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北海道 ○

こども學舎 こども学科　200名 平成27年1月２４・25 学校イベント時に児童虐待に関するパネルを作成し会場に展示する。
「オレンジリボン運動」のチラシを配布。（回答者に）自作のオレンジリボンをプレゼントする。
保育学科１、２年全員にオレンジリボンを配布し、学校イベント時につけてもらう。

北海道
旭川大学 保健福祉学部コミュニティ福祉

学科今西ゼミ
10月・3月のオープンキャンパ
ス

オレンジリボンを作成し、オープンキャンパス等の学校行事の際、配布する。さらに、児童虐待に関する資料を
作成し、配布と展示を行う。学生自ら、児童虐待について学習を深め、調査や他の学生に伝えられるものを作
成する。

北海道
専門学校日本福祉学院 各クラスでのホームルーム 月1回 毎月1回、クラスのホームで新聞などを見て、クラスで話し合いを行う。

北海道

道都大学 社会福祉学部２年生 夏休み　　大学祭 相談援助演習の授業(夏季集中）でオレンジリボンを作成。授業で児童虐待についてパネル作成・ポスターを
作成する。大学祭の際に社会福祉学部の発表ブースを準備する予定があり、ブースにおいてパネル・ポス
ターを掲示及び説明を行う。ブースの見学者にオレンジリボンを配布。社会福祉学部教員中心にした出店など
で商品を購入した方へオレンジリボン配布・説明、福祉の出店担当者及び大学祭で勤務する社会福祉学部教
員はオレンジリボンをつける。活動内容は適宜、大学ホームページに掲載し、オレンジリボン活動を周知する。

青森県

青森県立保健大学 健康科学部社会福祉学科増山
研究演習

平成26年11月11日～11月24日 「児童・家庭福祉論」（2年生）の講義内で、児童虐待の現状および課題について講義をし、「オレンジリボン運
動」についての説明を行う。その際、オレンジリボンを自作できるように材料を配布し、後期ガイダンス時（9月
末）や地域でのボランティア活動等での着用を通して、児童虐待問題への啓発を行う。また適宜、ボランティア
活動時等でオレンジリボンを配布する。

宮城県 ○
仙台青葉学院短期大学 こども学科せいよう祭実行委員 平成26年11月8日 せいよう祭において、子どもや大人（高校生、大学生、保護者）が楽しめるコーナーを設定し、その一角にオレ

ンジリボン運動について提示する。また、オレンジリボンの配布もおこなう。

秋田県 ○
聖園学園短期大学 学生会 平成26年10月26日 聖園祭（学園祭）にてオレンジリボンコーナーを設置し、ポスター等を掲示する。来場者にオレンジリボンを作

成してもらい、付けてもらう。また、オレンジリボンやリーフレットなどを配布する。

山形県
東北文教大学短期大学部 子ども学科２年

佐久間ｾﾞﾐ　曽根ｾﾞﾐ
平成26年10月11日 事前学習として児童相談所や家庭裁判所を訪問。大学祭では、オレンジリボンを学生、教職員、来場者に配

布する。また、来場者には、アンケート調査を実施する。

福島県
いわき短期大学 ボランティアサークル

わたぼうし
・平成26年10月25日・26日
・兵士江26年11月16日～12月
21日

・学園祭の教室展示企画として、児童虐待防止のポスター等とともに児童虐待に関するパネルを展示し、オレ
ンジリボン運動の啓発を行う。来場者には時間があればオレンジリボンを共に作成して頂き、時間がなければ
事前作成したリボンを配布する。

福島県
郡山女子大学短期大学部 古川ゼミ 平成26年10月４日・5日 幼児教育学科2年生全員にオレンジリボンを配布し、文化祭でつけてもらう。文化祭参加者にオレンジリボン運

動に賛同したの学生が声をかけ、興味を持った方にパンフレット等を配布する。

茨城県
つくば国際大学 社会福祉セミナーⅡ 平成26年11月22日・23日 学園祭にて、児童虐待に関するパネルを作成し、教室に展示する。子どもが楽しめるイベントを開催し、来場

者にオレンジリボンを配布する。なお、この運動には社会福祉学科2年生全員で取り組む。

茨城県

常磐大学 ・学科での対応
・宮本ゼミ

・平成26年10月２５日・２６日
・10月30日

・10月25日(土)～10月26日(日)の本学学園祭「ときわ祭」においてオレンジリボン運動コーナーの設置と啓発
活動を実施する。
・10月30日(木)の夕方、水戸駅改札口において、本運動にかかるパンフレット等の配布を行う。

