
【令和元年度】   地域・社会連携活動一覧

№ 学部学科 連携先 活動内容等 活動時期・期間 教員名 職名

1 国文学科 群馬県 群馬県まちうち再生総合支援事業マネージメントチーム委員 平成17年～ 安保博史 教授

2 国文学科 前橋市 前橋市社会教育委員 平成17年～ 安保博史 教授

3 国文学科 玉村町 アクティブシニア玉村顧問 平成24年～ 安保博史 教授

4 国文学科 玉村町 まちづくり玉村塾塾員 平成16年～ 安保博史 教授

5 国文学科 群馬県 ぐんまこどもの国児童会館心理相談員 平成24年4月～ 宮内洋 教授

6 国文学科 日本臨床発達心理士会 日本臨床発達心理士会　群馬支部役員 平成19年5月～ 宮内洋 教授

7 国文学科 日本臨床発達心理士会 日本臨床発達心理士会　群馬支部事務局長 平成21年7月～ 宮内洋 教授

8 英米文化学科 群馬県 群馬県創業支援連携会議構成員 平成30年1月～ 小林徹 教授

9 英米文化学科 群馬県 群馬県教員育成協議会委員 平成29年6月～ 小林徹 教授

10 英米文化学科 株式会社エフエム群馬 エフエム群馬放送番組審議会副委員長 平成27年4月～ 小林徹 教授

11 英米文化学科 株式会社エフエム群馬 エフエム群馬放送番組審議会委員 平成23年2月～ 小林徹 教授

12 英米文化学科 玉村町 群馬県玉村町情報公開・個人情報保護審査会委員 平成17年4月～ 佐々木尚毅 教授

13 英米文化学科 社会福祉法人大館感恩講 社会福祉法人「大館感恩講」母子施設白百合ホーム・乳児院評議員 平成14年6月～ 佐々木尚毅 教授

14 英米文化学科 公立大学政策・評価研究センター 公立大学政策・評価研究センター連携研究員 平成27年9月～ 松﨑慎也 教授

15 美学美術史学科 富岡市 富岡市立美術博物館評議員 平成28年8月～ 奥西麻由子 准教授

16 美学美術史学科 群馬県市町村振興協会 群馬県市町村振興協会評議員 平成26年6月～ 奥西麻由子 准教授

17 美学美術史学科 群馬県 群馬県ふるさと伝統工芸振興協議会委員 平成25年3月～ 奥西麻由子 准教授

18 美学美術史学科 市原市（千葉県） 市原市文化財保護委員会委員 令和元年6月～ 塩澤寛樹 教授

19 美学美術史学科 柏市（千葉県） 柏市文化財保護委員会委員 平成30年6月～ 塩澤寛樹 教授

20 美学美術史学科 鎌倉市（神奈川県） 鎌倉市美術工芸品等収集選定委員会委員 平成28年7月～ 塩澤寛樹 教授

21 美学美術史学科 狛江市（東京都） 狛江市文化財専門委員会委員 平成27年4月～ 塩澤寛樹 教授

22 美学美術史学科 墨田区（東京都） 墨田区文化財審議会委員 平成25年3月～ 塩澤寛樹 教授

23 美学美術史学科 北区（東京都） 北区文化財審議会委員 平成21年1月～ 塩澤寛樹 教授

