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（ゼミ名、サークル名など）
実施予定時期 取組概要

1 北海道ブロック北海道 道都大学 社会福祉学部2年制

9月14日～16日（夏季集中授
業）、10月10日～11日（大学
祭）、11月19日（北海道北広
島市児童虐待防止講演会で
展示・参加）

9月の夏季集中授業では、児童虐待やオレンジリボン運動の講義、学生オリジナ
ルオレンジリボンの作成と掲示物・ポスターを作成します。10月の大学祭では作成
した展示物を掲示するのと、作成したリボンの配付を市民に行います。11月には大
学がある北広島市で児童虐待防止講演会が開催されますので、会場準備・受付・
作成した掲示物の展示、会場撤収を行い、その後は大学内の廊下に掲示し、オー
プンキャンパスにきた高校生などにも周知します。

2 札幌市
札幌市立大学助産学専攻
科

助産学専攻科学生 6月20日、9月19日に実施済
オープンキャンパス開催時、来学者（高校生・保護者・高校教員）に作成したリーフ
レット・オレンジリボンを配布し、本運動を周知する。

3 秋田県 聖園学園短期大学 学生会 10月24日（学園祭一般公開日）学園祭で啓発運動を実施

4 宮城県 仙台青葉学院短期大学 砂子田ゼミ、守ゼミ 11月7日 学園祭にてパンフレット、オレンジリボンの配布

5 宮城県
医療法人社団スズキ病院附
属助産学校

健康教育演習（母親学級） 10月3日
母親学級にて、オレンジリボンを配布する。児童虐待予防について、妊婦とその家
族に関心を持ってもらう。

6 茨城県 茨城県立医療大学 学生サークル「こうめ団」
H27年12月23日
H28年2月27日

以下、2つのイベント時にオレンジリボンを配布する
①クリスマスイベント「ベビークリスマス！赤ちゃんはじめてコンサート」
②いばらきを食べよう！イベント「お食い初め祝いのスイーツ会」（仮称）

7 茨城県 つくば国際大学 社会福祉セミナーⅡ 11月21日、22日
学園祭にて、児童虐待、子育てに関するパネルを展示するとともに、オレンジリボ
ンとチラシの配布を行う。また、子育て中の親子に気軽に来ていただけるように
「キッズコーナー」も設置する。

8 茨城県 常磐大学
コミュニティ振興学部ヒュー
マンサービス学科（宮本・
近江）

10月20日、24・25日、
11月16日、19日、26日

・児童福祉論における本運動の説明およびチラシ配布（1年生）
・ゲストスピーカーによる児童虐待防止にかかる講義（2年生）
・西田ゼミ学生（3年生）による学園祭における本運動にかかる啓発活動
・宮本ゼミ学生（3年生）への本運動事前説明、本運動にかかるチラシ等の配布（水
戸駅改札にて）

9 群馬県 東京福祉大学 第6期ゆうゼミ
10月31日、11月1日
　（9月～3月まで実施）

・事前に児童虐待防止に関しての勉強会の開催　伊勢崎市児子育て支援課の協
力による
・大学教職員への啓発、学構内にポスターの掲示、学生へのチラシの配布
・大学祭でオレンジリボン運動のパネルの展示、子ども向けオレンジリボンの紹介
・アンケートの実施
・伊勢崎市社会福祉協議会福祉まつりでのオレンジリボン運動の紹介

10 群馬県 関東短期大学 2年生全員 10月24、25日 学園祭にて、児童虐待防止に関する　グループ単位での活動を実施。

11 埼玉県
東洋大学ライフデザイン学
部
生活支援学科

鈴木崇之ゼミナール 9月12日、11月11日
①東洋大学オープンキャンパスの企画「子ども虐待のない社会を目指して」をテー
マに活動。②JR北朝霞駅、東武東上線朝霞台駅にて

12 埼玉県 聖学院大学 ボラフェス2015実行委員会 11月2日、3日
学園祭（ヴィリタス祭）に、児童虐待に関する学びの成果物の展示と、リーフレット
やリボンを使った啓発活動を実施する。

