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　学校保健安全法および学校保健安全法施行規則に定める下記の感染症にかかった場合、または疑いのある場合には、登校せず速やかに
近隣の主治医または医療機関で診察を受けてください。
⇒その結果、感染症と診断された場合は、直ちに保健センター（048-946-1944）に電話連絡をしてください。
　詳細はHPをご覧ください。

その他の感染症 ⇒ 感染性胃腸炎（ノロウイルス等による）・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎等

感染症について　〈保健センター〉

❶ 予防接種が推奨されている病気（麻疹・風疹・流行性耳下腺炎
など）でまだかかったことがなく予防接種を受けていないものが
ある場合は保護者・医療機関と相談の上、予防措置をとる

❷ 咳が続く時や体調不良、発熱時（37.5度以上）には、早めに
医療機関を受診する

　自分でできる感染予防

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器
症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属
MERSコロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳、麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹（三日はしか）、水痘（水ぼう
そう）、咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

第1種

第2種

第3種

学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症

セクシュアル・ハラスメント防止に関するホームページ
http://www.dokkyo.ac.jp/jinji/a04_05_j.html

キャンパス・セクシュアル・ハラスメント防止のために　〈キャンパス人権委員会より〉
　全ての学生および教職員がお互いに人格を尊重し、快適な環境のもとで勉学、教育・研究、職務を遂行するために、大学において
セクシュアル・ハラスメントは絶対にあってはならないことであり、未然に防止することが重要です。本学では「キャンパス人権委員会」
を設け、相談員を配置し学生や教職員の相談に応じ、またセクシュアル・ハラスメント行為防止の啓発活動を行っています。
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Q どのような救済措置がとられるのですか？
またプライバシーは守られますか？

A

Q  セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたら、まず何をすべきですか？

A

キャンパス人権委員会委員　 E-mail:jinken@ml.dokkyo.ac.jp
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hayashi_ikue@stf.dokkyo.ac.jp

wakabayashi_minako@stf.dokkyo.ac.jp

　　ひとりで悩んでいても決して良い結果は出ません。キャンパス
人権委員に連絡をとってください。どの委員に連絡をとってもかま
いません。直接会うか、電話、メール、手紙を利用してください。学生課、
カウンセリングセンターも相談を受け付けます。

　　キャンパス人権委員が相談を受け付け、助言をしながら、人権
委員会において最善の対処策を探ります。被害の状況によっては、
学長は行為者に対し、厳正な処分を講じます。なお、相談等を受け
る際、相談内容等において、個人のプライバシーを厳守します。

❸うがい・手洗いの習慣を身につける
❹規則正しい生活をする
❺十分な睡眠時間と栄養バランスのよい食事を心がける
❻流行時期は、人ごみを避ける
❼咳が出ている時はマスクを着用する

新任の専任教員・交換教員の紹介

Katrin Niewalda
（カトリン・ニヴァルダ）

外国語学部
ドイツ語学科
専任講師

1 Universität Eichstätt-Ingolstadt
2 テクスト研究（芸術・文化）　他
3 Ich freue mich sehr darauf, 

Ihnen die deutsche Kultur und 
Sprache näher zu bringen.
楽しくドイツ語!