茨城県
茨城女子短期大学 茨城女子短期大学：学園祭実

行委員
平成26年10月24日・25日 虐待についての事前勉強会を実施する。学園祭において、オレンジリボン運動のポスターを展示室、ゼミで行

う模擬店で掲示し、来客者にオレンジリボン。リーフレットなどを配布する。

栃木県
国際医療福祉大学 医療福祉学部医療福祉・マネ

ジメント学科2・3年生有志
平成26年10月12日 オレンジリボン運動のポスター等を教室に掲示および、児童虐待防止に関連する映像を上映する。大学祭に

あわせて開催し、来場者にオレンジリボンを配布するとともに、虐待防止へのメッセージを寄せ書きしてもらう。

群馬県 ○

東京福祉大学短期大学部 短期大学部 平成26年11月15日 「オレンジリボン運動」を理解するため、短期大学部の学生自らオレンジリボンを作成する。大学祭の１週間前
から、教員、学生ともオレンジリボンを身に付け、大学内へ普及啓発を行い、実施日には地域住民への啓発
のため、短大主催の遊び場と連携し、作成したオレンジリボンと作成した啓発チラシの配布を行う。

群馬県 ○

群馬医療福祉大学 鈴木研究グループ 平成26年11月15日 文化祭会場において「オレンジリボン運動」のブースを設置し、研究発表（パネル展示）及び来場者にオレンジ
リボンを作成してもらい理解を深めてもらう。また、オリジナルのパンフレットを配布し「オレンジリボン運動」を
広く知ってもらう。

群馬県

新島学園短期大学 鈴木ゼミ 平成26年10月25日 学園祭でオレンジリボン運動の歴史や児童虐待の現状について、ポスターで研究成果を報告し、児童虐待の
重要性を来場者に訴える。また、オレンジリボン子育て支援団体Mother of Pearlのコンサートも予定し、来場
者にオレンジリボンを配布する。

群馬県
関東短期大学 こども学科 平成26年10月25日・26日 児童虐待について、事前に勉強会を行い、学園祭（アザリア祭）にて、来場者に児童虐待に関する啓蒙活動を

行う。

群馬県

東京福祉大学 ゆうゼミ 9月～3月 ゼミが伊勢崎市役所児童家庭課と連携してオレンジリボン運動に取り組む。児童虐待に関するポスターの学
内掲示、児童虐待に関しての学習会の開催、大学祭においてパネルの展示及び市民との対話、地域の商
店、金融機関等へのポスター掲示依頼、児童虐待に対する調査研究と学生研究発表会(保育士養成協議会
関東ブロック）での報告等

埼玉県
東洋大学 鈴木崇之ゼミナール 平成26年11月12日 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

リーフレット配布、手作りオレンジリボンの配布を実施し、市民向けの啓蒙活動を行う。

埼玉県 ○
埼玉純真短期大学 髙橋ゼミ 平成2６年10月18日・19日 オレンジリボン運動に関するパネルを作成し、学園祭で展示する。ゼミ学生で自作したオレンジリボンとリーフ

レットなどを配布し、児童虐待に関する情報を提供する。また、こども学科１、２年生全員に自作のリボンを配
布し、学園祭期間中つけてもらう。

埼玉県 ○
聖学院大学 ボラフェス2014 平成2６年1０月３１日・11月１日 学園祭にて、児童虐待防止を訴えるリーフレットの配布、オレンジリボンの配布等を行う。

千葉県
東京成徳大学 手話サークル・福祉心理学科 平成26年10月25日・26日 昨年の取組と同様に、テーマに関係しての展示および手話歌等の発表に際してスピーチを行う（予定）。

千葉県
聖徳大学 学友会 平成26ね11月8日・9日 聖徳祭実行委員と学友会でオレンジリボンを作成し、聖徳祭において本学の教職員含めた来場者に配布す

る。また松戸市子ども部子ども家庭相談課と協力し、リーフレットの配布も行い、児童虐待に関するＤＶ防止啓
発活動の周知を図る。

千葉県
淑徳大学 大学祭実行委員 平成26年11月2日・3日 児童虐待に関して学習し、作成したポスターを大学祭にて展示する。また、大学祭に参加する総合福祉学部、

看護栄養学部学生に、児童虐待に関する知識普及のためにオレンジリボン運動のパンフレットを配布する。

東京都
東京都市大学 伊藤陽一ゼミ 平成26年11月1日 児童虐待に関するパネルを作成し教室に展示する。子どもに関する願い・思いを書いたハート形のポストイット

を入場者に書いていただき、そのメッセージでオレンジリボンのオブジェを作る。（書いていただいた方に）自作
のオレンジリボンをプレゼントする。

東京都
竹早教員保育士養成所 保育研究発表会 平成26年12月20日・21日 保育研究発表会のクラス発表で児童虐待を取り上げ、その中で「オレンジリボン運動」を紹介する。保育研究