13 埼玉県 埼玉純真短期大学 高橋ゼミ
H27年10月18、19日
H28年1月23日

学園祭にて、手作りのオレンジリボンの配布とポスターの発表。1月は表現発表会
にてゼミ学習の成果を発表する。

14 千葉県
東京成徳大学八千代
キャンパス

手話サークル 10月31日、11月1日
学園祭での展示、手話歌の披露の際に呼びかけ、Tシャツ作成にオレンジリボンを
入れるなどの取り組みを行い、児童虐待に対する啓蒙活動を展開する。

15 千葉県 聖徳大学 学友会 11月7、8日 聖徳祭で本学の教職員と来場者にオレンジリボンを配布する

16 千葉県 千葉科学大学 看護学部有志 11月21、22日
児童虐待に関する学習会。学園祭でオレンジリボンに関する啓発ツールを
配布する。

17 東京都 目白大学人間学部 オレンジャー 10月24、25日 学園祭にてパネル展示、オレンジリボン配布他

東北ブロック

関東ブロック

関東ブロック
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18 東京都 日本大学文理学部 社会福祉学科 10月31日～11月2日
児童虐待防止ポスターを掲示し、学部祭で実行委員がオレンジリボンをつけ、活動
する。

19 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2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（１１月２日以降）
⑥実施終了後に学生の感想を学科ブログに掲載

20 東京都 東京純心大学 田尻ゼミ
10月19日、26日、31日
11月1日

学園祭においてポスターの作成、展示及びチラシ、リボンの配布

21 東京都 大妻女子大学
藏野ゼミ
精神保健福祉士コース

平成27年6月～平成28年3月
まで

・本学のオープンキャンパス時に、来場された高校生と保護者に対し、児童虐待の
実態についてお話をし、オレンジリボン・自作パンフレット配布を行う。さらに「誰も
がスマイル宣言」として、参加者に自分の行動宣言等をして頂く。
・大学祭において、来場者にオレンジリボン等の配付を行い、スマイル宣言をして
頂く。
・今年度は障害児の子育てに焦点を当て、その実情について外部講師から学び、
大学生ができること、将来親になるに当たってできることを考える機会を設ける。
・3月に活動成果を学内の研究会で発表する。

22 東京都 帝京平成大学 社会福祉コース
①学園祭11月14日、15日
②駅前の活動11月11日

①11月14日、15日の学園祭でオレンジリボン運動に関する学習結果をポスターに
して展示する。また、学生が作成したオレンジリボンとオレンジミサンガをリーフレッ
トと一緒に来校者に配布する。②大学の最寄の中野駅前で中野区と杉並児童相
談所と協力してオレンジリボンや啓蒙チラシなどを配布する。

23 東京都 東京学芸大学 馬場自主ゼミ 1月21日
里親制度に関する研究発表会を行う。その一環として虐待が絡むテーマも扱う。ま
た、参加者にオレンジリボン運動の説明を行い、チラシとオレンジリボンを配布す
る。

24 神奈川県 田園調布学園大学 児童福祉（太田ゼミ）
11月6日、10日、13日、17日、
20日など。11月2日～30日ま
で。

児童・家庭福祉論など子ども虐待に係る授業や学園祭などを通して人間福祉学部
社会福祉学科（社会福祉専攻・介護福祉専攻）・心理福祉学科の1年生、2年生に
向けて周知、オレンジリボンおよび関係資料を配布する。

25 神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 学園祭実行委員会 11月7日
鶴嶺祭（学園祭）で、オレンジリボン運動に関する模造紙を作成、展示。オレンジリ
ボン運動の協力を呼び掛け、受付で来場者にオレンジリボンを配布。

26 神奈川県 和泉短期大学
児童福祉学科および専攻
科
学生全員／地域連携推進

10月24、25日（いずみ祭）、11
月9日、11日、23日街頭

いずみ祭（学園祭）時、受付でオレンジリボン、チラシ、マスクを配付。相模大野駅
前、橋本駅前にて、自作のオレンジリボンを配付し、児童虐待防止を呼び掛ける
（相模原市協働事業）。地域のフェアにて、オレンジリボンを配付する。

