
平成29年10月24日現在

1 北海道 公立大学法人　札幌市立大学 助産学専攻科学生 6月16日、9月16日
平成29年6月17日（土）、9月16日（土）両日ともオープンキャンパスにおいて実施した。オレ
ンジリボン運動の説明とともに、自作のオレンジリボンおよびリーフレットを来学者に配布し
た。

2 北海道 星槎大学 社会福祉学部2年生 9月11日～11月30日
9月11日～14日の夏期集中授業時に学生のオリジナルオレンジリボン作成、児童虐待防
止のための、掲示物・ポスター、手作り新聞作成。11月の市内の児童虐待防止講演会に
学生が参加、講習会で掲示物・ポスター展示や手作り新聞配布。

3 岩手県 岩手看護短期大学
助産学専攻
OR－LOVE（オレンジ-あい）

10～12月
9月　学長および教授会の承認を得て学内調整を図る。
10月 ①児童虐待に関する啓発と「オレンジリボン運動」の主旨説明、啓発活動参加募集
のパネル（A１版）を作成し学内に掲示する。

4 山形県 東北文教大学短期大学部子ども学科 佐久間ゼミ・曽根ゼミ 10月7日

事前学習として、児童相談所や家庭裁判所、児童福祉施設の訪問を行い、児童虐待につ
いて理解を深め、平成２８年１０月７日（土）に大学祭にて啓発活動を行う。具体的には、来
場者に対し、リーフレットとリボンの配布、親子連れや子どもたちにはオレンジの風船やバ
ルーンアートの配布をし、広くオレンジリボン運動を知ってもらう。

5 宮城県 仙台白百合女子大学 大久保ゼミ　　志水ゼミ
10月28～29日(9月29～
2018年3月31日)

学生が児童虐待に関する学習会を主催する。オープンキャンパスや学際などの機会を通
じて、高校生や一般の方等を対象に、オレンジリボンを配布するなどし、児童虐待防止活
動に関する普及啓発活動を実施する。

6 茨城県 茨城県立医療大学 こうめ団 10月21日、22日
学園祭、クリスマス会でのオレンジリボン運動の自作パネルの展示。
クリスマス会では装飾などをオレンジリボンを用いて行う。

7 栃木県 国際医療福祉大学大学院 助産学分野 10月7日、8日 大学祭にて、パンフレットや布製リボンを配布し啓発活動を行う。

8 栃木県 国際医療福祉大学 医療福祉・マネジメント学科 10月7日
大学祭で児童虐待防止活動に関する映像を放映し、オレンジリボンの配布と説明を実施
する。また、来場者が自由に記入できるパネルを用意し、児童虐待防止への一言メッセー
ジを書いてもらう。

9 栃木県 佐野日本大学短期大学 社会福祉士フィ－ルド 11月17日、11月21日

佐野日本大学短期大学社会福祉士フィールドでは、「子育てにやさしい社会の構築」を願
い、この運動の契機となった栃木県の日本の道の駅の中心に位置する「どまんなかたぬ
ま」で、また佐野市役所で、オレンジリボン運動を学生とともに発信していきたいと思いま
す。具体的には道の駅に来場する皆さんに学生手作りのオレンジリボンを配布します。ま
た同時に児童虐待防止のチラシなどを配布し、啓発活動を行います。オレンジリボンを学
生と一緒に作成するコーナーも設けたいと考えています。また佐野市のご当地キャラクター
である「さのまる」にご協力をいただき、イベントに参加予定となっています。今回のイベント
は学生による寸劇や来場者参加型のワークショップを行います。

10 群馬県 関東短期大学 学友会 10/28,29
大学の学園祭（アザリア祭）に於いて、オレンジリボン運動に関する自作のポスターを展示
し、併せて、自作のオレンジリボンを配布する。

11 群馬県 東京福祉大学 第8期ゆうゼミ 9月～

伊勢崎市役所との連携によるオレンジリボン運動のPR
小山市役所との連携による企画（検討中）
大学祭におけるオレンジリボン運動のPR
期間中を通じてのオレンジリボン運動のPR

12 埼玉県 東洋大学ライフデザイン学部 鈴木崇之ゼミナール 11月8日、15日
JR北朝霞駅・東武東上線朝霞台駅の駅前にてオレンジリボン・ファイル、児童虐待防止手
作りリーフレット等の配布