委員会として「オレンジリボン運動」のコーナーを設置し、学生及び来会者にオレンジリボンを配布し、つけても
らう。

東京都
東京純心女子大学 こども文化学科

保育士養成課程2年生
平成26年11月1日・2日 学園祭時、人形劇上演に合わせて、入場者にオレンジリボンと児童虐待防止の啓発に係るプリントを配布す

る。

東京都 ○
日本大学 社会福祉学科（社会福祉コー

ス）
平成2６年11月1日・2日・3日 日本大学文理学部社会福祉学科（および社会福祉コース）学部祭実行委員の呼びかけによって、企画の参加

学生全員がオレンジリボンをつけて活動を行う。また、学部祭の学科企画展示会場に児童虐待防止ポスター
を掲示し、啓発に努める。

東京都 ○
帝京平成大学 社会福祉コース児童・地域分

野実習・講義クラス
平成2６年11月16日・17日 8月11日のオレンジリボン甲子園でも昨年度の活動報告を行う予定である。今年度も学園祭時の展示ポス

ターの作成とオレンジリボンの制作配布を1年から3年の社会福祉コースの学生が行う。

東京都 ○
東洋大学 川原ゼミ（1部2年ゼミ、2部1年

ゼミ）
未定 春学期は、「虐待」や「事例」についてグループ学習を中心に深めていき、ゼミで発表を行った。秋学期は、児

童虐待防止月間に、児童虐待に関するパネルを作成し、展示する（予定）。また、オレンジリボン運動の周知
活動（自作のオレンジリボンとリーフレットの配布）も併せて実施する（予定）。

東京都 ○

大妻女子大学 精神保健福祉士コース・佐々
木ゼミ・藏野ゼミ

平成26年7月～12月 「誰もが子どもを見守り隊」となり得ることをコンセプトに、支援の対象や見守られる立場になることの多い学生
や障害者、高齢者も児童虐待防止や子育てを見守る実践者となることを推進する活動を行う。独自のキャラク
ター作成と、障害者団体等の助言を得て誰にも伝わるオリジナルリーフレットの作成を行う。障害者施設等へ
の訪問、大学祭等でオレンジリボンと共に配布する。

東京都 ○
東京福祉大学池袋キャンパス SW演習田中クラス 平成2６年9月～27年3月 ソーシャルワーク演習を学ぶ学生が主体となって、児童虐待の実態とその取組について学び、オレンジリボン

運動をどのように展開するかを話し合い進めていく。

東京都
東京学芸大学 馬場幸子自主ゼミ 平成2６年11月2日・3日 児童虐待に関する基本的知識をつけた上で、オレンジリボン運動についての展示や、リボンの作成・配布を行

う。また、支援団体関係者の方をお招きしてのシンポジウムなどを予定している。

東京都 ○

明星大学 ボランティアサークル「メル
シー」

平成26年11月1日・2日・3日 ・サークル内での児童虐待防止についての認識、確認、勉強
・星友祭(文化祭)のサークル出店ブースでのポスターとチラシの掲示、またチラシ、リボンの配布、部員のリボ
ン着用、口頭での啓発

神奈川県

神奈川社会福祉専門学校 学園祭実行委員会
執行部

平成26年11月8日 学園祭前に全学生にオレンジリボン運動についての説明をする。児童虐待に関する資料を作成し、学園祭当
日、児童養護施設へ寄付するための募金箱の設置場所に児童養護施設と児童虐待についての資料を掲示
する。学園祭当日に募金をして頂いた方に、自作のオレンジリボンをプレゼントする。

県 学校名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添）

「学生によるオレンジリボン運動」実施予定校一覧
実施主体

（ゼミ名、サークル名など）
実施予定時期 取組概要

北海道
東北

ブロック

関東
ブロック



神奈川県

田園調布学園大学 人間福祉学部太田ゼミナール 平成26年11月 社会福祉学科1年から4年までの学生全員にオレンジリボンを配布し、11月の1か月間、オレンジリボンをつけ
てもらい、学生自らがソーシャルアクションを行う。

神奈川県○

小田原女子短期大学 保育学科オレンジリボン運動 平成26年10月12日 学園祭にて行う保育学科企画会場内に、「オレンジリボン」啓発ポスターを掲示し、入場者にリーフレット及びリ
ボンを配布する。

神奈川県○
鎌倉女子大学 有志学生団体 平成26年11月15日・16日 学園祭にて「オレンジリボン運動」に関するポスター等の展示を教室で行い、来場者にオレンジリボンを配布す

る。また、子どもが遊べるスペースを用意して、親子でオレンジリボン作りを楽しんでいただく中で児童虐待へ
の理解を深めてもらう。

神奈川県○

國學院大學 子ども支援学科学生企画委員 平成26年10月26日 オープンキャンパスで入試相談ブース内にオレンジリボン運動のコーナーを設置する。児童虐待に関するパネ
ルを展示し、児童虐待問題やオレンジリボン運動についての説明と、リボンの配布を行う。