27 神奈川県 小田原短期大学 保育学科 10月11日～11月30日
10/11の学園祭において学年全体に理解を深めるためにチラシを配布。その後の
取り組みとして、壁新聞、リボン作成を行い、来年の学園祭に備える。

28 長野県 佐久大学短期大学部 大学祭実行委員会 10月24、25日 大学祭にてオレンジリボン運動の理解を深めるために。

29 静岡県 聖隷クリストファー大学 藤田ゼミ 11月7日

学園祭（聖灯祭）において浜松市子育て支援課と浜松市児童相談所の協力を得な
がらオレンジリボン運動の啓発活動を行う。
具体的内容は、4年生ゼミで作成した「オレンジリボンキャンペーン　アンケート」と
して子育てに関する質問紙を用意し、回答者へオレンジリボンと啓発グッズ（「児童
相談所全国共通ダイヤル１８９」のロゴの入ったボールペン、メモ帳等）を配布する
予定である。

30 岐阜県 岐阜聖徳学園大学短期大学部福祉部 10月30日～11月1日
クレマチス祭での啓発運動。岐阜たすきリレーにランナーやボランティアとして
参加。

関東ブロック

関東ブロック

東海・中部・
北陸ブロック

東海・中部・
北陸ブロック



県 学校名
実施主体

（ゼミ名、サークル名など）
実施予定時期 取組概要

31 岐阜県 中部学院大学
社会福祉援助技術演習Ⅱ
大藪クラス

11月22日（10時～15時）
「Sekiいきいきフェスタ」での社会福祉援助技術演習Ⅱでの取り組みの紹介の一環
として，オレンジリボンに関する展示を行い，「189」の紹介をする。オレンジリボンを
配布する。

32 愛知県 愛知淑徳大学 福祉貢献学会 10月31日、11月1日
学園祭でオレンジリボンを配布し、児童虐待防止について、
多くの人に知ってもらう。

33 愛知県 岡崎女子大学 子ども教育学部3年Tクラス 11月21、22日 学園祭においてポスターの作成、展示及びチラシ、リボンの配布をする。

34 愛知県
名古屋市立大学大学院看
護学研究科助産学分野

おれんじ会 11月7、8日 大学祭にてオレンジリボンを配布する。

35 愛知県 日本福祉大学 社会福祉学部3年渡邊ゼミ 11月14日

①大学祭に集まる学生、一般住民に対しオレンジリボン等を配布し、児童虐待防
止の啓発活動を実施。②知多半島管内にある5ヶ所のファミリーホームで暮らす子
どもたちを大学祭に招待し、学生たちが案内することで、子どもたちに夢や希望を
持ってもらう（エンパワメント）。③さらに、ファミリーホームの養育者たちのケースカ
ンファレンスを教員のサポートのもとで、実施する。

36 京都府 龍谷大学短期大学部 「保育と人権」受講生他 12月～1月 キャンパス・クイズラリーにて啓発グッズを配布

37 大阪府 相愛大学
人間発達学部　子ども発達
学科

10月17、18日 大学祭、ゼミ等で活動

38 大阪府 四天王寺大学
人文社会学部人間福祉学
科
健康福祉専攻1年生全員

11月1日～3日 大学祭にて啓発活動をおこなう。

39 大阪府 千里金蘭大学 児童学科（宮里ゼミ） 10月24日 文化祭にて児童虐待防止のパネルを展示

40 兵庫県 関西保育福祉専門学校 学友会 10月31日～11月1日 学院祭にてパネル展示、オレンジリボン製作キットを配布

41 兵庫県 武庫川女子大学 堀ゼミ 10月16日～18日、11月1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およびビデオ上映を行
う。また、来場者には、オレンジリボンを作成してもらい、リボンを胸につけて学内
を歩いてもらう。また、阪神甲子園駅で、啓発活動を行う。

42 兵庫県 神戸医療福祉大学 打田ゼミ 10月24、25日
大学祭でオレンジリボン運動を計画します。児童虐待についての理解度、オレンジ
リボン運動の認知度を調査します。

