
平成30年度「学生によるオレンジリボン運動」実施予定校一覧

1 北海道 星槎道都大学
社会福祉学部
社会福祉学科

9月、11月

授業：児童虐待についての講義
グループワークで掲示物(模造紙・ポスター)・新聞作成。
② 11月：児童虐待防止講演会参加：上記掲示物の掲示と新聞配布。
① 9月：夏季集中授業

2 北海道 札幌市立大学看護学部 オレンジリボンプロジェクト 10月21日
市民が多く利用する地下歩行空間（地下鉄大通駅～地下鉄さっぽろ駅）において、自作の
ティッシュペーパーを配布し、児童虐待予防に関する啓発活動を行う。

3 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15日
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。

4 岩手県
岩手看護短期大学
専攻科　助産学専攻

燈（あかり） 10月～12月

10月　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
11月 助産実習Ⅱ（地域母子保健活動、両親学級、家庭訪問など）におけるオレンジリボンの
着用と啓発パネルの展示
12月　助産学実習反省会にて、実習指導者へオレンジリボン啓発活動の周知とリボンの着用
の呼びかけを行う。

5 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6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３０年１０月６日（土）に大学祭にて啓発活動を行う。

6 茨城県 茨城県立医療大学 こうめ団
10月20日～12月22

日
学園祭と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。
クリスマス会ではオレンジリボンを用いて装飾等を行う。

7 栃木県 佐野日本大学短期大学
総合キャリア教育学科

社会福祉士・介護福祉士
フィールド

10月27日～11月7日

平成30年10月27日（土）佐野日本大学短期大学学園祭12：00～14：00
平成30年10月30日（火）道の駅「どまんなかたぬま」13：00～16：00
平成30年11月16日（金）佐野市役所市民活動スペース14：00～16：00
平成30年11月17日（土）イオンモール佐野新都市店ふれあい広場13：00～16：00

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6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 群馬県 関東短期大学 学友会 10月27日、28日 学園祭で自作のパネルを制作し、オレンジリボン運動の認知度調査をする。

10 群馬県 東京福祉大学 第8期ゆうゼミ 9月～3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
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

11 埼玉県 聖学院大学
ボラフェス！

2018実行委員会
11月2日、3日

学園祭で開催するボランティアフェスティバル内で、児童虐待防止キャンペーンの啓発活動を
行う。また、事前学習会として、市内の子育て支援ネットワークさんにご協力いただき、子育て
サロンができるまでのドキュメンタリー映像の上映会と、シェアリングの時間を設ける。
また、学園祭終了後、さらに子育て中のお母さま方をお招きし、学生達とワークショップを実施
予定。

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28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
　2014年度から継続している運動形態にて、11月の児童虐待防止月間にあわせて、JR北朝
霞駅・東武東上線朝霞台駅の駅前にて児童虐待防止月間のアピール、学生の児童虐待防止
手作りリーフレット等の配布（500部）を実施し、市民向けの啓蒙活動を行う。

13 千葉県 千葉女子専門学校 初谷ゼミ
9月29日、30日　11

月10日、11日

児童虐待防止・オレンジリボン運動に関するポスターの展示発表をする。
高等学校・本校文化祭にて、オレンジリボンとカードをプレゼントする。
数種の素材を用いたオレンジリボンを、来校者と作る。

14 千葉県 聖徳大学 学友会 11月17日、18日
学園祭にてオレンジリボンについての掲示を行い、来場者にオレンジリボンを配布する。なお
オレンジリボンは聖徳祭実行委員の学生が作成する。

15 東京都 目白大学 オレンジャー 2019年3月31日まで 「オレンジリボン運動スタートアッププログラム」として活動への関心、促進する。

16 東京都 帝京平成大学
健康メディカル学部

臨床心理学科
「フレッシュセミナーⅡ」

2019年3月まで

臨床心理学科２年生のフレッシュセミナーⅡの授業にて，オレンジリボン運動についてグルー
プで調べ，パワーポイントやポスターを作成し，発表する。学年全体で最優秀発表に選ばれた
グループの学生は，オープンキャンパスの来校者を対象に発表を行う。秋以降のオープン
キャンパスにて，オレンジリボンの配布を行う。
臨床心理学科２年生のフレッシュセミナーⅡの授業にて，オレンジリボン運動についてグルー
プで調べ，パワーポイントやポスターを作成し，発表する。学年全体で最優秀発表に選ばれた
グループの学生は，オープンキャンパスの来校者を対象に発表を行う。秋以降のオープン
キャンパスにて，オレンジリボンの配布を行う。

17 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3日

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

18 東京都 貞静学園短期大学
貞静・オレンジリボン

サークル
12月15日、16日 虐待の実態　④保育者の立場で出来ることをまとめて、パネル展示する。

19 東京都 上智社会福祉専門学校 第48回社専祭実行委員会 11月3日、4日 社専祭において教室団体によるポスター掲示及びアンケート実施

20 東京都 帝京平成大学
現代ライフ学部

人間文化学科福祉コース
11月1日～11日

1月10日～11日　学園祭にてオレンジリボン運動のパネル展示、認知度調査、オレンジリボン
作成と配布を実施
11月1（木）・2日（金）・7日（水）
　中野区駅前にてオレンジリボン運動のパンフレット配布
（中野区・杉並児童相談所と協同）