神奈川県○

横浜保育福祉専門学校 保育学研究・保育実習指導Ⅱ・
生活福祉　合同フィールドワー
ク

平成26年10月25日・26日 当校3年生対象に3科目合同フィールドワークとして、児童虐待やオレンジリボン運動に関する事前講義を行
う。学園祭では、パネル展示や関連リーフレット等の配布と子育て等に関する意識調査を実施する。（回答者
に）自作のオレンジリボンをプレゼントする。また、オレンジリボンを製作するコーナーも設置し、持ち帰ってもら
う。

神奈川県

和泉短期大学 ・オープンキャンパス
・学生スタッフ広報渉外ユニット

・平成26年11月23日
・1年間

・ふれあい・いきいきフェスタ（光が丘地区）地域活性化フェスタ「会場：淵野辺公園・由野台中学校・和泉短期
大学・相模原市社会福祉事業団 松が丘園」にて、オレンジリボンを配布し、児童虐待防止を呼び掛ける。
・相模大野駅前「ユニコムプラザさがみはら　相模原市立　市民・大学交流センター　大学情報コーナー和泉短
期大学ブースにて、1年間オレンジリボンを置き、チラシと共に持っていけるように設置し、児童虐待防止を呼
び掛けている。

神奈川県○

和泉短期大学 ボランティアサークル 平成26年
○10月25・26日
○11月4日
○11月5日
○11月10日

○いずみ祭（学園祭）時、受付や事務局、学生ホール、個別相談会コーナー等で、学生が作ったオレンジリボ
ンを来校者に配布し、身に付けてもらい　「児童虐待防止」を呼びかけ、「オレンジリボン運動」を、学内全体で
教職員学生が一丸となって取り組む。当日は、在学生及び教職員、来校者全員がオレンジリボンを身につけ
る。
○相模原市ウェルネスさがみはらの外観をオレンジ色にライトアップし、児童虐待防止を市民に呼びかける。
オレンジリボンライトアップ点灯式を開催する。
○JR横浜線「橋本」駅前及び小田急線「相模大野」駅前の2ヶ所にて、和泉短期大学学生と相模原市民生委
員児童委員協議会の方と協力のもと、オレンジリボンセット及びオレンジリボン啓発ティッシュ等を配布し「児
童虐待防止」を呼びかける。各駅前1,000個配布する。
○JR横浜線「相模原」駅前にて、和泉短期大学学生と相模原市民生委員児童委員協議会の方と協力のもと、
オレンジリボンセット及びオレンジリボン啓発ティッシュ等を配布し「児童虐待防止」を呼びかける。1,000個配布
する。

神奈川県

聖セシリア女子短期大学 平本ゼミ 平成26年10月25日・26日 聖セシリア女子短期大学において開催される「保育フェスティバル」において児童虐待の現状と予防について
のパネルを作成し展示する。また、展示教室においてゼミ生によるオレンジリボン運動として、オレンジリボン
としおりとチラシを来場者に配布し、児童虐待予防の啓発活動を行う。本学学生および教職員にオレンジリボ
ンを配布し着用をしてもらう。

新潟県 ○

国際こども・福祉カレッジ 総合福祉学科1年・福祉心理学
科１年

平成26年10月11日、12日 学園祭にて、教室の一部や校舎内にポスターや学生が作成した資料等を掲示する。また、教室等で児童虐待
防止に関する啓発を行い、関心を持って下さった方にオレンジリボンを配布する。

富山県

富山国際大学 ＳＳＷ（スクールソーシャルワー
ク研究会）

平成26年11月17日18日19日 児童虐待の防止における啓発活動を通し、児童虐待の現状等について学び、また多くの方に知ってもらうた
め、大学祭にてチラシの配布やオレンジリボン（手作り）の製作や配布を行う。

福井県

仁愛女子短期大学 ボランティアサークル他有志 兵士江26年11月16日 児童虐待の現状について勉強会を実施しオレンジリボンを作成する。ふく＋（ふくたす）での子育て支援事業
開催時に児童虐待防止に関するポスターを展示及びオレンジリボンとパンフレットを配布する。

山梨県 ○

身延山大学 イノセント 平成26年10月26日 学園祭にてオレンジリボン運動のファイルを配布し、認知度を広めていく。子どもの遊具コーナーも設置し、子
どもに関心を持ってもらう。

長野県
佐久大学・佐久大学信州短期
大学部

学友会
大学祭実行委員会

平成26年11月1日・2日2日 大学祭期間中に学友会全員オレンジリボンを付け運動をPRする。啓発ポスター掲示と来場者にリーフレットと
オレンジリボンを作成し配布し啓発活動を行う。