24 美学美術史学科 群馬県 群馬県景観審議会 平成26年12月～ 高橋綾 教授

25 美学美術史学科 伊勢崎市 伊勢崎市景観審議会 平成30年4月～ 高橋綾 教授

26 美学美術史学科 群馬県 グッドデザインぐんま審査員 平成26年度～ 高橋綾 教授

27 美学美術史学科 有限会社中村染工場 デザインゼミ生が手ぬぐいデザインを行った。 令和元年5月～ 高橋綾 教授

28 美学美術史学科 有限会社イシノ デザインゼミ生がスマホスピーカーデザインを行った。 令和元年5月～令和2年3月 高橋綾 教授

29 美学美術史学科
群馬県（産業経済部工業振興課※現

地域企業支援課）
デザインマッチングにおいて県内中小企業とのデザインによるマッチングを行った。 平成23年度～ 高橋綾 教授

30 美学美術史学科 前橋商工会議所 デザインゼミ生が前橋七夕まつりにおいてブースデザインを行った。 平成22年7月～ 高橋綾 教授

31 美学美術史学科 医療法人樹心会 角田病院 デザインゼミ生がアートワークショップ及びデザイン提案を行った。 平成21年10月～ 高橋綾 教授

32 美学美術史学科 医療法人樹心会 角田病院 デザインゼミ生が病院内のデザイン提案を行った。 平成18年度～ 高橋綾 教授

33 美学美術史学科 高崎市（産業創造館） 群馬県公立大学連携事例発表会においてゼミ学生が発表を行った。 平成18年2月～ 高橋綾 教授

34 美学美術史学科 株式会社ほんやら堂
デザインゼミ生が企業と連携して商品化を目的に健康雑貨をデザインし、提案を行っ
た。

平成16年5月～ 高橋綾 教授

35 美学美術史学科 高崎市（観光課）
実技ゼミ（絵画・デザイン）が、たかさき雷舞フェスティバルにおいてノベルティだるまを
制作した。

平成24年～ 高橋綾・山崎真一 教授

令和2年3月現在
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36 美学美術史学科 伊香保温泉旅館協同組合青年部ほか
実技ゼミ（絵画・デザイン）が伊香保アートプロジェクトにおいて手ぬぐいプロジェクトを
行った。

平成22年12月～ 高橋綾・山崎真一 教授

37 美学美術史学科 株式会社藤岡クロスパーク
実技ゼミ（絵画・デザイン）による「道の駅ららん藤岡」イルミネーションプロジェクト　グ
ランドデザイ及びオリジナルららんちゃんの原画制作

平成27年10月～ 高橋綾・山崎真一 教授

38 美学美術史学科 玉村町 たまむらの風景フォトコンテスト実行委員会　副会長 平成28年5月～ 山崎真一 教授

39 美学美術史学科
伊勢崎スケートセンター（中西工業株
式会社グループ運営）

絵画ゼミによるスケートセンタープロジ ェクトを毎年、実施。施設内外の壁画デザイン
に加え、毎年テーマを決めクイズを実施。プレゼントグッズやディスプレィ制作を行って
いる。