21
神奈川

県
聖セシリア女子短期大学 幼児教育学科 10月14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、学内でオレンジリボン運動の
認知度調査を実施する。大学の最寄駅前で自作オレンジリボンをプレゼントする。

22
神奈川

県
聖ケ丘教育福祉専門学校 蠣﨑保育実践演習 11月17日、18日 学園祭において、オレンジリボン運動についての啓発活動、周知活動を行う。

23
神奈川

県
横浜保育福祉専門学校 安藤ゼミ 10月27日、28日

・学園祭にて、オレンジリボン運動の啓発活動を行う。オレンジリボンの配布
・地域のお祭り、東戸塚ハロウィンパーティーでのオレンジリボン配布

24 新潟県 新潟県立看護大学 母性看護学ゼミ（＋有志） 11月4日 学園祭でオレンジリボン運動に関するポスター展示およびチラシ配布を行う。

25 新潟県 国際子ども・福祉カレッジ 福祉心理学科1年
11月17日～12月15

日

担当学生が児童虐待について調べ、オレンジリボン運動に関するパネルを作成し展示する。
オレンジリボンを自作し趣旨を説明しながら配布する。場所はオープンキャンパスの会場、街
頭を予定。

26 福井県 県立鯖江高校 ＪＲＣ部 ９月～
学校祭の部活動展示でオレンジリボン運動のポスター展を行う。出街頭でゆるキャラ着ぐるみ
などと啓発運動を行う。

27 山梨県 身延山大学 楢木ゼミナール 10月7日、1月9日
地域のイベント（みのワーク・ふれあいマルシェ）に出展し、オレンジリボン活動の自作ポスター
を掲示し、チラシ配布を行う。また、オレンジリボン活動のクイズを行う。
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28 長野県 松本大学
観光ホスピタリティ学科
「児童福祉」受講学生

10月13日、14日
大学祭で事前に作成するオレンジリボン運動、子ども虐待に関するポスターを展示する。ま
た、オレンジリボン作成コーナーを設け、来場者に作成体験をしてもらうことで、オレンジリボン
運動や子ども虐待に関心を持ってもらうことを目指す。

29 岐阜県
岐阜聖徳学園大学短期大学
部

福祉部 10月27日、28日
10月27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28日に行わ
れる「第11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 岐阜県 中部学院大学
社会福祉援助技術演習Ⅰ

大藪クラス
10月20日

社会福祉士を目指す学生がグループをつくり、オレンジリボンについて調べ学習をする。その
上で、大学祭での紹介のための作品・啓発グッズづくりに取り組む。大学祭で展示ブースの見
学者に展示及び配布を行う。

31 静岡県 静岡文化芸術大学 心理学ゼミ 11月3日、4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。

32 静岡県
常葉大学　保育学部　保育学
科

駒井ゼミ 11月2日

⒒月に実施される常葉大学祭で、大勢の学生（10学部19学科）・教職員・地域の人々に　PRし
て子どもの健全育成への理解と気づきをおこす。
・今回初回なので、今後継続して引き継ぐこともふまえ、拡大化していきたい。
・子ども虐待防止オレンジリボン活動大学祭のみに終わらず、日常的に進めていきたい。
・乳幼児に関わる保育学部のみに終わらず、経営学部等他学部のコラボも考えて進めていき
たい。

33 静岡県 聖隷クリストファー大学 藤田ゼミ 11月3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。

34 愛知県 名古屋市立大学 人文社会学部 11月中
児童家庭福祉論を学ぶ学生が中心になり、子育てサロン「さくらひろば」（瑞穂区役所2階さくら
ルーム内）にて学生が脚本・演出・出演する演劇を披露する。

35 愛知県 愛知県立大学 村田ゼミ ９月～１１月末まで

① オレンジリボン運動啓発ポスターの作成（7月～９月）
② 児童虐待防止全国ネットワーク事務局訪問（９月中旬）
③ 児童養護施設、児童自立支援施設訪問（９月中旬）
④ オレンジリボン運動啓発ポスターの掲示（10月初旬～11月末）
※学内及び最寄り駅、近隣の商業施設への掲示
⑤ 学内学習会の実施（10月初旬）
※在学生を対象に児童虐待及びオレンジリボン運動の啓発を目的とした講義を行う
⑥ オレンジリボン運動グッズ（自作のしおり）の作成と配布（9月～10月末）
※在学生への広報・啓発を目的に主に学内での配布を行う
⑦ 「児童虐待認知度調査」の実施と結果報告（11月～12月）
※在学生を対象に児童虐待に関するアンケート調査を実施する。