岐阜県
岐阜聖徳学園大学短期大学部 福祉部 平成26年11月1日・2日・3日 11月1日から行われるクレマチス祭（大学祭）で、来場者や学生にパネル展示やクイズラリーを行う。また2日

（日）の「ぎふオレンジリボンたすきリレー」にボランティアスタッフとして参加する。

愛知県

岡崎女子大学 大学２年　　Sクラス・Tクラス 平成26年１１月８日・９日 これまで学んできたことを基に子ども虐待に関するパネル等を作成し学園祭で展示する。さらに子ども虐待に
ついての資料などを配布しながら説明し、子ども虐待防止を働きかける。

愛知県 ○

至学館大学 こども健康・教育学科　吉田幸
恵ゼミ（3年）（８人）

平成26年10月18日～11月28日 大学祭の実施期間を中心に学内にて啓発活動を行う。具体的内容として、児童虐待の現状や防止策に関す
る掲示物やプレゼンテーションを作成・実施する。また、オレンジリボンを作成し配布する。

愛知県 ○

愛知淑徳大学福祉貢献学部 福祉貢献学会チャリティー班 平成26年8月23日、11月1日・3
日

8月23日は、大学近隣の街の夏祭りにおいて、オレンジリボンを配布する。11月1日2日は、本学の大学祭であ
り、当日に、来場者を対象とし、オレンジリボンをポケットティッシュに貼り、パンフレットと共に配布する予定。
また、児童虐待に関わるポスター掲示なども含め、現在活動に向けて検討中である。

愛知県 ○

日本福祉大学 オレンジリボン運動実行委員会 平成26年11月15日 学内で児童虐待に関心がある学生、教員を中心とした実行委員会を9月から立ち上げる。大学祭の期間に、
①地域の社会的養護の子どもたちを招待し、ゲーム、グループワークなどをとおして子どもたちのエンパワー
メントを図る、②多くの学生、住民にこの運動を知ってもらうため、学内外での「オレンジリボン・タスキリレー」
などを実施する、③大学祭に訪れる学生、住民にオレンジリボン等を配布し、この運動の趣旨を広めていく。

三重県 ○
三重短期大学 ボランティアサークル 平成26年11月初旬 次のような内容を検討している。大学祭において児童虐待に関するパネルを展示。「オレンジリボン運動」の認

知度調査の実施。オレンジリボン等の配布による活動。

京都府
京都光華女子大学 看護学科3学年有志 平成26年10月～11月 児童虐待に対する理解を深めるために学習会を行う。児童虐待を防止するオレンジリボン運動を学内に広め

るために、「オレンジリボン」を作成し、他学年や他学科にも広める。
また、学園際においてポスター等の掲示を行うとともに「オレンジリボン」やリーフレットなどを配布する。

京都府 ○
京都文教大学 柴田ゼミ 平成26年7月～11月 京都府家庭支援課と提携し、行政担当者と共に児童虐待について学習し、京都府制作の虐待防止動画を共

同企画。制作動画による社会啓発。学内でのポスター掲示、オレンジリボン及びリーフレット等の配付

大阪府
太成学院大学 子ども発達学科 平成26年11月16日 大学の学園祭において、児童虐待防止に関するポスターを子ども発達学科の展示室に掲示し、来訪者にオレ

ンジリボンの作成をしてつけてもらうと同時にこの運動の趣旨を説明し、理解していただく。

大阪府

相愛大学 保育・教育マネジメント履修者
／直島ゼミ

平成26年10月25日・26日 事前に児童虐待に関する学習会を開催する。その上で、大学祭においてブースを設け、オレンジリボン、リー
フレット等の配布とともに、ポスターや学生の作品（学生が調べ、作成した児童虐待防止啓発パネル）を展示
する。その取り組みの様子を写真に撮ってパネル化し、学内のオープンキャンパス等での展示、さらには大阪
市住之江区および住之江区社会福祉協議会にも展示を依頼し、継続した啓発活動に努める

大阪府

千里金蘭大学 桑名・宮里ゼミ 平成26年10月25日・26日 ゼミや関連科目において児童虐待について学習したことをふまえ、児童虐待に関するポスター・パネル等を作
成し、大学祭において展示を行う。また、オレンジリボンの作成ワークショップや配布等を行い、学内外の来場
者にオレンジリボンをつけてもらい、関心を高める活動を行う。

大阪府 ○
大阪成蹊短期大学 阪野ゼミ 平成26年10月11日 大学祭にブースを設け、オレンジリボンキャンペーンの啓発ポスターを掲示し、資料の配布とともに相談コー