43 兵庫県 流通科学大学
加藤曜子ゼミ・兵庫県養護
施設連盟共催

10月24、25日

大学祭にて、毎年オレンジリボンキャンペーンを実施している。本学でのオレンジリ
ボンキャンぺーンは、９年目を迎える。ゼミでは一室を「子どもの明るい未来の部
屋」として学生の研究テーマの展示、来室の親子が楽しめる折り紙や塗り絵、また
今年度は、ＮＰＯ児童虐待防止協会のメンバーが応援参加し、親子がともに作る
カードづくりをデモンストレーションする。オレンジリボンは、プレゼントする。また作
るコーナーも設ける。

44 兵庫県 関西国際大学 教育福祉学科学生有志 11月14、15日

大学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、ストラップのオレン
ジリボンを配布する。オレンジリボン運動に関するアンケート調査を行い、オレンジ
リボン運動の認知度を測る。オレンジ色のメモ用紙にコメントを記入していただき、
それを模造紙に貼って大きなオレンジリボンを作る。絵本の読み聞かせとぬり絵
コーナーを作る。

45 兵庫県 神戸学院大学
社会リハビリテーション学
科
有志

11月1日～12月15日
学内で自作のオレンジリボンを配布する。
人権問題講演会では、児童虐待をテーマに講師を招き、大学生ができることを考
える機会とする。

東海・中部・
北陸ブロック

東海・中部・
北陸ブロック
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46 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 平成27年11月～平成28年1月

大学生を対象にオレンジリボン運動に関する認知度調査
一般市民を対象にオレンジリボン運動に関する認知度調査
11月に実施する大学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。
大学内で、来場者に自作オレンジリボンをプレゼントする。
11月に大学が実施する公開講座で会場(最寄の市民ホール)および大学の最寄駅
前で自作オレンジリボンをプレゼントする。

47 広島県 広島県立戸手高等学校 看護・福祉 11月中 生徒、保護者に向けてオレンジリボン運動の啓発リーフレットを配布。

48 山口県 山口県立大学
社会福祉学部オレンジリボ
ン

11月7、8日
大学祭で、児童虐待防止に関するパネル展示をするとともに、来場者に意見を聞
いてもらう。

49 山口県 宇部フロンティア大学 学園祭で啓発運動を実施し、オレンジリボン運動に関する自作のパネルを展示

50 山口県 宇部フロンティア大学 保育学科1年生 11月14、15日
学園祭にてパネル展示、オレンジリボン、チラシを配布
地方紙に取材し地域住民にも啓発、付属高校、中学校にも配布

51 愛媛県 松山東雲女子大学 坪井ゼミ 11月7日（10時～16時）
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、オレンジリボ
ンを配布する。

52 徳島県 四国大学
高橋ゼミ(母性看護学概
論）

11月8日
徳島県のオレンジリボンたすきリレーに参加、STOP子ども虐待の啓発コーナーを
担当(Ｉ学生36名）

53 福岡県 西日本短期大学 保育学科　手嶋ゼミ 10月24日 文化祭にて児童虐待防止のパネルを展示

54 福岡県 九州大谷短期大学
幼児教育学科
児童福祉・心理コースMク

11月7日 学園祭にてパネル展示、オレンジリボン配布他

55 福岡県 産業医科大学 医生祭医療部 11月1～3日、及びその前後
学園祭でおれんじリボン運動に関する自作のポスター作成をする。児童養護施設
での健康教育、子どもたちとの触れ合い、バザー、寄付など。

56 福岡県 福岡県立大學 オレンジリボン 11月7日、10月2日～11月29日学園祭においてポスターの作成、及びリーフレット配布など啓発運動を実施。

57 長崎県 長崎国際大学
社会福祉学科2年・大西ゼ
ミ

10月31日、11月1日（10時～
16時）

学園祭でオレンジリボン運動に関する自作のメッセージカード（名刺サイズ）を配布
する。また合わせて、学内でオレンジリボン運動の認知度調査を実施する。

58 長崎県 長崎純心大学 現代福祉学科 11月21日
長崎県福祉保健局こども政策局とともに、長崎市内の繁華街において、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27日 児童虐待について学習会を実施。学園祭にてオレンジリボンを配布する。
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