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北海道 こども學舎 学生220人 平成26年2月21日～23日 学園祭で児童虐待防止メッセージを入れてオレンジリボンを来場者へ配布。

北海道 函館短期大学 教養ゼミナール　新沼ゼミ 平成25年10月中旬
学園祭で、児童虐待に関するパネルの作成・展示、オレンジリボンの作成・配布、リーフレット、ダイヤル周知
カードの配布を行う。

北海道 札幌市立大学助産学専攻科 専攻科生 平成25年9月21日
オープンキャンパスの来学者に、リーフレットとオレンジリボンを活用した啓蒙活動を行なう。

宮城県 東北生活文化大学短期大学部 子ども生活専攻1年 平成25年10月19、20日
児童虐待についての勉強会を行い、大学祭においてオレンジリボンを配布する。

宮城県 仙台白百合女子大学 大迫ゼミ
平成25年10月1日～平成26年3
月31日

学習会等を実施し、得られた成果を大学祭で発表することで、児童虐待防止に関する啓発活動につなげる。

宮城県 仙台青葉学院短期大学 こども学科 平成25年11月16日 理解を深めるための学習会を行い、学園祭においてオレンジリボンについて説明しながらリボンを配布する。

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（保健指導） 平成25年9月28日 母親学級にてオレンジリボンを配布する。家族や地域で意識し子どもへの虐待をなくすよう、啓発する。

秋田県 聖園学園短期大学 学生会 平成25年10月27日 学園祭にてオレンジリボンを作成するコーナーを設け、親子で作成してもらう。また、入場者につけてもらう。

山形県 東北文教大学短期大学部 子ども学科 平成25年10月中旬
関係機関などを訪問し事前学習とし、大学祭当日はオレンジリボン、パンフレットの配布と説明、意識調査など
アンケートを実施する。

茨城県 いわき短期大学
ボランティアサークル「わたぼう
し」

平成25年10月6日～12月15日
学園祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待の現状について学習会を行う。いわき短大子育て支援事業
活動の場で、オレンジリボンを配布する（計6回）。

茨城県 茨城キリスト教大学 児童教育学科学生等（140名） 平成25年11月16日
虐待についての事前勉強会。オレンジリボン運動についての啓発活動。記念行事参加者へのオレンジリボン
とパンフレットの配布等。

茨城県 リリー保育福祉専門学校 心理ゼミ 平成25年11月下旬
水戸駅にて資料配布等のＰＲ活動を行う。また、こども学科発表会の来場者に対し、オレンジリボン等の配布
と啓蒙活動を行う。

茨城県
常磐大学ヒューマンサービス学科社
会福祉士課程３年／チャイルドピース
実行委員会／伊藤晋二ゼミナール

平成25年10月26日、27日

茨城県 宮本秀樹ゼミナール 平成25年10月31日

栃木県 足利短期大学 こども学科 平成25年11月上旬 学園祭にて、オレンジリボン運動をPR。

栃木県 国際医療福祉大学大学院
助産学特論Ⅱウイメンズヘル
ス

平成25年10月12,13日 大学祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待について掲示物を用いて学習会を行う。

群馬県 東京福祉大学
保育児童学科1年クラス
ゆうゼミ（保育児童専門演習
Ⅱ）

平成25年9月1日～11月30日 学園祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待の現状について学習会を行う。

群馬県 群馬医療福祉大学
社会福祉学部鈴木靖弘研究グ
ループ

平成25年11月15日、16日
オレンジリボン運動及び児童虐待防止について事前学習実施。文化祭会場に専用ブース設置。学生による児
童虐待に関する研究発。オレンジリボン運動の資料配付やポスター貼付。参加者によるオレンジリボン作成。

北海道
東北

ブロック

関東
ブロック

常磐大学
学園祭にてオレンジリボン運動のコーナーを設置、啓発活動の実施。オリジナルパンフとオレンジリボンを活
用し児童虐待防止をアピール。学園祭の反響を集約し、新たな児童虐待防止の取り組みを開発して、地域で
啓発活動を行う。事前学習会を開催。

都道府県 学校名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添）
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埼玉県 埼玉東萌短期大学 学友会（5人） 平成25年10月中旬 学園祭でオレンジリボンの作成、児童虐待についての展示等を行う。