ナーを設置し啓発活動を行う。

大阪府

プール学院大学短期大学 児教育保育学科 平成26年10月25日・26日 学園祭にて、児童虐待に関するパネルやポスターを模擬店横に掲示し、虐待防止の普及啓発を行う。模擬店
に訪れた方を中心に、オレンジリボンや児童虐待に関する資料などを配布する。学園祭実行委員をはじめ
各々の模擬店運営スタッフ、参加教職員にはオレンジリボン着用を事前に依頼し、着用して学園祭で過ごして
もらう。

大阪府 ○
追手門学院大学 学習支援室ピアサポーター 毎週火曜日 ①毎火曜日に学生ピアサポーターが実施しているランチョンセミナーを活用して児童虐待とその予防に関する

ミニ講座を実施、受講者へオレンジリボンをプレゼントする。またオレンジリボンを作る講座も開催する。

大阪府 ○
四天王寺大学 大学基礎演習（人間福祉学科

健康福祉専攻1年生）
平成26年11月1日・2日・3日 大学祭（11月1日～３日）来場者に対して、パネル展示やオレンジリボン配布を行って、啓発に努める。また、

地域の行事に参加して、前記と同じ方法で啓発に努める。

大阪府 ○

大阪青山短期大学 卒業研究グループ 平成26年11月9日 卒業研究の内容と「児童虐待防止推進月間」標語募集に幼児教育・保育科2年生が応募した取り組み状況等
を発表する。。卒業研究サークルとして大学祭当日、教室に大阪府近県の虐待防止のための啓発ポスターを
掲示し、啓発に努める。また、自作のオレンジリボンやオレンジリボン運動啓発物を大学祭に来場した人々に
プレゼントする。

大阪府
常磐会短期大学 堀ゼミ 平成26年10月26日 児童虐待について、具体的な事例や実態を学ぶ。ゼミの活動を中心に、文化祭において、ポスター展示・オレ

ンジリボン作りを実施し、オレンジリボン運動について、地域の人たちや学生に伝える。

大阪府
大阪府立大学 地域看護ゼミ ・平成26年10月25日・26日

・平成26年11月2日・3日
羽曳野キャンパス杏樹祭、大阪府立大学白鷺祭において、オレンジリボンキャンペーンをおこない、大学祭に
来所した学生、地域住民に子ども虐待予防についての理解を促す。
自作のオレンジリボンを配布する。

兵庫県

関西国際大学 教育学部教育福祉学科福祉学
専攻

平成26年11月15日・16日 福祉学専攻の有志で行う学園祭の模擬店において、オレンジリボンと児童虐待防止の啓発パンフレットを配
布する。オレンジリボンと啓発パンフレットは学生が事前に作成する。

東海
中部
北陸

ブロック
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兵庫県 ○
聖和短期大学 波田埜ゼミ 平成26年11月6日 アドバイザーアワーでオレンジリボン運動の趣旨や意義を伝えて、オレンジリボンを作成する。そして、学園祭

でオレンジリボンと児童虐待防止のパンフレットを配布する。

兵庫県 ○
近大姫路大学 松島ゼミ 平成26年12月上旬の1週間を

予定
自主発表会という形で、期間中、オレンジリボン・子ども虐待に関する展示（ポスター）を作成・掲示し、参加者
に説明する。また、オレンジリボンを配布し、学内での関心を高める。

兵庫県 ○
関西保育福祉専門学校 学友会 平成26年11月2日・3日 昨年度に引き続き、学院祭の一つのイベントとして取り組む。昨年度作成したオレンジリボン掲示物を学生

ホールに展示。役員がオレンジリボン運動に関するチラシを作成し配布する。当日、参加者はオレンジリボン
を作成し胸に飾る。

兵庫県 ○

湊川短期大学 杉山ゼミ（卒業研究） 平成26年11月2日・3日 児童虐待について事前に勉強した学生が、大学祭にて児童虐待防止の啓発運動を行う。(虐待に関する展示
など)
（具体的な取組内容）大学祭の学科ブース内で、オレンジリボンの配布、児童虐待について勉強したことなど
の展示を行うことや、本学学生や来場者に児童虐待の実態を知ってもらうことによって、児童虐待を周知して
いける取り組みを行う。

兵庫県 ○
甲子園短期大学 学生部委員会 平成25年10月12日、13日 学園祭にて、子どもあそびコーナー他でオレンジリボンを配付する、子どもあそびコーナー他でオレンジリボン

の作成コーナーを設ける、児童虐待防止に関するパネルを展示する。

兵庫県 ○
神戸学院大学 社会リハビリテーション研究会

総合リハビリテーション学部佐
野ゼミ・石田ゼミ

平成26年11月1日～7日 ・児童虐待に関する講演会を実施する
・卒業生で児童福祉関係の仕事をしている先輩の話を聞く会を設ける
・オレンジリボンを作成し、教職員および学生に配布する
・児童虐待やオレンジリボンに関する認知度調査を実施する