13 埼玉県 聖学院大学 ボラフェス！2017実行委員会 11月3日、4日
11月3日、４日に開催される学園祭にて、児童虐待に関する学びを掲示物などで発表す
る。また、オレンジリボンの配布を通して来場者にも啓発運動を行う。

14 千葉県 聖徳大学/聖徳大学短期大学部 学友会 1900年1月11日
学園祭でオレンジリボン運動に関するパネル展示と来場者や本学教職員にオレンジリボン
の配布を行う。

15 千葉県 城西国際大学

福祉総合学科
児童福祉ゼミナール

11月5日6日

私たちのゼミナールでは「虐待意識のズレが児童虐待の早期発見・早期対応に与える影
響」をテーマに研究活動をしています。今年度は里親制度の現状と普及の課題について学
習しており、大学祭ではオレンジリボン運動をゼミメンバーが実際に体験しながら、多くの
人に児童虐待防止の取り組みや里親制度の現状や必要性を伝えていきたいと考えていま
す。大学祭では、１つの教室を借りて、パネル展示・発表やオレンジリボンのプレゼント等を
行う予定です。

16 千葉県 東京成徳大学 八千代キャンパス
手話サークル　　福祉心理学
科

10月28～29日 学園祭での展示　手話歌などの催しでの紹介

17 東京都 東京純心大学 こども文化学科3年生有志 10月28,29日
学園祭でオレンジリボン運動に関する自作のパネルを展示し、自作オレンジリボンを来場
者プレゼントする。

18 東京都 新渡戸文化短期大学 学生自治会
10月28日、29日
（9～10月通して）

事前学習として、学園祭実行委員会にて、オレンジリボンについて学習、リボン、ポスター
を作成。学園祭にてオレンジリボン啓発コーナーを作成し、運動について説明やリボンを配
付する。

19 東京都 中林病院助産師学院 学院全員 11月20日～30日

・オレンジリボン運動の推進についての学内学習会と布製オレンジリボンの作成：学生全
員20名＋教職員6名
・実習施設（都内4施設）へ「お知らせミニチラシに作成したオレンジリボンを貼付したもの」
の配布依頼及び配布を行う。

20 東京都 帝京平成大学　現代ライフ学部
現代ライフ学部　人間文化学
科
社会福祉コース

11/6　　11/11,12

中野区、杉並児童相談所と協働で中野駅前にてオレンジリボンの配布を実施し、児童虐待
防止キャンペーンの啓もう活動を実施する。
 学園祭でオレンジリボン運動に関する自作のパネルを展示する。学内でオレンジリボン運
動の認知度調査を実施する。

21 東京都 大正大学
ソーシャルワーク演習を受講
する2年生

11月4日

大学祭で実施する
①オレンジリボン500個の配布
②啓発物の配布
③パワーポイントなどでプレゼンテーションの実施
④作成したオリジナリティポスターの説明
⑤大学キャンパス内および区民ひろばにポスターの掲示
⑥実施終了後に学生の感想を学科ブログに掲載

22 東京都 貞静学園短期大学 オレンジリボン・貞静 12月9日、10日
・学園祭で、１）オレンジリボン運動、２）子ども虐待の実態保育者の立場で出来ることをま
とめて、パネル展示する。
・自作のオレンジリボンとチラシを配布する。

23 東京都 大妻女子大学
誰もが子どもを見守り隊（藏野
ともみゼミ）

10月28・29日、11月16
日、11月上旬

・大学祭でのオレンジリボン運動に関する自作パネル展示、オレンジリボン配布
ベビーカー操作体験等
・千代田区主催のオレンジリボン啓発活動でオレンジリボン配布活動
・中学校、高校を訪問し、児童虐待の実態について話し、一緒にオレンジリボン作成をして

24 東京都 帝京平成大学 　臨床心理学科
臨床心理学科
2年フレッシュセミナー

10月8日（4月～11月）

＜事前学習・活動＞
・フレッシュセミナー５クラス（125名）において、各クラス６グループに分かれ、虐待防止活
動やオレンジリボン運動について調べる。各グループでディスカッションしながら調べたこと
をポスターにまとめ、さらにパワーポイントで発表用資料を作成する。クラスごとに発表会を
行い、優秀作品はオープンキャンパスにて掲示・発表する。
＜オープンキャンパス当日＞
・チラシの配布、作成したポスターの掲示、プレゼンテーション、オレンジリボン運動や虐待
防止活動についての啓発活動を行う
・来場者にチラシとオレンジリボンを配布し、児童虐待防止についての普及啓発を行う。

