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実施予定時期 取組概要

1 北海道 札幌市立大学 助産学部助産学専攻 6月18日・9月17日
オレンジリボン運動の説明とともに自作リーフレット及びオレンジリボ
ンを配布

2 北海道
吉田学園学校法人北海道福祉
大学校

社会福祉学科 9月25日
学園祭においてオレンジリボン運動の概要や児童虐待の実態、それ
から児童相談所の役割について展示する。

3 北海道 道都大学 社会福祉学部
9月12～15日、10月8・9日、
11月

オリジナルオレンジリボン及び掲示物の作成。大学祭と北広島市児
童虐待防止後援会での展示

4 岩手県 岩手看護短期大学
専攻科　助産学専攻OR-
LOVE

10～12月 学生におけるオレンジリボンの認知調査を行い、啓発活動に向けて

5 宮城県
医療法人社団スズキ病院
附属助産学校

学生主催の母親学級 10月1日
母親学級でオレンジリボン運動について理解をして自作のオレンジリ
ボンをプレゼントする。

6 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8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、児童虐待についての理解を深め、学園祭において啓発活動を

7 茨城県 常磐大学 西田・宮本・近江ゼミ 10月～11月
10月22日・23日　常磐祭における展示、イベント、チラシ配布
11月　チラシ配布
10月～11月　講義による啓蒙活動

8 茨城県 つくば国際大学
社会福祉学科2年生全員
（セミナー２）

11月19日・20日
学園祭で①オレンジリボンの配布、②子ども虐待、オレンジリボン活
動等に関するパネル展示、③親子が気軽に立ち寄れる工夫として、
遊びコーナーの設置をする。

9 茨城県 茨城県立医療大学 学生サークル「こうめ団」 10月22・23日　12月23日
① パネルを掲示してオレンジリボン運動の存在を知っていただく②
参加者に、児童虐待がなくなることを願ったメッセージの記載とオレン
ジリボンの作成をお願いする（大学祭）

10 栃木県 佐野短期大学 社会福祉フィールド 11月17日

「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
木県で、そして日本の道の駅の中心に位置する「どまんなかたぬま」
でこの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」
と本学のグループ施設である大栗保育園の子どもたちにご協力をい
ただき、イベントに参加予定となっています。

11 栃木県 国際医療福祉大学
医療福祉・マネジメント学
科児童ゼミ

10月9日
文化祭において、オレンジリボン運動に関するパネル展示や、児童
虐待予防についての映像を放映し、オレンジリボンの配布を行いま
す。

12 群馬県 関東短期大学 地域福祉履修学生 10月22・23日
大学祭で、オレンジリボン運動に関するパネル展示。合わせて、大学
最寄の駅で自作リボンをプレゼントし、虐待防止に関心を持ってもら
う。

13 群馬県 東京福祉大学 ゆうゼミ 9月1日～翌３月31日
大学祭にてパネルの展示　11月12、13日。学内でのポスターの掲
示、チラシの配布。授業、教職員のミーティングにてPR。アンケート調
査。その他

14 埼玉県 聖学院大学
ボラフェス！2016実行員
会

11月2日・3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す

15 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29・30日 学園祭での学園祭での展示　手話歌等の発表の際に呼びかけ

16 千葉県 聖徳大学 虐待の心理授業内/学友会10月16日、11月12・13日
授業の一環としてオレンジリボンを作成し、配布する。
聖徳祭実行委員でオレンジリボンの作成、当日来場者へ配布。
オレンジリボン関する掲示を作成し、受付に掲示。

17 東京都 新渡戸文化短期大学 学生生活委員会 10月29・30日
学園祭においてオレンジリボン運動の啓発ぽすたーやチラシを配布
し、理解のきっかけをつくる

18 東京都 学校法人　竹早学園
平成28年度保育研究発表
会

12月23日・24日
保育研究発表会においてオレンジリボンコーナーを設置し啓発活動
する

19 東京都 中林病院助産師学院 全員 11月21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

20 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5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

21 東京都 東洋大学
社会学部第1部社会福祉
学科2年伊奈川ゼミ

11月4・5日又は11月中
・事前に児童虐待・オレンジリボン運動について文献、関係者訪問等
により調査・調査結果を踏まえたポスター展示を学内で実施・児童虐
待に関連するDVDを上映するとともに、参加者にアンケートを実施

22 東京都 東京学芸大学 馬場自主ゼミ 11月1日～30日

一か月間、大学附属の図書館内で「児童虐待を取り巻く世界」をテー
マに、児童虐待に関する新聞記事、歴代事件についてのレポート集、
書籍、資料などを展示する。図書館を訪れた学生及び職員に展示を
見て、読んでもらい、児童虐待に興味・関心をもち、問題解決に向け
て自分に何ができるか考えることを促す。現代の児童虐待問題につ
いて多くの学生に知ってもらうことで、オレンジリボン運動を広める。

23 東京都 帝京平成大学
臨床心理学科2年フレッ
シュセミナー

9月～翌3月
H29年3月25日

＜事前学習・活動＞
・フレッシュセミナー4クラス（117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。
・オレンジリボンを作成する。
＜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、パワーポイントによる説明
を行い、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
・学生による手作りオレンジリボンの配布と同時に、来場者によるオ
レンジリボン作成の体験コーナーも設ける。