埼玉県 埼玉純真短期大学
髙橋ゼミ
・学生会執行部

平成25年10月19日、20日
純真祭準備期間にオレンジリボンの作成と純真祭でオレンジリボンの配布を行う。児童虐待の現状について
の掲示発表を行う。

埼玉県 国際学院埼玉短期大学 学友会（予定） 平成25年11月2日、3日 五峯祭（大学祭）にて啓発活動を行う。

埼玉県 埼玉県立大学
書道サークルと社会福祉学科
３年保育コース

平成25年10月26日、27日 学園祭にて、オレンジリボン作成コーナー、リーフレットやポスターの配付・展示、児童虐待啓発パネル展示。

埼玉県 聖学院大学
人間福祉学科／聖学院大学ボラン
ティア活動支援センターボランティア
フェスティバル実行委員

平成25年11月1日、2日 学園祭において、各ブースの来場者等へリボンやチラシを配布し、周知し関心を持ってもらう機会とする。

千葉県 川村学園女子大学 内海崎ゼミ 平成25年10月26日、27日
児童虐待についての学習会を実施し、虐待を防止の呼びかけ資料を作成する。学園祭にてオレンジリボンと
作成した資料を配布する

千葉県 聖徳大学 学友会 平成25年１1月初旬 学園祭にてオレンジリボンを配布する。その他（現在案を検討中です）

千葉県 城西国際大学 宮澤ゼミ 平成25年11月3日、4日
「親・子ども・看護師、三者の立場から考える子ども虐待予防」というテーマで学習・研究に取り組み、成果を学
園祭で発表。学園祭では児童虐待防止のためのリーフレットを作成し、オレンジリボンとともに配布。

東京都
國學院大學
人間開発学部子ども支援学科

学生企画委員会（子ども支援
学科）

平成25年10月27日
「共育フェスティバル」において児童虐待防止に関する展示などによる啓発活動ならびに「オレンジリボン」の
作成・配布など。

東京都 東京成徳短期大学
寺田ゼミ＆子育て支援ハートフ
ルママ

平成25年9月7日～10月30日 学園祭でオレンジリボンに対するアンケート結果報告児童虐待防止に関する研修会を実施。

東京都 東京学芸大学 馬場自主ゼミ 平成25年11月１日～3日
学園祭にて、虐待の現状や予防に関する資料の展示やお知らせの展示。パンフレット配布、ラウンドテーブル
の実施。看板をたてる。広報・宣伝活動を行うなど。

東京都
社会福祉法人品川区社会福祉
協議会社会福祉士養成コース

社会福祉法人品川区社会福祉
協議会

平成25年7月10日～9月30日
校内の学生が目につきやすい場所にポスターを掲示。オレンジリボン運動についてのリーフレット、オレンジリ
ボンバッチを全学生に配布する。

東京都 日本大学
社会福祉学科・社会福祉コー
ス桜麗祭実行委員会

平成25年11月2日～4日
学園祭にて、展示（ゼミナール、ボランティア活動等）、子ども広場（子どもの遊べるスペース）の実施による親
子等への啓発他。

東京都 文京学院大学 地域連携センターBICS 平成25年10月19日、20日
学園祭期間中に福祉ショップの一画にブースを設け､ポスター､資料の展示､リボンの作成を行う。学生スタッフ
が来場者に児童虐待の実態について説明、オレンジリボン運動に関心を持ってもらえるように働きかける。

東京都 帝京平成大学
現代ライフ学部人間文化学科
社会福祉コース

平成25年11月16日、17日
学園祭にて、学生で事前に児童虐待、子育て支援について調べたものをパネル（ポスターセッション）ブースを
設け、オレンジリボンの配布と一緒に行っていく。

東京都 日本体育大学
社会福祉学・児童福祉学ゼミ
ナール

平成25年11月1日～3日
学園祭にて、参加者によるオレンジリボンの作成、児童虐待についての展示を通じて、児童虐待について関
心をもち、防止に向けてそれぞれができることを考える。