平成21年2月～ 山崎真一 教授

40 美学美術史学科 株式会社藤岡クロスパーク
絵画ゼミによる「道の駅ららん藤岡」プロジェクト　外壁画のデザイン「埴輪、藤、冬桜」
をテーマに原画の制作

令和元年4月～令和2年3月 山崎真一 教授

41 美学美術史学科 ハイノート伊勢崎店
絵画ゼミ3年生によるワークショップ
ハイノート伊勢崎店　夏休みの宿題お手伝い「ポスター制作」

令和元年8月 山崎真一 教授

42 美学美術史学科 玉村町立第二保育所
授業「絵画４」の履修生とともに、玉村町第二保育所の年長（５、６歳）を対象に、ワー
クショップを実施。

平成21年11月〜 山崎真一 教授

43 美学美術史学科 上毛新聞社
上毛新聞社「群馬県小中学生新聞感想文コンクール」（平成　29年度より「群馬県小
中高生新聞感想文コンクール」）審査員

平成27年度～ 藤沢桜子 教授

44 美学美術史学科 静岡県 静岡県富士山世界遺産センター専門評価員 令和元年8月 三宅秀和 准教授

45 美学美術史学科
東京都、公益財団法人東京都歴史文
化財団 アーツカウンシル東京

「放課後ダイバーシティ・ダンス」ディレクター 平成31年4月～ 武藤大祐 准教授

46 美学美術史学科
三陸国際芸術推進委員会、国際交流
基金アジアセンター

三陸国際芸術祭プログラム・ディレクター（海外芸能担当） 平成28年3月～ 武藤大祐 准教授

47 美学美術史学科 玉村映画祭実行委員会 玉村映画祭実行委員 副代表 令和2年2月～ 武藤大祐 准教授

48 総合教養学科 群馬県 群馬県男女共同参画推進委員会 平成30年10月～ 関村オリエ 准教授

49 総合教養学科 NPO法人地域メディア研究所 NPO法人地域メディア研究所副理事長 平成21年度～ 山崎隆広 准教授

50 総合教養学科 玉村町 玉村町生涯活躍のまち推進協議会委員 令和元年11月～ 山崎隆広 准教授

51 国際コミュニケーション学部 玉村町 玉村町公民館運営審議会　副委員長 平成30年度～ 神谷信廣 教授

52 国際コミュニケーション学部 群馬県立前橋東高等学校 群馬県立前橋東高等学校　学校評議員 平成30年度～ 甲村美帆 教授

53 国際コミュニケーション学部 株式会社NSP群馬
株式会社NSP群馬主催・群馬県立女子大学後援による小学生を対象としたプログラミ
ング教室開催

令和元年8月20日～23日 甲村美帆 教授

54 国際コミュニケーション学部 前橋市 前橋市コンプライアンス（法令遵守等）推進委員会専門委員 平成30年9月～ 原谷直樹 准教授

55 国際コミュニケーション学部 玉村町 玉村町広報『女子大のとびら』執筆「自分のキャリアを考えてみることのススメ」 令和2年3月 日詰慎一郎 教授

56 国際コミュニケーション学部 伊勢崎市 伊勢崎市職員向け研修講師 令和元年10月 日詰慎一郎 教授

57 国際コミュニケーション学部 宇都宮市（栃木県） 宇都宮市職員向け研修講師 令和元年5月～8月 日詰慎一郎 教授

58 国際コミュニケーション学部 玉村町
玉村町広報『女子大のとびら』執筆「新社会人・新入生の適応をサポートするコツと
は？」

令和元年5月 日詰慎一郎 教授

59 国際コミュニケーション学部 伊勢崎市 伊勢崎市男女共同参画協議会副委員長 令和元年5月～ 日詰慎一郎 教授

60 国際コミュニケーション学部 群馬県立高崎東高等学校 群馬県立高崎東高等学校評議員 平成26年4月～令和2年3月 細井洋伸 教授

61 群馬学センター (一社)日本イコモス委員会
(一社)日本イコモス委員会　産業遺産国際学術委員会暫定代表

平成31年4月～ 松浦利隆 教授

62 群馬学センター (一社)日本イコモス委員会
(一社)日本イコモス委員会　産業遺産国際学術委員会暫定代表

平成31年4月～ 松浦利隆 教授

63 群馬学センター 亞洲產業文化資產資訊(中華民国) アジア産業遺産ネットワーク　顧問 平成31年4月～ 松浦利隆 教授

64 群馬学センター 群馬県 群馬県世界遺産専門委員会　委員 平成30年7月～ 松浦利隆 教授



【令和元年度】   地域・社会連携活動一覧

№ 学部学科 連携先 活動内容等 活動時期・期間 教員名 職名

令和2年3月現在

65 群馬学センター 藤岡市 史跡高山社跡保存整備策定委員会　委員 平成28年8月～ 松浦利隆 教授

66 群馬学センター （一財）群馬県地域文化振興会 復刊図書選定委員会 委員 平成27年度～ 松浦利隆 教授

67 群馬学センター 国際産業遺産保存委員会 国産産業遺産保存委員会(TICCIH)日本代表 平成26年4月～ 松浦利隆 教授

68 群馬学センター 群馬歴史散歩の会 群馬歴史散歩の会　会誌編纂委員 平成15年4月～ 松浦利隆 教授

69 群馬学センター 伊勢崎市教育委員会 伊勢崎市波志江祇園屋台保存修理委員会委員 令和元年7月～ 簗瀬大輔 准教授

70 群馬学センター 渋川市 三原田の歌舞伎舞台創建200年祭実行委員会委員 平成31年2月～令和2年3月 簗瀬大輔 准教授

71 群馬学センター 群馬県（県土整備部特定ダム対策課） （仮称）町営水没文化財保存センター整備に係るワーキンググループ・グループ員 平成29年度～ 簗瀬大輔 准教授