森井　良
（もりい・りょう）

外国語学部
フランス語学科
専任講師

1 パリ第七大学大学院
2 フランス語圏の文学　他
3 「共感」を超えたところに「何か」

がある。その「何か」をこわごわ
引きつけながら、物事≒世界の捉
え方を鍛えていきましょう。

Georges VEYSSIERE
（ジョルジュ・ヴェスィエール）

外国語学部
フランス語学科
専任講師

1 パリ・ソルボンヌ大学大学院
2 フランス芸術文化講読、

フランス語会話　他
3 人はなぜ歌うのか？フランス語で

書かれた詩・歌の分析を通して、
この疑問について皆さんと考え
ていきたい。

木田　剛
（きだ・つよし）

外国語学部
フランス語学科
教授

1 エクス＝マルセイユ第1大学大学院
2 コミュニケーション各論・講読、

フランス語構文論　他
3 在仏20年、帰国してはや10年、

日本にもフランスにも様々な変
化が。それを一緒に探っていきま
しょう。

玉井　昇
（たまい・のぼる）

外国語学部
交流文化学科
教授

1 日本大学大学院　博士（国際関係）
2 Reading Strategies　他
3 今やグローバルな感覚が必須の

時代です。参加・協働学習なども
導入していくので、ともに学んで
いきましょう。

吉田　翔平
（よしだ・しょうへい）

経済学部
経済学科
専任講師

1 大阪大学大学院
2 ミクロ経済学、産業組織論　他
3 経済学を学習し、物事を自分の

頭で考え、それを伝えられるよう
になることを目指し、共に勉強し
ましょう。

明田川　聡士
（あけたがわ・さとし）

国際教養学部
言語文化学科
専任講師

1 東京大学大学院
2 中国特殊研究、中国語　他
3 台湾文学の研究と翻訳を続けて

います。大学で中国語を学び、
「新しい発見」に喜びを感じてみ
ませんか。

Lisa Gayle Bond
（リサ ゲイル ボンド）

外国語学部
交流文化学科
教授

1 筑波大学大学院
2 Listening and Speaking, 

Compulsory English　他
3 Learning about and sharing Japan’s 

rich culture in a foreign language 
opens many doors for you and 
Japan.  Come join me on a learning 
adventure.

高橋　良子
（たかはし・りょうこ）

経済学部
国際環境経済学科
専任講師

1 東京外国語大学大学院
2 English

（リスニングI）（リーディングII）  他
3 言語は「道具」であり、考え方等

に影響を与える「文化」でもあり
ます。どちらも大切に学んでいき
ましょう。

Pilar Lago
（ピラール.ラゴ）

国際教養学部
言語文化学科
特任教授

1 Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense (Madrid)

2 スペイン語会話　他
3 Vamos a pasarlo bien 

aprendiendo español

網谷　壮介
（あみたに・そうすけ）

法学部
法律学科
専任講師

1 東京大学大学院
2 西洋政治思想史、政治学原論　他
3 政治に興味はなくても、政治を

「哲学」するのは案外楽しいもの
です。じっくり考える楽しみを味
わいましょう。

岡田　順太
（おかだ・じゅんた）

法学部
法律学科
教授

1 慶應義塾大学大学院
2 憲法入門、憲法・人権　他
3 変化する政治・社会・経済情勢を

踏まえながら、憲法の役割と憲
法を学ぶ楽しさを伝えていきた
いと思います。

中村　麗奈
（なかむら・れいな）

法学部
国際関係法学科
特任助教

1 オレゴン州立大学大学院
2 全カリ英語

（リーディング、リスニング）　他
3 気づき・学びの機会に富む、学生

の皆さん主体の授業をしていき
たいと思います。

渡邊　一弘
（わたなべ・かずひろ）

法学部
総合政策学科
特任助教

1 京都大学大学院
2 全カリ英語

（リスニング・ライティング）　他
3 英語学習が皆さんの目的達成の

手段となり、願わくは、思い描く
ことのできる目的そのものを豊
かにしますよう。

西　香生里
（にし・かおり）

法学部
総合政策学科
特任助教

1 イリノイ大学修士課程・関西大学
大学院博士課程単位取得退学

2 全カリ英語
（ライティング、リーディング）　他
3 英語という言語をどういう目標で

どう学べば自分の意見を世界に
発信することができるようになる
のか、共に考えましょう。

朴　鍾厚
（ぱく・じょんふ）

国際教養学部
言語文化学科
特任准教授

1 延世大学校大学院
2 韓国語演習　他
3 外国語を学ぶというのは、自分を

見つめ直すいい機会になると思い
ます。その貴重なチャンスを一緒
に掴みましょう。

1 最終出身校　2 主な担当科目　3 ひとこと

知っていますか？　〈学生課〉
　路上喫煙防止条例
　草加市内の駅周辺は路上喫煙禁止区域となっています。
2013年10月1日から条例が施行され、指導に従わない場合
は、1000円の過料が科せられます。駅周辺だけではなく、
煙が流れて、たばこを吸わない多くの方に迷惑を及ぼす「歩き
たばこ」はしないように心掛けてください。

　自転車も車両扱い
　道路交通法では自転車も自動車・オートバイと同じ軽車両
扱いです。飲酒運転や信号無視など悪質な違反は、罰金を
科せられることもあります。「雨の日の傘差し運転」「音楽を

聴きながらの運転」「携帯電話を操作しながらの運転」「二人
乗り」もすべて禁止です。特に最近は、自転車の危険行動が
社会問題化しており、自転車側の過失が問われるケースが
増えています。自転車に乗る際には、車両としての交通ルール
の遵守と安全確認を心掛けてください。横断歩道を通行の
際は、必ず自転車から降りてください。
　また、埼玉県では2018年4月から自転車保険への加入が
義務化されました。必ず、自転車保険に加入してください。
　なお、キャンパス内外を問わず違法駐輪は禁止です。キャン
パス内で指定場所以外に駐輪した場合は撤去します。
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