25 東京都 目白大学 オレンジャー 11月 大学付近の駅でオレンジリボンやチラシの配布を行う。

26 神奈川県 横浜保育福祉専門学校 安藤ゼミナール 10月28日、29日
・学園祭でブースを作り、啓発活動（あわせて子ども向けイベントで親子が楽しむ）を行う。
・親子ふれあいフェスタでブースを作り、啓発活動（あわせて子ども向けイベントで親子が
楽しむ）を行う。

27 新潟県 国際こども・福祉カレッジ 福士心理学科１年（９名） 10月8日
社会福祉士を目指す学生が子ども虐待について調べ学習を行うことで知識を深め、学園
祭において子ども虐待防止のための啓発活動を行う

28 山梨県 身延山大学 楢木ゼミナール 10月22日
学園祭である身蛍祭においてオレンジリボン運動について展示、オレンジリボンの配布を
行う予定
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29 岐阜県 岐阜聖徳学園大学短期大学部 福祉部 10月27日～29日
10月27日・28日のクレマチス祭（大学祭）で、児童虐待防止の啓発活動を行う。また10月29
日に行われる「第10回ぎふオレンジリボンたすきリレー」にランナーやボランティアスタッフ
として参加する

30 静岡県 静岡文化芸術大学 心理学ゼミ 11月4日、5日
学園祭で児童虐待の現状およびオレンジリボン運動に関する認知度調査を実施する。あ
わせて、啓発グッズを配布する。

31 静岡県 聖隷クリストファー大学 藤田ゼミ 11月4日

・学園祭（聖灯祭）でオレンジリボン運動や子ども虐待に関するクイズを行い、啓発活動を
実施する。
・クイズの答えと共に児童虐待予防のパンフレットや啓発グッズ（浜松市子育て支援課と浜
松市児童相談所が提供）、粗品（キャンディー等）を渡す。
・オレンジリボン運動に関する自作の壁面ポスターを作製し展示する。

32 愛知県 愛知学泉短期大学 こどもまつり 10月21日
１年生：児童虐待について調べ学習・展示
２年生：オレンジリボン・リーフレットの梱包作業・配布

33 大阪府 千里金蘭大学 看護学部助産学専攻学生 10月29日 大学祭時（28～29日）に子ども虐待防止のパネル展示

34 大阪府 四條畷学園短期大学 合田ゼミ 10月28日、29日
樟葉祭（学園祭）において、オレンジリボン活動の啓発と自作のオレンジリボンをラオ異常
者にプレゼントしたり、子どもたちには「遊びのコーナー」を設け、ゲームを楽しんでもらう。

35 大阪府 ベルランド看護助産専門学校 助産学科26回生 12月5日

学校祭でオレンジリボン運動に関するポスターやパネルを作成し紹介する。
学校祭に参加して貰った方々に、啓発チラシの配布や自作のオレンジリボン、オレンジ色
の風船やバルーンアートをプレゼントする。
学校のホームページにオレンジリボンの活動について記載する。
オレンジリボン啓発ポスターを作製し、病院に掲示してもらう。

36 大阪府 四天王寺大学
人間福祉学科・
健康福祉専攻1年生

11月3日～5日
・大学祭(11月3日～5日)来場者に「メッセージカード付きオレンジリボン」と「（メッセージを
書いた）チラシ」を配布する。
・大学祭期間パネルを展示する。

37 大阪府 大阪大谷大学
河野ゼミ
子育て支援コース 11月11日、　12月9日

河野ゼミ3回生で実施、子育て支援コース4回生で実施。
オレンジリボン運動及び児童養護についての啓発活動（ミントリボン）を行う。社会的養護
に関する内容をまとめたポスターの掲示やオレンジリボンの作成、配布を行う予定。