東京都
社会福祉学科 藤林ゼミ・川原
ゼミ他

平成25年10月1日～12月15日
学園祭にて、オレンジリボン運動や児童虐待の現状の紹介、DVD等の一般公開による児童虐待を知るｺｰ
ﾅｰ・児童虐待の防止のために何ができるかｺｰﾅｰの設置。オレンジリボンの配布と制作。アンケートの実施。

東京都
社会福祉学科 姜ゼミの現ゼミ
生＋元ゼミ生

平成25年11月2日、3日
キャンパス内の学生・教職員を対象にキャンパス内に児童虐待に関するポスターの展示、オレンジリボン運動
に関する資料配付を行う。

東京都
白梅学園大学、白梅学園短期
大学

子どもの虐待防止ネット白梅／
大学サークル中山ゼミナール
／短期大学ゼミ

平成25年4月1日～平成26年3
月31日

子ども虐待防止についての学習（月２回、学びの活動）。社会的養護の学習会に参加。児童養護施設等の見
学、ボランティア活動。学園祭に向けて事前学習。子どもの虐待防止全国ネットワークの活動に参加。

東洋大学



東京都 大妻女子大学
藏野ゼミ（３・４年生）＋精神保
健福祉士養成コース

平成25年10月26日、27日
学園祭にて、児童虐待の現状と防止に関するちらし作成・配布、学生が調べた内容についての掲示と説明、
オレンジリボンの作成・配布。

東京都 東京福祉大学池袋キャンパス
ボランティアサークル池袋キャ
ンパス学祭メンバー

平成25年10月19日、20日 学園祭にて、オレンジリボン運動のパンフレット配布などを通じて、児童虐待について関心をもつ機会とする。

東京都 明星大学 メルシー 平成25年11月1日～5日 学園祭にて、リーフレット・オレンジリボンの配布等を行うことで、虐待の実情と防止について考える。

東京都
ボランティアサークル「STEP
BY STEP」、「ちゃぼとひよこ」、
「つみき」

平成25年11月1日～3日
学園祭にて、オレンジリボンを作成して、大学祭の来場者に配布し啓蒙・啓発を行う。ポスター・チラシの掲示
を行う。

東京都 学部２年生の演習クラス 平成25年9月25日～12月10日
学園祭にて、ポスター製作、オレンジリボン作成。クラスごとにポスター、オレンジリボンを作り、駅、商店街、
区民ひろば、学園祭などでの啓発活動を実施する。

東京都 白梅学園大学 長谷川ゼミナール３年 平成25年10月19日、20日
学園祭にて、児童虐待を考えるための寸劇を数編上映して、参加者とともにディスカッションを行う。また、そ
の場に、児童相談所児童福祉司や児童養護施設・職員をお招きしてコメントや支援の経験談を伺う。

東京都 東京成徳大学 手話サークル 平成25年10月25日～27日 学園祭にて、展示、紹介、リボン作成を行うことで、生命の大切さを伝える。

東京都 こども教育宝仙大学 カモス・サークル 平成２５年１０月２６日・２７日 学園祭にてオレンジリボンやリーフレット、ダイヤル周知カード等を配布し、児童虐待防止の啓発活動を行う。

神奈川県 小田原女子短期大学 村田ゼミ（保育学科） 平成25年10月13日～14日
学園祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待について学習したことを発表する。児童虐待に関する図書の
展示を行う。

神奈川県 関東学院大学
鈴木力ゼミ（子ども家庭福祉）
27人

平成25年11月3日、4日 映像・展示・絵本をつくる。

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 蠣崎保育実践演習 平成25年11月２３日２４日 学園祭にてオレンジリボンを配布し、運動の周知を図る。また児童虐待の現状についてポスター発表を行う。

神奈川県 神奈川県立保健福祉大学 新保ゼミ（児童福祉論）
平成25年6月26日～平成26年2
月24日

児童虐待の現状について、家族と社会との関係を中心に議論しつつ整理し、ゼミ卒業生や大学院生等との研
究会で報告する。

神奈川県 和泉短期大学 ボランティアサークル 平成25年9月下旬～11月下旬
オレンジリボン制作（２，０００個） 。学園祭にて児童虐待防止を呼びかけオレンジリボンを配布する。市役所、
駅等でオレンジリボンを配布し、児童虐待防止を呼び掛ける。

