5大学連携の FAA

に関する WGへの参加・運営、アオッサでの開講科目「福井で働くということ」、地域志向

科目「福井を学ぶ」の担当などに多くの教員が関与している。 

昨年課題とした、本学のプレゼンスを上げるための高校との連携は、これもコロナのせい

で決してじゅうぶんには展開できなかった。上記のように、出張講義や総合型学習のサポー
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トなど、高校からの要請に今年も積極的に応えてきたが、昨年も述べたように、実は高校側

も何を自らのニーズとして良いかじゅうぶん明確でないケースが多く見られる。今後具体

的な講義内容等のニーズについては、こちらが提供できるものと摺り合わせるなどの工夫

が依然として必要であろう。 

 

４.管理運営 

学部・研究科とも、今年度は新型コロナウイルス感染症への対応に終始したとも言える。 

年度当初、授業のオンラインへの切り替えと開始時期の 1 か月遅れの方針が決まると同

時に、全学の新型コロナウイルス感染症対策会議に合わせ、部局内にも対策チームを立ち上

げた。特にオンライン化への対応については教員の協力が動員され、一人ひとりの教員の対

応のサポートにもあたった。また、新事態の中にいきなり放り込まれた新入生への対応充実

を図るため、従来 4 人体制の相談担当を 15 名に増員し、オンライン化と学生支援の両面で

支える体制がとられた。 

そうした中でも、学部・研究科の基本的な運営は、引き続き全教員が出席する教授会を審

議・協議の場として最重要視し、これを軸に運営が遂行された。その際、重要議題はすべて

協議の対象とし、現場感覚と乖離した大学の方針が独走することで大学運営に支障をきた

すことのないよう緊張関係を保っている。また、教授会開催に先立って教育推進課担当者と

の十分な打ち合わせを行っているが、こうした機会を通じて、教員サイドと事務運営の連携

を密にすることの重要性は、今年も今後も変わらない。 

部局長として学科長が制度化され、本学部も両学科に学科長を置いて学科長主宰のもと

で前・後期末に学科会議を開催した。そこでは、遠隔授業の方法を含む教育やカリキュラム

のあり方、学生支援に関する情報共有、中期計画や人事の方向性等について、学科単位で状

況を共有しながら協議を行った。昨年も述べたが、本学部は二学科体制ではあるが、それぞ

れを尊重し合いながらも、学問分野として密接に関わっていることを踏まえた相互乗り入

れを積極的に行っている。従って、それぞれの独立性を強調することで垣根を高めてしまう

デメリットにも目配りする必要がある。教務面だけでなく学生支援の面においても、多様な

学生一人ひとりの具体的状況について教授会で情報共有することのメリットは、これまで

もたびたび痛感してきた。今後とも現場への第 1 次アクセスの場としてそれぞれの学科を

尊重しつつ、教授会の運営上の重要性が変わることはない。 

人事面では今年は「税法」について、退職予定者に特任教授として継続していただけるこ

とが決まったほかは大きな変更はなかったが、今後、退職予定者が毎年継続してあることが

分かっている。カリキュラムや学部運営上の大きな転換を迎えつつあり、その好機とも言え

る。 

もとより学部運営が構成メンバー一人ひとりの協力により行われることは言うまでもな

い。今年度も、教員それぞれの特性に応じた積極的かつ協力的な関与によりきわめてスムー

スかつ有意義な運営が行われたことを記して、結びとしたい。 
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令和３年４月 

 

経済学部および経済・経営学研究科の運営ポリシー 
 

 

経済学部長 兼 経済・経営学研究科長 

      廣瀬 弘毅 

 

〜キーワードは“一人ひとり”〜 

私たちは、本学の基本理念である「新しい時代にふさわしい魅力ある大学」「特色ある教

育・研究を行う個性ある大学」「地域社会と連携した開かれた大学」を実現するために、次

のことに力を注ぎます。 

① 一人ひとりの学生・大学院生と向き合い、個性を尊重し能力を引き出す教育の実践 

② 一人ひとりの問題意識や方法論を重視した、自律的な研究の遂行と成果の発信 

③ 一人ひとりにとって、働き甲斐のある職場づくり 

 

 

１.教育 

・既存カリキュラムを踏まえつつ、より個別的な学生の要求に応える学修体系を提示する。 

・コロナ下にあっても，タイムリーな企画講座・特別講座を展開する。 

・地域公共政策学会等を効果的に活用し、大学院での学びを促す。 

 

２.研究 

・地域経済研究所とも連携しつつ地域の特性に即した研究を引き続き継続するとともに、そ

れのみに焦点化することなく、より普遍的な観点からの研究を積極的に進める。 

・自主研究会の開催を推し進め、教員の研究資源の相互理解を深める。 

 

３.地域・社会貢献について 

・地域公共政策学会や北陸地域政策研究フォーラムとの連携を深める。 

・上記学会やフォーラムへの県内政策担当者や企業者の参加を促し、これを大学等における

研究状況についての理解を深めてもらう機会としつつ、交流を図る。 

・地域に興味を持つ学生に，地域課題の実践的な解決の場を経験させる機会を提供する。 

 

４.管理運営 

・学生の就学状況を把握し、それによって明らかになった事柄を踏まえ、事務局・キャリア

センター・保健管理センター等と連携して具体的な事態に対応する。 

・教員の個別性を的確に理解し、それに配慮しながら学部及び研究科の運営を行う。 


