
■獨協大学ニュース「本箱」欄に掲載する新刊情報をお寄せください。
本学教職員（非常勤講師含む）が執筆した単著・共著・分担執筆・監修・翻訳書などの新刊情報を募集しています。
新刊がありましたら、中央棟2階総合企画課までご持参ください。表紙撮影後、返却いたします。

キ
ャ
ン
パ
ス
ニ
ュ
ー
ス

コ
ラ
ム
／
本
箱

秋野有紀（ドイツ語学科准教授）著
『文化国家と「文化的生存配慮」』
美学出版　2019年2月　3518円

芸術文化の領域にも押し寄せる市場自由
化の波。ドイツの国民国家成立期から現代
までを視野に法、概念、理論をめぐる議論
をひもとき、「文化的生存配慮」の理論的
基盤をとらえ、今日の公的文化政策の中
核とミュージアム像を考察します。
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藤田永祐（名誉教授）訳
（ジェイン・オースティン 著）
『説得されて』
春風社　2019年1月　2500円

周囲の説得で婚約を解消したアンは8年ぶ
りにウェントワース大佐と再会し、物語は静
かに動き出す。2006年刊行のケンブリッ
ジ版を底本とした21世紀のオースティン。
流麗な現代日本語で作者最後の完成作品
を読む。
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陰山孔貴（経営学科准教授）著
『脱コモディティ化を実現する価値づくり
  競合企業による共創メカニズム』
中央経済社　2019年2月　2400円

市場に参入企業が増加し、差別化が困難に
なり、価格競争の結果、企業が利益を上げら
れないほどに価格が低下する「コモディティ
化」の罠。本書ではある企業ブランドを事例
に、競合企業と製品価値を共創することで、
脱コモディティ化を実現する方法を探る。
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陰山孔貴（経営学科准教授）著
『ビジネスマンに経営学が必要な理由』
クロスメディア・パブリッシング　2019年2月　1480円

シャープ株式会社で経営再建に携わった
陰山准教授が、経営学の文献や資料、イン
タビューした経営者の方々とのエピソード、
自身の体験談などを交えて「経営者の頭の
良さ」の正体とそれを手に入れる方法につ
いて解説します。
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金子芳樹（英語学科教授）編著
『現代国際政治〔第4版〕―
 変容するグローバル化と新たなパワーの台頭』
ミネルヴァ書房　2019年3月　3000円

従来の国際関係の常識が通用しなくなり、
混迷と複雑化が急速に進む現在の国際社会
を的確に理解し、今後を見通すポイントは何
か。冷戦後の国際政治の展開を再整理する
とともに、トランプ外交やEU危機後の最新の
情報や分析を盛り込んで解説した入門書。
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浅岡千利世（英語学科教授）共著
『リフレクティブ・プラクティス入門』
ひつじ書房　2019年3月　2200円

リフレクティブ・プラクティスの理論的背景、
実践方法、研究手法等を紹介。また、教師教
育におけるリフレクティブ・プラクティスに焦
点をあて、教員養成段階の学生と現職教師
のふり返りの実践方法や著者のリフレクティ
ブ・プラクティスとの関わりも述べた一冊。

リフレクティブ・プラクティスの理論的背景、
実践方法、研究手法等を紹介。また、教師教
育におけるリフレクティブ・プラクティスに焦
点をあて、教員養成段階の学生と現職教師
のふり返りの実践方法や著者のリフレクティ
ブ・プラクティスとの関わりも述べた一冊。

　獨協大学は「北海道と獨協大学との学生UIJターン就職支援に関する
協定」を締結した。この協定は、北海道内の企業による合同企業説明会
を開催するなど、学生の就職活動を支援することにより、道内での就職
の促進を図ることを目的とする。
　4月18日、北海道東京事務所の近藤晃司所長が獨協大学を訪れ、平
井岳哉キャリアセンター所長と協定書を取り交わした。平井所長は「北
海道の学生には愛郷心がある。協定締結をきっかけとして、人的ネット
ワークの整備や情報交換を活発にしていきたい」と述べ、北海道との関
係強化に意欲を示した。
　本学学生のうち、北海道出身者は163名（2018年5月1日現在）。北
海道と連携することで、同県内の就職支援イベント、企業情報等の提供
を広げ、北海道出身学生を中心としたU・I・Jターン就職を強化する。本
学が就職に関する協定を結ぶのは、栃木県、長野県、福島県、新潟県、宮
城県に続き6件目となった。