72 群馬学センター 伊勢崎市教育委員会 史跡女堀調査・整備委員会委員 平成24年度～ 簗瀬大輔 准教授

73 群馬学センター 太田市教育委員会 太田市資料館等運営委員会委員 平成21年度～ 簗瀬大輔 准教授

74 群馬学センター 伊勢崎市教育委員会 伊勢崎市文化財調査委員会委員 平成17年度～ 簗瀬大輔 准教授

75 群馬学センター 館林市教育委員会 館林市史編さん専門委員 平成13年度～ 簗瀬大輔 准教授

76 群馬学センター 長野市立博物館 令和元年東日本台風（台風19号）被災資料保全ボラティア活動 令和2年3月13日 簗瀬大輔 准教授

77 群馬学センター 茨城大学 平成27年関東・東北豪雨（鬼怒川水害））被災資料保全ボラティア活動 令和2年2月17日 簗瀬大輔 准教授

78 群馬学センター 長野市立博物館 令和元年東日本台風（台風19号）被災資料保全ボラティア活動 令和元年11月1日、14日、28日 簗瀬大輔 准教授

79 群馬学センター 宇都宮大学 令和元年東日本台風（台風19号）被災資料保全ボラティア活動 令和元年11月17日 簗瀬大輔 准教授

80 地域日本語教育センター （一財）自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 平成28年4月1日～ 楊廷延 講師

81 キャリア支援センター 群馬労働局 群馬地方労働審議会委員 令和元年10月～ 太田千秋 講師

82 キャリア支援センター 群馬県 群馬県高校教育改革検討委員会ワーキンググループ座長 令和元年7月～令和2年3月 太田千秋 講師

83 キャリア支援センター 群馬県 群馬県生産性本部キャリアコンサルタント更新講習運営委員会委員 平成31年4月～ 太田千秋 講師

84 キャリア支援センター 群馬県 群馬県高校教育改革推進委員会委員 平成30年12月～令和2年3月 太田千秋 講師

85 キャリア支援センター 群馬県 群馬県高校生インターンシップ推進委員会委員 平成29年10月～令和2年3月 太田千秋 講師

86 キャリア支援センター 群馬県
「令和2年度群馬県若者支援事業ほか6事業」の実施事業者選定企画提案審査会 審
査委員

令和2年3月 太田千秋 講師

87 外国語教育研究所 外国語教育研究所 県内高校生人材育成事業（明石塾） 平成13年～ 外国語教育研究所研究員 研究員

88 外国語教育研究所 外国語教育研究所 県民対象英会話サロン（グローバルかフェ） 平成18年～ 外国語教育研究所研究員 研究員

89 外国語教育研究所 群馬県商業教育研究会 全国商業教育研究会英語スピーチコンテスト群馬県予選の審査員を務めた。 平成19年～ ダーモット・マックスウィーニー 研究員

90 外国語教育研究所
群馬県小学校中学校教育研究会中学
校英語部会

高円宮杯中学校英語弁論大会藤岡市予選の審査員を務めた。 平成19年～ ハリー・マイヤー 研究員

91 外国語教育研究所
群馬県小学校中学校教育研究会中学
校英語部会

高円宮杯中学校英語弁論大会高崎市予選の審査員を務めた。 平成19年～ ティモシー・ウィザロー 研究員

92 外国語教育研究所 SANDENホールディングス 企業の海外事業展開や、新入社員の基礎語学力向上の支援を行った。 令和元年度～ マーク・ヨシダ
ミレーナ・カンナ 研究員

93 外国語教育研究所 共和産業 企業の海外事業展開や、新入社員の基礎語学力向上の支援を行った。 令和元年度 マーク・ヨシダ 研究員

94 外国語教育研究所 群馬県文化振興課 英語版上毛カルタ製作を行った。 平成29年度～令和元年度 戸塚　真史 副所長