神奈川県 東海大学健康科学部
社会福祉基礎演習１Aにおける
２クラス

平成25年10月2日～11月1日
児童虐待の現状と課題を文献等調査し地域や身近で何ができるか具体的提案をポスターにまとめる。学園祭
展示コーナーにて報告と啓発を行う。来場者のオレンジリボン作成体験等。オレンジリボン作成。

神奈川県 日本女子大学 児童福祉ゼミ 平成25年11月1日～30日 オレンジリボンやティッシュ、虐待防止の内容を含んだチラシを配布し、虐待防止について呼びかける。

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 総合福祉・福祉心理学科１年 平成25年10月12日、13日
社会福祉を学び始めた学生が、学園祭を通して主体的にオレンジリボン活動を行うことにより、来場者ととも
に児童虐待に対する理解を深める。

富山県 富山福祉短期大学 社会福祉専攻 平成25年9月20日、21日
学園祭にて、虐待をテーマにした絵本や書籍などを紹介する（マンガを含む）ことを通じて、児童虐待は他人事
ではなく自分事として考えてもらう。

山梨県 身延山大学
福祉学科２・３年生こども全
サークル

平成25年10月27日
学園祭にて、授業で児童虐待について調べ、まとめたものを展示する。オレンジリボンを作成し、学園祭来場
者に配布する。学生一人一人がオレンジリボンをつけて、児童虐待防止の意識を高める。

岐阜県 岐阜女子大学
家政学部生活科学専攻および
文化創造学部初等教育学専攻

平成25年10月12日、13日
学園祭にて来場者にオレンジリボンを配布する。また、講義において児童虐待の実態について調べ、発表を
行う。

東海
中部
北陸
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大正大学



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

平成25年10月19日
大学祭での企画ブースにおいて児童虐待の実態と取り組みについて取り上げる。「ソーシャルアクション」につ
いての学びにつなげる。

静岡県 静岡県立大学短期大学部
社会福祉学科　佐々木ゼミ（13
人）

平成25年10月9日～12月9日
学園祭で虐待防止のPRとオレンジリボンの啓発活動を行う。虐待防止のシンボルマークとそのオレンジリボン
ができた背景に関する講演を予定している。

愛知県 東海学園大学 保育サークル 平成25年10月19日～11月13日 オレンジリボン運動の学習。虐待防止NPOの実践学習、オレンジリボンとメッセージを作成し配布する。

愛知県 至学館大学 吉田幸恵ゼミ（3年） 平成25年10月1日～31日
大学祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待問題についてまとめた資料を展示・説明し、啓発活動を行
う。

愛知県 名古屋市立大学
大学院看護学研究科博士前期
課程助産学分野

平成25年１１月2日、3日 大学祭にて「オレンジのWA！」ブースを設けプレゼンテーションと資料配布など啓発活動を行う。

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25年8月24日、11月2日、3
日

大学祭：福祉貢献学会の活動紹介の展示（リボン２００個）。日進市夏祭り：親と子のおもちゃづくりコーナー、
虐待予防のポスター、展示とリボン配付、その前で家族記念写真を撮る（リボン１００個）。

愛知県 日本福祉大学
日本福祉大学オレンジリボン
運動実行委員会（仮称）

平成25年11月16日、17日
大学から知多児童相談センターまで「オレンジリボンたすきリレー」（学生、知多地域福祉現場職員、教員な
ど）。　学園祭期間中、ブースで参加者がリボン作成・啓発。

愛知県 名古屋柳城短期大学 学生会 平成25年12月16日～25日 大学近隣の駅周辺において、オレンジリボンとしおりを配布し、児童虐待防止を呼びかける。

三重県 高田短期大学 学生自治会 平成25年10月26日、27日
大学構内にポスターを掲示し、オレンジリボンを作成・配布することで、児童虐待について理解を深めてもら
う。

滋賀県 滋賀短期大学
ボランティアサークル　れいん
ぼう

平成25年11月2日、3日 学園祭にてオレンジリボンを配布。学校内、近隣等にオレンジリボンを配布し、児童虐待防止の啓発を行う。

京都府 京都文教大学 柴田ゼミ（社会的養護内容） 平成25年10月1日～11月末日
京都府山城北保健所福祉室とのコラボレーションで、児童虐待について学習し、学園祭・宇治市街頭等でオレ
ンジリボン運動を行う。オレンジリボン・リーフレット配付・展示など。