兵庫県 ○
神戸医療福祉大学 打田ゼミ 平成26年10月25日・26日 こども福祉コース全員と教職員に自作のオレンジリボンをつけてもらう。

学園祭参加者に児童虐待の意識調査をする。

兵庫県 ○
武庫川女子大学 １年D組 平成26年10月18日・19日 児童虐待や、オレンジリボンに関するパネルを数枚作成し、教室に展示する。また、オレンジリボンが作れる

ブースを作り、製作してもらう。

兵庫県 ○

流通科学大学 「子どもの明るい未来の部屋」
加藤ゼミ

平成26年10月25日・26日 児童虐待に関するパネルを作成し教室に展示すると同時に、子どもと親が遊び自己表現ができる場を提供す
る。子どもの権利、子どもをめぐる福祉問題について日頃ゼミで学んだ報告をパネルに作成する。オレンジリ
ボンについて啓発活動を実施する。来室者にオンレジリボン運動について、認知度調査を実施し、オレンジリ
ボンを参加者にプレゼントをする。また、例年通り、教室には、塗り絵コーナーや折り紙コーナー、オレンジリボ
ン作成コーナーを設ける。展示と遊びの空間を提供する。県内児童養護施設連盟と共催を考えている。オレン
ジリボン運動の取り組みは本学では今年で７年目を迎えます。

兵庫県
関西福祉大学 ＳＳＷ教育課程 平成26年9月23日 ＳＳＷ教育課程秋の地域親子交流事業 『とびだせ！ボクらの夢のまち～あこうパンタジ―ワールド』 におい

て、オレンジリボン運動の主旨を説明するとともに、オレンジリボンを配布する。

兵庫県
関西福祉大学 佐伯ゼミ 平成26年10月25日・26日 児童福祉施設と共催で児童虐待と施設のパネルを展示し、塗り絵などの親子触れ合いコーナーを設ける。来

場者にオレンジリボンを配布するとともに児童虐待のアンケート調査を実施する。

兵庫県 ○
関西福祉大学 八木ゼミ 平成26年8月22日 第3回子ども支援セミナーにおいて、児童虐待に関する展示並びに研修会を開催する。来場者にオレンジリボ

ン運動の主旨を説明するとともに、オレンジリボンを配布する。

鳥取県 ○

鳥取短期大学 オレンジリボンサークル 平成26年10月18日・19日 児童虐待に関するパネルを作成し教室に展示する。来場者にメッセージを記入してもらいパネルに貼付する。
来場者にオレンジリボンをその場で作成してもらうブースを設けて、メンバーと共に作ることを通して、認知を図
る。県の協力により入手したパンフレットを配布する。

岡山県
吉備国際大学 社会福祉学科 平成26年11月1日 学園祭において、学科ブースでオレンジリボン運動啓発のためのパネル展示を行う。来訪者にオレンジリボン

を配布する。また、社会福祉学科学生全員に学園祭中にオレンジリボンを付けてもらい、啓発活動の一翼を
担ってもらう。

岡山県 ○
新見公立短期大学 幼児教育学科 月2回 大学内の親子交流広場「にこたん」において親子とともに児童虐待について考え，リボンを共同製作する。リボ

ンを「にこたん」「にいみこどもフェスタ」で配布し，虐待防止を啓発する。

岡山県
美作大学 生活科学部社会福祉学科 10月7日・8日 児童虐待に関するパネルを作成し、学園祭で模擬店に展示する。アンケート用紙を作成して「オレンジリボン

運動」の認知度調査を行う。オレンジリボン、パンフレットを手渡し啓発活動を行う。

広島県 ○

広島都市学園大学 こどもケアセンター 平成26年11月16日･17日 本学大学祭当日に地域住民にひらかれた「あそびコーナー」を設置する。そこにオレンジリボン作成のコー
ナーを設け、来校者にオレンジリボン作成を体験してもらう。本コーナーには子ども教育学科の学生も作成手
順の説明のために常駐し、オレンジリボン作成者に対して児童虐待の状況などの説明を行う。

広島県 ○
広島文教女子大学 清水ゼミ 平成26年10月25日・26日 ①児童虐待問題に関する研修の実施、②学園祭などを利用して、オレンジリボンの配布、アンケートの実施

山口県

山口県立大学 オレンジリボン 平成26年11月1日・2日 大学祭において、児童虐待の事例学習の成果や児童養護施設訪問などの活動報告の掲示、来場者に子育
て体験や子どもの権利・幸福に関して意見を書いてもらうオピニオンボードへの設置を通して、児童福祉への
理解を深めるとともに、オレンジリボンの児童虐待防止活動の周知・啓発を行う。