38 大阪府 平安女学院大学短期大学部 保育科１回生

①2017年10月28日
　京都やんちゃフェスタ
②2017年11月03日
　平安女学院大学 学園
祭

①　京都市の児童館・学童保育所がつくる子どものためのお祭り「京都やんちゃフェスタ」
（遊びを通して児童の健全育成を図るイベント）において、オレンジリボン運動に関するポス
ター・パネル展示、パンフ・リボン配布及びオレンジリボンを使った工作コーナーの設置に
より、子ども虐待防止に関する啓発活動を行う。
②　本学における学園祭で、保育科1年生によるオレンジリボン運動ブースを設置し、ポス
ター・パネル展示、パンフ・リボン配布、オレンジリボン制作コーナーの設置により、子ども
虐待防止に関する啓発活動を行う。

39 大阪府 千里金蘭大学　生活科学部児童教育学科 児童教育学科2年福祉ゼミ 10月28日
大学祭でオレンジリボン運動の趣旨をふまえた地域の親子対象・子ども対象の模擬店を
行うとともに、オレンジリボン運動に関するチラシやメッセージ、オレンジリボンを配布する
等の啓発活動を行う。

40 大阪府 平安女学院大学大学 子ども教育学部 11月3日
本学における学園祭で、模擬店を開く。その際にオレンジリボン運動ブースを併設し、ポス
ター・パネル展示、パンフ・リボン配布、オレンジリボンを配布し、子ども虐待防止に関する
啓発活動を行う。

41 大阪府 相愛大学 人間発達学部子ども発達学科 10月14日15日

・事前に「オレンジリボン」「児童虐待」についての学習会を開催する。
・大学祭で「学生によるオレンジリボン運動」コーナーを設置し、啓発活動を行う。
・大学祭終了後も、ラーニング・コモンズゾーンにパネル、ポスター等を掲示し、啓発活動を
継続する。
・事前に「オレンジリボン」「児童虐待」についての学習会を開催する。
・大学祭で「学生によるオレンジリボン運動」コーナーを設置し、啓発活動を行う。
・大学祭終了後も、ラーニング・コモンズゾーンにパネル、ポスター等を掲示し、啓発活動を
継続する。

42 大阪府 大阪バイオメディカル専門学校 心理福祉学科3年 11月16日
学生の発案により、学内で児童虐待防止の啓発のための掲示物を作成し、また、学校へ
の来訪者に呼びかけをする。

43 兵庫県 関西福祉大学 社会福祉学部佐伯ゼミ 10月14～15日

佐伯ゼミと兵庫県児童養護連絡会議等が連携し、大学祭に来学された多くの方に児童虐
待の啓蒙・啓発を行う。内容は、①児童虐待の実態や支援についての掲示。②親子に楽し
いひと時を過ごしてもらうための「親子ふれあいコーナー【オレンジリボン作り、ぬり絵、折り
紙、マラカス作り、バルーンアート等）」や子どもが楽しむ「新聞プール」の設置。③社会的
養護の子どもたちが生活している兵庫県下の「児童養護施設」と『乳児院」のパネル設置。
④社会的養護の子どもたちを養育している里親の「里親紹介コーナー」の設置。等である。

44 兵庫県 神戸市看護大学
第15回竹の台ふれあいまつり
ボランティア有志 10月8日

神戸市西区において、住民主体の地域のお祭り「竹の台ふれあいまつり」が開催されてい
る。本学では平成18年度より本学の看護・助産の学生および教員がブースを設けて「赤
ちゃん抱っこ体験」「アロマハンドマッサージ」を行っている。
今年度も同まつりにブースを設ける予定であり、本学ブースにてオレンジリボン運動啓発
ポスター、パネル等を展示する。またブースにて学生および教員はオレンジリボンを身に着
け、参加される地域住民の方へオレンジリボンの説明を行いながら、事前に自作したリー
フレット（内容は、児童虐待に関する知識、現状などを予定している）とオレンジリボンを手
渡しする予定である。

45 兵庫県 関西国際大学 教育福祉学科 11月18日・19日
大学祭において、オレンジリボン運動に関する自作のポスター展示、チラシを配布する。事
前の準備では、社会福祉士養成課程の「児童家庭福祉」授業内で児童虐待について学習
し、ポスター、チラシの作成を行う。