24 東京都
東洋大学ライフデザイン学
部

鈴木崇之ゼミナール 11月9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・2015年度と同
様に、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。

25 東京都 貞静学園短期大学 オレンジリボン貞静 12月10日・11日
学園祭でオレンジリボンに関する自作のパネル展示、自作のオレン
ジリボンを配布

26 東京都 東京純心大学 ボランティアクラブ 10月29・30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。

27 東京都 目白大学 オレンジャー 11/3,9,17 11/3は福島県白川郡矢祭町のまつりにおいてリボンの配布を行う。

28 神奈川県 和泉短期大学
児童福祉学科・専攻科学
生全員　地域連携推進セ
ンター委員会

9月17日・10月29・30日・11月
中旬・12月13日

市民向け啓発講座開催　いずみ祭　はっぴいアクアリウムプロジェク
トなど

29 新潟県 国際こども・福祉カレッジ
総合福祉学科・福祉心理
学科1年

10月8・9日
①学園祭にてオレンジリボン運動や児童虐待に関する事例集と調査
報告書を展示する。
②同じく学園祭にて校舎内外で自作のオレンジリボンの配布を行う。

30 長野県 松本短期大学 幼児保育学科 11月3日

子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボンをたすきに仕立て、これ
をリレーする。　長野駅及び松本駅周辺、たすきリレーの各中継ポイ
ントでチラシや啓発グッズ（バッジやボールペン、オリジナルＴシャツな
ど）を配布する。

「学生によるオレンジリボン運動」実施予定校一覧
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31 長野県 佐久大学 大学祭実行委員会 10/22,23 大学祭において啓発活動を実施

32 岐阜県 岐阜聖徳学園大学短期大学部 福祉部 10月28・29日 クレマチス祭で児童虐待防止の啓発活動を行う。

33 岐阜県 中部学院大学
社会福祉基礎演習Ⅰ大藪
クラス

10月22日

1年生のゼミ活動において、子どもの虐待に関する文献調査、まとめ
を行い、掲示物を作成する。当日は、掲示物を用いてプレゼンテー
ションを行い、子どもの虐待に関する啓発活動を行う。また、通報ダイ
ヤル「１８９」について紹介を行う。

34 静岡県 静岡文化芸術大学 心理学ゼミ 11月5・6日
学園祭においてオレンジリボン運動の認知度調査を実施。合わせて
啓発グッズを配布

35 静岡県 浜松医科大学 看護学科 11月5・6日
学園祭（医大祭）において、浜松市子育て支援課の協力を得ながら
オレンジリボン運動の啓発活動を行う。

36 静岡県 聖隷クリストファー大学 藤田教授ゼミ 11月5日

・学園祭（聖灯祭）の参加者へ児童虐待やオレンジリボンに関するク
イズを出す。・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）を渡
す。

37 静岡県 静岡英和学院大学 コミュニティ福祉学科 11月11日
静岡県健康福祉部こども未来課がおこなう「ふじさんっこ応援フェス
タ」において、チラシ配布、リボン製作など、啓発活動を行う。

38 静岡県 浜松学院大学 小佐々ゼミ 11月12・13日

本学大学祭にて、オレンジリボン運動に関するブースを設置し、啓発
活動を行う。同時に、オレンジリボン運動および児童虐待についての
認知度を調査し、その結果を公表することにより、学内への周知を行
う。

39 愛知県 名古屋市立大学大学院 看護学科研究科 11月5・6日 親準備世代の虐待に関する認知調査

40 愛知県 岡崎女子大学 子ども教育学部 11/5,6
大学祭でオレンジリボン運動をパネルで紹介し、リボンを作るコー
ナーを設置。

41 大阪府 相愛大学 10月15・16日
大学祭で「学生によるオレンジリボン運動」のコーナーを設置し、啓発
活動を行う。

42 大阪府 四條畷学園短期大学 合田ゼミ 10月29・30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
ンジリボンを来場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ったりする。

43 大阪府 千里金蘭大学 助産履修学生 10月23日
本学学園祭で、オレンジリボン運動に関する自作パネルの展示と、
啓発チラシ、自作のオレンジリボン等の配布。

44 大阪府 千里金蘭大学
生活科学部児童教育学科
宮里ゼミ

10月22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する他、
オレンジリボンやチラシ配布を行う。また、来場した親子、子どもが楽
しめるように製作のコーナーを設置する。

45 大阪府 四天王寺大学
人間福祉学科健康福祉専
攻1年

11月3～5日
・大学祭来場者にメッセージカード付きオレンジリボンとチラシを配布
する。・大学祭期間パネルを展示する。

46 大阪府
大阪医療技術学園専門学
校

医療心理科 11月3日
学園祭にて、児童虐待防止及びオレンジリボン運動のチラシとオレン
ジリボンを配布し、学内に手作りポスターを掲示し、啓発活動を行う

47 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 10/20～～11/27
大学祭において啓発活動を実施し、関係書物を読んでいただいたり
通報などの情報を共有する。