山口県 ○
宇部フロンティア大学短期大学
部

保育学科1年性 平成26年11月2日、11日16日 児童虐待に関するリーフレット、オレンジリボンを作成し、大学祭および地元イベントにて配布、広報活動を行
う。

徳島県 ○
四国大学 短期大学部幼児教育保育科2

年生有志
平成26年11月7日・8日・9日 ①児童虐待に関するパネルを作成し、大学祭に展示する。②大学祭当日は、来場者と一緒にオレンジリボン

作成やオレンジリボン（サンプル）を配布し、児童虐待防止に関する理解を深めて頂く。

愛媛県 ○
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科 平成26年10月24日・25日・26日 教室又は体育館で、児童虐待防止のパネル展示とチラシ配布を行う。保育学科の学生と教員全員が手作り

オレンジリボンを付け、来学者にも付けてもらう。ひと言メッセージ用ノートを用意する。

愛媛県
松山東雲女子大学 人文科学部心理子ども学科

善本ゼミ
平成26年11月8日・9日 子ども専攻のゼミ等を中心に、オレンジリボンの制作を広く呼びかけて周知をはかり、また作成されたオレンジ

リボンを11月８・９日の大学祭で配布、着用して告知活動を展開する。大学祭で本活動のブースを設け、パネ
ル展示、絵本および関連作品の展示を行う。

福岡県 ○
純真短期大学 こども学科 平成26年10月18日・19日 学園祭において、児童虐待・児童福祉について調べ学習で作成した展示ポスターや子どもの作品を教室展示

する。また、学園祭に参加している他学部、来校者に自作のオレンジリボンをプレゼントし、児童虐待防止につ
いて啓発する。

福岡県 ○
福岡県立大学 看護学部

地域看護学領域
平成26年11月8日・9日 事前に参加学生による児童虐待・オレンジリボン運動に関する勉強会を行い、児童虐待の現状を学び、オレン

ジリボン運動の意義を共有する。また、オレンジリボンの作成を行う。大学祭で児童虐待に関するパネル展示
とパンフレット・オレンジリボンの配布を行う(2日間)。

福岡県
西南女学院大学 福祉学科 平成26年9月20日 詳細を現在検討中ですが、オープンキャンパスにてオレンジリボン運動についての説明を行いたいと思ってい

ます。オープンキャンパス運営スタッフである学生を中心に活動する予定です。

福岡県 ○
西日本短期大学 保育科・手嶋ゼミ 平成26年10月25日 本年度も児童虐待に関するパネルを作成し保育学科棟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。保育学科全員にリボンを配布しつけてもらう。

佐賀県
九州龍谷短期大学 保育学科 平成26年11月23日 児童虐待に関するパネル及びチラシを作成し、幼児教育研究発表会会場にて展示する。発表会を運営する保

育学科１・２年生に自作のオレンジリボンを配布し、発表会に来場された一般の方にも配布する。

佐賀県 ○

西九州大学 社会福祉学科 平成26年9月1日 　「児童・家庭福祉論」（2年生）の講義内で、児童虐待の現状および課題について講義をし、「オレンジリボン
運動」についての説明を行う。その際、オレンジリボンを自作できるように材料を配布し、後期ガイダンス時（9
月末）や地域でのボランティア活動等での着用を通して、児童虐待問題への啓発を行う。また適宜、ボランティ
ア活動時等でオレンジリボンを配布する。

長崎県 ○
長崎女子短期大学 全学学生 平成26年10月～27年2月 児童虐待問題に関心のあるゼミが勉強会に参加したり、卒業研究を行う。学園祭では有志が中心となってオ

レンジリボンを作成し、全学でつけてもらうよう呼びかける。また同時にパネルの作成・展示、オレンジリボンの
配布を行う。

長崎県

活水女子大学 徳永ゼミ 平成26年10月24日 蛍雪会（学園祭）で、教室を借りて、子ども虐待の実態（統計を含む）、ゼミで発表した子ども虐待に関する研
究資料などをポスターにして掲示する。また、オレンジリボン運動に関する資料も掲示し、ゼミは全員オレンジ
リボンをつけ、オレンジリボンを配布する。

長崎県 ○
長崎純心大学 現代福祉学科 平成26年11月頃 長崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課とタイアップした企画を実施予定（詳細未定）。

大分県 ○
東九州短期大学 幼児教育学科 平成26年11月2日 学園祭にて「オレンジリボン運動」に関するパネルを作成し展示する。幼児教育学科の学生でオレンジリボン

を作成し、来場者に配布する。

大分県 ○
別府大学短期大学部 初等教育科 平成26年11月1日 子育て支援活動やパパ育児参加の講座受講、子どもルームでの学生支援スタッフボランティア活動を通して、

子育てについて学ぶ。学園祭で親子イベントを開催し、「オレンジリボン運動」のポスター掲示やチラシを配布
し、啓蒙活動をおこなう。
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