大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 保育科
平成25年7月28日～平成26年3
月

学園祭や附属幼稚園行事、地域貢献活動においてオレンジリボンを付けて参加。オレンジリボンの製作やポ
スター掲示。

大阪府 関西女子短期大学 保育科有志 平成25年9月30日～11月10日 教室内にて児童虐待防止に関する情報の掲示及び相談コーナー設置。オレンジリボンの配布等。

大阪府 大阪成蹊短期大学 原田ゼミ 平成25年10月12日
専門演習(ゼミ)にて児童虐待問題の理解を深める 児童虐待防止のために社会ができることを考える。大学祭
にて啓発活動をおこなう。

大阪府
大阪城南女子短期大学
総合保育学科

乳児院学生ボランティア、高橋
ゼミ（社会的養護）

平成25年10月19日、20日 学園祭で児童虐待防止啓発運動を行う。あわせて、事前に学習会を開き、学生同士で知識を高めあう。

大阪府 常磐会短期大学 大学祭 平成25年10月20日 オレンジリボンの作成と配布、児童虐待の現状についての学習会、ポスター作りなど。

大阪府 関西福祉科学大学
社会福祉学部社会福祉学科・
臨床心理士学科・保育士課程
有志（120名）

平成25年9月30日～11月10日
オレンジリボンを作成し配布する。学園祭において「オレンジリボン運動」展示ブースを設置し、啓発活動を行
う。

大阪府 追手門学院大学
社会学部・地域文化創造機構・
COC

平成25年8月1日～平成26年3
月31日

大学祭でのイベントと展示を通じた啓発。常設コーナーの設置。他の心理・経済・経営・国際教養場学部の協
力を得た啓発。地域での行事にて啓発コーナーを設ける。

大阪府 四天王寺大学 人間福祉学科・合同ゼミ 平成25年11月2日～4日
学園祭にて、児童虐待の現状に関するゼミ生主体の学習会の実施。展示パネルのためのパワーポイント資
料の作成。オレンジリボンおよび台紙の作成・配布。

近畿
ブロック



大阪府 大阪人間科学大学
社会福祉学科の学生で、「青少
年問題と福祉」受講者の有志

平成25年８月30日～9月10日
平成25年8月9日～11月30日

授業内で「児童虐待」について学び、オレンジリボンを作成する。受講生の有志メンバーで、オレンジリボンを
「大切な人」に説明し、「手渡す」という活動を行う。

大阪府 大阪女子短期大学 ボランティア部 平成２５年１０月下旬頃
大学祭にて啓蒙活動を実施しオレンジリボンなどを配布する。幼児教育科学生を中心に児童虐待の現状につ
いての学びを進め、本学地域子育て支援研究所子育てひろばユッタリユックリなどでも啓蒙活動を実施する。

兵庫県 聖和短期大学 波田埜ゼミ 平成25年11月25日、26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
松浦・松島ゼミ（児童家庭福
祉）

平成25年12月9日～12月13日 児童虐待の現状について学習会を行う。学習成果を学内で発表し、オレンジリボンを配布する。

兵庫県 関西保育福祉専門学校 学友会 平成25年10月19日・20日
学院祭にてオレンジリボンを参加者に製作してもらい,壁面の大きなオレンジリボンに縫い止め、児童虐待防
止の理解啓発につなげる。

兵庫県 湊川短期大学 杉山ゼミ（卒業研究） 平成25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)。

兵庫県 神戸市看護大学 助産学専攻科 平成25年10月13日
神戸市看護大学内の地域国際交流センターの取り組みの一環で行われる「竹の台ふれあいまつり」にてオレ
ンジリボンを配布し、児童虐待防止の啓発をする。

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 平成25年11月2日～11月15日
学園祭にて児童虐待問題に関する勉強会の開催。オレンジリボンの作成。学園祭でのオレンジリボンキャン
ペーン。校門にて学生を対象にオレンジリボンの配付。大学近辺の駅にてオレンジリボンの配付。