36 愛知県 愛知学泉短期大学 幼児教育学科 10月13日
第40回　こどもまつり
児童虐待に関するポスター発表

37 京都府 京都文教大学
教育福祉心理学科

保育福祉心理コース
２回生

10月20日
地域ショッピングセンターMOMOテラス（京都市伏見区）で子どもフェスタが開催され、その場
で虐待防止活動を行う。

38 京都府 池坊短期大学 幼児保育学科 11月10日、11日 大学祭開催期間にオレンジリボンの周知、オレンジリボンの配布を行う。

39 大阪府 大阪大谷大学
教育学部河野ゼミ
子育て支援コース

11月17日、18日
学園祭において、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。

40 大阪府 東大阪大学短期大学部 実践保育学科 10月21日 大学祭でオレンジリボン運動・児童虐待防止に関する自作のパネルを展示する。

41 大阪府 相愛大学
人間発達学部

子ども発達学科
10月13日、14日 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。

42 大阪府 平安女学院大学 ボランティア部
11月3日、24日、25
日、12月22日、27日

大学祭や大学の最寄駅前で自作のオレンジリボンをプレゼントする。
またオレンジリボン運動に関するパネルの展示や、パンフレットの配布をする。

43 大阪府
大阪バイオメディカル専門学
校

医療福祉心理学科 11月21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。

44 大阪府 ベルランド看護助産大学校 助産学科27回生 12月8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。

45 大阪府 千里金蘭大学
児童教育学科
2年福祉ゼミ

10月27日
大学祭にて、来場する親子や地域住民の方対象に啓発のための掲示、子どもや親子対象に
ワークショップやクラフトコーナーをつくる予定である。また、大学祭に先立ち、児童虐待をテー
マとした映画試写会を学生、学内関係者に対して開催する予定である。

46 兵庫県 関西福祉大学
メンタルフレンドサークル

ひまわり
10月6日、7日

メンタルフレンドサークルひまわり＆旧佐伯ゼミ有志と兵庫県児童養護連絡協議会等が連携
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」のパネル展示。等である。

47 兵庫県 神戸市看護大学
第16回竹の台ふれあい

まつり
ボランティア有志

10月7日、1月9日

神戸市西区の地域のお祭り「竹の台ふれあいまつり」にブースを設ける予定。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児童虐待の関する説明を行いながら、
オレンジリボンを配布する予定。

48 兵庫県 関西国際大学 教育福祉学科　尾崎ゼミ 11月17日、18日
ゼミ活動の一環として、大学祭でオレンジリボン運動に関する自作のポスターの掲示や来場
者への虐待防止啓発チラシやオレンジリボンを配布する。

49 奈良県 帝塚山大学
現代生活学部こども学科

3年次生有志 11月
授業内で、オレンジリボン運動の啓発ポスターを作成し、学生に向けて啓発活動を行った。ま
た、発表会において自作のオレンジリボンを添付したレジメを配付した（6-7月）。
11月に啓発ポスター、資料等を作成し、啓発運動を行う。

50 広島県 広島文化学園大学看護学部

ボランティアサークル、
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

4～12月

4月12日：非常勤講師会で非常勤講師に配布。8月30日看護学科宣誓式で来賓に配布。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15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25日：児童虐待防止オレンジリボン啓
発イベント〝地域で支えよう親と子”第３回市民公開講座実施予定。12月15日：大学祭オレン
ジリボン配布とミャンマーバザー。12月1日オレンジカフェでオレンジリボン配布、クリスマス会
で配布予定。

51 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
9月11日、12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

52 福岡県 医療ビジネス専門学校 医療事務専修科 10月13日、14日
オレンジリボンについてスライド作成。オレンジリボンＴシャツを着てオープンキャンパスにて発
表。

東海・
中部・
北陸
ブロッ

ク

中国・
四国
ブロッ

ク

九州
ブロッ

ク
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53 福岡県 福岡県立大学看護学部 Orange ribbon 11月11日、12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。

54 福岡県 筑紫女学園大学 大西ゼミ 10月20日、27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。

55 福岡県 西日本短期大学 保育学科　冨永ゼミ 10月27日
文化祭において、子どもの遊びに関する企画に併せて、児童虐待を理解するためのパネルを
展示するとともにVTRを放映して、オレンジリボン運動をPRする。来場者および学生、学内関
係者にオレンジリボンを配付する。

56 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2日〜4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

57 長崎県
学校法人　鶴鳴学園　　　長
崎女子短期大学

幼児教育学科光武ゼミ 11月17日、18日
学園祭前日は、集会時にオレンジリボン運動の啓発活動を行う。更に学園祭では、児童虐待
に関する自作のポスター等を掲示する

58 長崎県 長崎純心大学 地域包括支援学科 11月
長崎県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、学生が作成
するオレンジリボンの配布等、児童虐待防止の普及啓発活動を実施する。

59 熊本県 熊本保健科学大学
助産別科

Healing　Herb
10月20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。大学の最寄駅前で自作オレンジリボンをプレゼントする。

九州
ブロッ

ク