48 大阪府 大阪千代田短期大学 事例研究ゼミ 10月29日
大学祭においてゼミが出店する模擬店で児童虐待防止の啓発活動
を行う。

49 大阪府 大阪大谷大学
教育学部幼児教育専攻
子育て支援コース

11月26日
学生主催の子育て支援イベントの1コーナーに来場した保護者向け
にオレンジリボンの紹介とリボン制作ブースを設置する。作成したも
のは各自持ち帰ってもらう。

50 兵庫県 神戸市看護大学
第14回竹の台ふれあいま
つり

10月9日
西区竹の台地区のふれあいまつりにおいてポスターパネルを展示し
啓発活動を行う。

51 兵庫県 流通科学大学 加藤曜子ゼミ 10月22・23日

学園祭にて、オレンジリボンキャンペーンの展示及び親子の遊びの
提供、及び学生のゼミ活動展示、児童養護施設との協賛の親教育ミ
ニ講座、児童虐待防止協会協働のカードづくり、今年度は、中高生参
加の企画を立てています。

52 兵庫県 関西国際大学 教育福祉学科福祉学専攻 11月19・20日 大学祭で運動に関するパネルの展示、オレンジリボンの作成

53 兵庫県 関西福祉大学 社会福祉学部佐伯ゼミ 10月15・16日

佐伯ゼミ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。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。

54 兵庫県 湊川短期大学 田邉ゼミ
①11月2・3日
②11月1～30日
③10月30日・11月11日

①学園祭において啓発グッズやポスター等を用いた啓発活動を実施
する。
②その際使用した媒体は１１月中は学校の玄関先に常設し、学生や
来客者への周知を行う。

55 京都府 京都文教大学 教育福祉心理学科 11～12月
ゼミ内で虐待防止、子育てに関する学習のあとにオリジナル啓発紙
芝居の制作、公演

56 広島県 福山平成大学 御幸祭小児看護 10月22・23日 啓発ポスター、資料作成、オレンジリボン配布

57 広島県 広島文化学園大学
ボランティアサークル、オ
レンジサークル

複数日程有※取組概要参照

非常勤講師懇話会(4月14日オレンジリボン配布実施)オープンキャン
パス(6月29日、7月19日オレンジリボン配布実施，8月21日予定)老人
保健施設・デイケア　オレンジリボン啓発演奏会(6月11日、7月2日)
公開講座(6月29日オレンジリボン配布実施)啓発公開講座(10月8日
実施予定)大学祭オレンジリボン配布実施予定、看護研究論文発表
会(オレンジリボン配布実施予定)その他(傾聴ボランティアイベント時
啓発、アンケート調査し昨年度と認知度を比較)

58 広島県 福山平成大学 福祉健康学部 10月22・23日
学園祭でオレンジリボン運動のパネル展示と、リボン作り、並びに配
布を行う。

59 広島県 広島県立戸出高校 看護・福祉 10～11月
母性看護の授業内で全員で考えた児童虐待防止虐待防止推進月間
の標語とリーフレットを合わせて保護者へ通知する。

60 徳島県 四国大学
看護学部看護学科　母性・
助産領域

9月14日・9月21日
ショッピングモール入り口において中高生にむけたリーフレットの配
布。タスキリレーなど

61 愛媛県 聖カタリナ大学短期大学部 保育学科サポートルーム 10月29・30日
大学祭でブースを設け、児童虐待防止につてのパネル展示とチラシ
配布で啓発活動を行う。

62 福岡県 九州大谷短期大学 Mクラス 11月5・6日
大学祭で、オレンジリボン運動に関するパネル展示。合わせて、作業
所で作られた商品の委託販売のお店や、遊びコーナーにやってきた
来場者にリボンをプレゼントし、虐待防止に関心を持ってもらう。

63 福岡県 純心短期大学 こども学科 10月22・23日 学園祭でオレンジリボンのポスターや啓発チラシを配布する

64 福岡県 西日本短期大学 保育学科手嶋ゼミ 11月3日
文化祭において児童虐待防止のパネルを作成し展示する。保育学
科1.2年生全員でオレンジリボンをつける。

65 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1～3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。

66 長崎県 長崎女子短期大学
幼児教育学科　白石ゼミ
光武ゼミ

11月19・20日
学園祭でオレンジリボン運動や児童虐待防止に関するパネル等を展
示する。

67 長崎県 長崎国際大学 社会福祉学科 10月29・30日
学園祭でオレンジリボン運動のパネルを展示し、学内で認知度調査
を実施する。

68 長崎県 長崎純心大学 現代福祉学科 11月
長崎県福祉保健部こども政策局と連携し、昨年と同様ビラ配りはリボ
ンの配布等、児童虐待防止の普及啓発を実施する予定。

中国・
四国
ブロッ

ク

九州ブ
ロック

東海・
中部・
北陸グ
ロック

関西ブ
ロック
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69 熊本県 熊本保健科学大学 助産別科 10月15日 学園祭でオレンジリボン運動に関するポスターを掲示し、啓発活動

九州ブ
ロック