兵庫県 甲子園大学
現代経営学部医療福祉マネジ
メント学科４回生ゼミ他

平成25年11月1日～30日
学園祭にて、児童虐待の現状や取り組み、オレンジリボン運動に関する情報を発信し、より多くの人に児童虐
待防止の重要性を訴える。市の取り組みに参加（街頭キャンペーン等）調整中。

兵庫県 神戸医療福祉大学
打田ゼミ及び家庭支援論受講
生

平成25年10月26日、27日
授業でDVD「誰も知らない」による事前学習。学園祭にて、掲示（展示）。参加者には児童虐待についてアン
ケートをとる。

兵庫県 武庫川女子大学 堀ゼミ
平成25年10月19日、20日　11
月1日

学園祭にて、オレンジリボンの起源や虐待事例についてまとめて展示。また、質疑応答ブース、リボンの作成
ブースを設置。民生委員や市町村職員と街頭でオレンジリボンを配る。

兵庫県 流通科学大学 加藤ゼミ 平成25年10月19日、20日
学園祭にて、「子どもの未来の部屋」として、リボンを作るコーナー、折り紙コーナー、塗り絵コーナー、学生に
よる学習展示。今年は「父親について」をテーマに企画予定。

兵庫 関西福祉大学
スクール（学校）ソーシャルワー
カー養成課程４年生及び演習
Ⅱ（八木ゼミ）

平成25年8月23日
演習のポスター展示にて子ども虐待の発表をする。そうした活動を踏まえて、本学の学生にオレンジリボン活
動を積極的に展開したいと思っている。

鳥取県 鳥取短期大学
岩本ゼミ
（児童家庭福祉）

平成25年8月1日～平成26年3
月31日

学園祭にて、モニュメントを展示する。児童虐待についての学習の発表を行う。ダンスや寸劇で虐待防止をア
ピールする。オレンジリボンを配布する。

岡山県 就実短期大学
幼児教育学科子育て支援ボラ
ンティアグループGBA

平成25年8月～9月下旬
児童虐待の現状についての勉強会の実施。学内・学外で行う子育て支援イベントにてオレンジリボンを配布す
る。

岡山県 美作大学 有岡研究室
平成25年8月1日～平成26年3
月31日

学園祭にて、児童虐待の現状の展示と理解の促進、オレンジリボンの作成と配布、児童虐待に対するアン
ケートの実施。

広島県 広島国際大学 光盛ゼミ（小児保健） 平成25年10月1日～11月20日
大学祭にて児童虐待防止啓発パネル展示とオレンジリボン配布。11月は虐待防止週間としてオレンジリボン
の配布と放送での呼びかけを行う。

広島県 福山平成大学 福祉健康学部福祉学科 平成25年10月26日、27日
学園祭にて、児童虐待の実情と児童虐待防止月間のパネル展示。来客者にオレンジリボンを作ってもらい胸
につける。

中国
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広島県 広島文教女子大学 人間福祉専門演習Ⅰ 平成25年10月1日 ～11月1日 リーフレットを作成し、オレンジリボンを作成して児童虐待防止月間初日に学内で配布する。

山口県 山口福祉文化大学 子ども生活学専攻２年生 平成25年10月1日～11月3日
大学祭にてオレンジリボンを配布する。児童虐待の現状と課題、および解決策について学び、その結果を大
学祭にて報告する。

山口県
宇部フロンティア大学短期大学
部

保育学科
平成25年10月1日～平成26年2
月28日

児童虐待とオレンジリボン運動に関する学習会の後、社会福祉協議会などとも連携して、学園祭を中心に各
所でリボンの配布を行う。

徳島県 四国大学 母性看護学・助産学ゼミ 平成25年10月1週～11月1週
児童虐待の要因、課題の討議後、他学部の大学生や（育児支援活動時）若い父母への説明やオレンジリボン
の配布など広報活動を行う。

香川県
専門学校穴吹パティシエ福祉
カレッジ

保育・食育学科 平成25年11月2日、3日 学園祭にてオレンジリボンを配布する。ポスターを子ども広場に掲示する。

愛媛県 JOL（国際協力）同好会 平成25年10月1日～11月30日
地域公民館、学校にオレンジリボン、ポスターを配布する。啓発講話を行い、児童虐待の現状、自分たちにで
きることについて考えてもらう。