46 兵庫県 湊川短期大学 田邉ゼミ 11月
学園祭ならびに幼児教育フェスタにてブースを設置し、学生手作りのポスターを掲示する。
また、ハート形枠にオレンジリボンを貼り付け、大きなハート作成を来場者と一緒に行う。ま
た、地元家庭児童相談室と協働で啓発事業も実施する。

47 兵庫県 流通科学大学 加藤曜子ゼミ 11月11日、12日

学園祭でのオレンジリボン運動に関する自作のパネルの展示、および、オレンジリボンの
作成や、周知のために、グッズを配布。室内で、折り紙、塗り絵、紙ずもうを親子で遊べる
「子どもの明るい未来の部屋」を設ける。
ゼミ生は、３回生を中心に、子どもを取り巻く環境、サービスについてのパネル、２回生につ
いては、子どもの権利（戦争からの保護、教育の権利）のパネルを作成します。

48 広島県 広島文化学園大学看護学部
オレンジサークル、吹奏楽部、
老年・精神領域ゼミ、フレッ
シュマンセミナー学生

4月～12月

4月11日：非常勤講師会で非常勤講師に配布。5月21日子ども虐待防止オレンジリボン啓
発演奏会：介護老人保健施設。8月31日看護学科宣誓式で来賓に配布。10月7日：児童虐
待防止イベント〝地域で支えよう親と子”市民公開講座実施。11月3日全国一斉配布オレ
ンジリボン配布街頭キャンペーン参加。11月11日看護研究発表会で、呉市呉高校生徒、4
年生保護者、来場者に配布。11月18日：大学祭オレンジリボン配布とミャンマーバザー。12
月2日オレンジカフェでオレンジリボン配布、クリスマス会で配布。

49 徳島県 四国大学
看護学部看護学科母性・助産
領域高橋ゼミ

①9月5日　②9月13日
①JR徳島駅前で中高生に向けて、啓蒙活動の為パネルを掲示しリーフレットの配布
②ショッピングモール入口にて一般の方に向けてリーフレットの配布

50 福岡県 医療ビジネス専門学校 医療事務専修科 10月11日、12日
オープンキャンパスにて本学生が、高校生や保護者を対象にオレンジリボン運動の説明
や、ちらしの配布を行う。10,11月は募金箱の設置も行う。

51 福岡県 西日本短期大学 保育学科　手嶋ゼミ 10月21日
児童虐待に関するパネルを作成し文化祭で保育学科棟１階ロビーに展示する。「オレンジ
リボン運動」の認知度調査を実施し自作のオレンジリボンをプレゼントする。

52 福岡県 筑紫女学園大学 大西ゼミ 10月28日
学園祭でオレンジリボン運動に関する自作のパネルを展示し、また学内でオレンジリボン
運動の認知度調査を実施する。

53 福岡県 産業医科大学
医生祭医療部オレンジリボン
企画

11月3日～5日
医生祭にて大学生および来場者への啓蒙活動
校内での募金活動、児童養護施設への訪問

54 福岡県 福岡県立大学 Orange Ribbon
11月11日（学祭）
5月2日～11月29日

・メンバーで児童虐待に関する勉強会を行う。地域の虐待予防に関わっている関係者より
話しを伺う。
・学祭で、オレンジリボン運動に関するポスターを作成し、展示する。
・学祭で、リーフレット配布などオレンジリボン運動に関する普及啓発活動を行う。
・学祭で作成したポスターを一定期間、学内で掲示する。

東海・
中部・
北陸グ
ロック

中国・
四国

九州ブ
ロック

関西ブ
ロック
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55 長崎県 長崎女子短期大学 光武卒業研究ゼミ 11月18,19日
学園祭の前日集会（18日）に在学生に対して、オレンジリボン運動の周知を行い、学園祭
当日は、受付でオレンジリボンの配布を実施します。

56 長崎県 長崎純心大学 地域包括支援学科 11月中
長崎福祉保健部こども政策局と連携し、街頭にて児童虐待防止のチラシ配布、オレンジリ
ボンの配布等、児童虐待防止の普及啓発を実施する予定。

57 熊本県 熊本保健科学大学 助産別科 10月21日
学園祭で，オレンジリボン運動に関するポスターを作成し，展示する。また，オレンジリボン
を作成し，オレンジリボン運動の意味と児童虐待に関する相談窓口を記載した説明書を一
緒に配付する。

九州ブ
ロック