北海道と就職協定を締結

平井岳哉キャリアセンター所長（左）と近藤晃司北海道東京事務所所長（右）

事務局人事
（4月1日付）
後藤 朱美恵 学生部学生課長兼保健センター事務課長
行川 恭央 国際交流センター事務課長
野村 高彦 教務部教務課長
中村 千代子 保健センター事務課係長
安保 昇 事務局長付セクションアドバイザー

（5月1日付）
羽田 洋一 図書館事務課長
萬谷 衣加 総合企画部総合企画課長
梶原 祐子 エクステンションセンター事務課長補佐
中島 要 教務部教務課長補佐兼係長
赤羽 利夫 学生部学生課長補佐
小川 浩幸 教務部教務課長補佐兼係長
篠原 貴士 図書館事務課長補佐兼係長
高島 豊 図書館事務課長補佐兼係長
三村 ゐき子 総合企画部総合企画課長補佐兼係長
天満 哲 学生部学生課係長
福田 康宏 入試部入試課係長
岩井 信太郎 施設事業部施設事業課係長
内山 貴子 図書館事務課係長
芝崎 里子 教務部教務課（法学部長室）係長
諏訪 典子 教務部教務課（国際教養学部長室）係長
竹谷 一樹 経理部会計課係長
田島 久美子 入試部入試課係長
寺地 孝将 教育研究支援センター教育研究支援課係長
萩原 通代 国際交流センター事務課係長
原田 京子 総務部総務課係長
飯尾 一登 教育研究支援センター教育研究推進課
大野 達太 総合企画部総合企画課
沖 伸行 総合企画部総合企画課
海方 悠里 キャリアセンター事務課
川上 勝慎 自己点検・評価室事務課
久津見 諒 エクステンションセンター事務課
中島 英昭 経理部会計課
古田 純子 教務部教務課

（新規採用者配属）
男石 将登 学友会総務部長室事務課
小関 健介 教育研究支援センター教育研究支援課
渋谷 健太郎 教務部教務課
杉本 結衣 総合企画部総合企画課
田中 幸 総務部人事課
中嶌 庸子 教務部教務課
村越 弘規 教務部教務課

　獨協大学父母の会では、本学学部学生のチャレンジ活動に対
して、助成や顕彰を行う「学生チャレンジ支援プログラム」を実施
しています。
　2018年度第5期申請（1月10日～3月31日）は、チャレンジ活
動顕彰の申請があり、審査結果は以下のとおりです。
【チャレンジ活動顕彰】
■髙橋莉瑚（獨協大学舞踏研究会所属 髙橋・須藤ペア）
　東部日本学生競技ダンス連盟主催「第63回全日本学生競
技ダンス選手権大会」チャチャチャの部 優勝など、合計10件
の申請に対し、81,000円の顕彰金を贈呈。

2019年度第1期（4月1日～4月30日）の申請はありませんで
した。
現在、2019年度第2期申請を受付中です。（6月30日締切）
応募詳細は父母の会事務局まで。
問合せ・申請先：獨協大学父母の会事務局
（中央棟2階・総合企画課内）　☎048-946-1962

獨協大学父母の会
「学生チャレンジ支援プログラム」審査結果

■第16回国際交流フェスティバル「草加国際村一番地」
　獨協大学で開催！
　日　時：6月23日（日）　10：30～16：00
　場　所：獨協大学35周年記念館ほか
　イベント内容（予定）：
世界の音楽とダンス／世界の食べ
物／ワールド・ランゲージ／世界の
衣装と日本文化体験／本学学生に
よる発表・展示 Space Dokkyo 
Univ.／ワールド・バザール／市内国
際交流・協力団体紹介ほか

国際交流センター　イベント予告

期　間：6月11日（火）～6月14日（金）
時　間：12：50～17：30
対　象：主に４年生（2020年3月・9月卒業予定者対象）
場　所：学生センター1階フリースペース
備　考：
•学生証をお持ちでない方は
　撮影できませんので、ご注意ください。
•撮影は無料です。
•12月・4月に個人撮影を行った方は
　不要です。
•卒業アルバムは卒業式当日に配布します。
問合せ：学友会本部　卒業アルバム編集委員会
　　　  （学生センター3階）
　　　 　 sotsuaru@dokkyo.com
　　　 ☎ 048-946-1943

＜2020年3月・9月卒業予定者対象＞
卒業アルバムの個人撮影のお知らせ
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