愛媛県 畔地ゼミ（児童家庭福祉） 平成25年10月26日 大学祭にてオレンジカードに親子が交換するメッセージを書いてもらう。リボンと交換。

愛媛県 松山東雲女子大学
しののめオレンジリボンプロ
ジェクト実行委員会

平成25年11月9日、10日
大学祭で事前学習の成果の発表展示を行う。ポスター・資料展示、オレンジリボンの制作・配布、オブジェクト
の制作・展示、啓発デモンストレーション、パネルシアターの上演、併設幼稚園・子育て広場等への啓発活動。

福岡県 純真短期大学
保育・教育指導法（人間関係
コース）

平成25年10月26日、27日
学園祭にて、児童虐待防止に関する展示と同時に、パンフレット・オレンジリボンを配布しながら啓発活動を行
う。

福岡県 福岡こども短期大学 ｗｅｂファミリーサポート研究会 平成25年10月26日、27日 学園祭にて募金活動を行う。募金に協力していただいた方に、キャンディーレイとオレンジリボンを渡す。

福岡県 北九州保育福祉専門学校 学友会 平成25年11月2日、3日 学園祭にてオレンジリボン配布します。児童虐待の現状について学習会を行う予定。

福岡県 西日本短期大学 手嶋ゼミ（子どもと健康） 平成25年10月19日 文化祭で児童虐待防止の取組や現状をまとめ展示し 来場者にオレンジリボンを配布してこの運動を広める。

福岡県
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター附属福岡看
護助産学校

助産学科12回生 平成25年10月4日、5日
学園祭にてオレンジリボンを参加者に作成してもらい配布する。児童虐待の現状について学習し、参加者にも
知ってもらう。

福岡県 聖マリア学院大学 竹元ゼミ（助産学研究Ⅱ） 平成25年11月9日、10日
児童虐待について文献レビューをし、医療における取組の現状と課題を明確にし、今後の方向性を明らかに
する。学院祭で学習成果を発表し、オレンジリボンの配布を行う。

福岡県 久留米大学 文学部社会福祉学科 平成25年9月29日
JR久留米駅、西鉄久留米駅周辺での学生を中心とした啓発活動。児童相談所勤務の弁護士による講演の実
施他。

福岡県 産業医科大学 医生祭実行委員会医療部 平成25年11月2～4日
学園祭にてオレンジリボンのリーフレット等の配布を行い、オレンジリボンの意味を知ってもらうと共に、児童虐
待の現状について知ってもらう。

佐賀県
西九州大学健康福祉学部社会
福祉学科

社会福祉コース２～４年 平成25年10月26日
虐待等に関する事前学習を行い、資料等を各近隣高校へ配布予定。学園祭にてパネル展示。近隣の高校
生・大学生を中心にオレンジリボンを作成。一般参加者（高齢者・障害者・近隣住民等）への配布・普及。

長崎県 長崎女子短期大学 幼児教育学科
平成25年6月1日～平成26年3
月31日

学園祭等にてオレンジリボン・チラシを配布。

長崎県 長崎純心大学 現代福祉学科 平成25年10月13日、14日 社会福祉を学ぶ大学生とともに、長崎市内において、オレンジリボンの配布と広報啓発活動をおこなう。
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聖カタリナ大学



熊本県 熊本保健科学大学 助産別科（Healing　Herb） 平成25年8月1日～10月19日 児童虐待及びオレンジリボン運動について学習する。学園祭にてオレンジリボンを配布する。

大分県 東九州短期大学 幼児教育学科 平成25年10月27日
事前学習会を行い、広報・啓発資料を作成。大学祭等で児童虐待防止のメッセージを込めて作成した「オレン
ジリボン」配布。

大分県 別府大学短期大学部 初等教育科・保育科 平成25年10月1日～11月30日
命の尊さや児童虐待について授業で学ぶ。また、学園祭で親子イベントを開催し、ポスター掲示やオレンジリ
ボンを配布し啓蒙活動を行う。

鹿児島県 鹿児島女子短期大学 児童教育学科 平成25年10月26日、27日 学園祭にて、オレンジリボンの配布や運動に関する展示、メッセージボードの設置等を行う。


