
 
 

 

令和元年 12 月 2 日 

愛   媛   大   学 

全国大学ピアサポーター合同研修会 

「ぴあのわ in 愛媛」を開催します 

つきましては、是非取材くださいますようお願いいたします。 

記 

日  時 ： 令和元年１２月７日（土） １３時００分～２１時００分 

               １２月８日（日）  ９時００分～１３時００分 

※プログラム詳細は、別紙をご参照ください。 
 

場  所 ： 愛媛大学  （愛媛県松山市文京町 3 番） 

         松山大学  （愛媛県松山市文京町 4 番地 2） 
 

参加者 ： 全国の大学でピアサポート活動に従事する、もしくは興味のある学生・教職員 
 

駐車場 ： 無(公共交通機関をご利用ください) 

※伊予鉄道市内電車環状線「赤十字病院前」下車、北へ徒歩 3 分 

※報道機関の方で、車で取材に来られる場合は、正門守衛室で手続きを行い、 

           来客用駐車場を利用してください。 

＊お手数ですが、取材いただける場合は、事前にご連絡をお願いいたします。 

 

 ※送付資料 5 枚（本紙含む） 

 
 
 

 

 

「ぴあのわ」とは、名古屋工業大学、三重大学を中心に企図された、全国の大学でピアサポ

ートに従事する学生と、それをサポートする教職員の合同研修会です。四国地方に色濃く残る

「お接待」の精神でスチューデント・キャンパス・ボランティア（通称ＳＣＶ）と松山大学学生支援

団体 PIER(通称ピア)、並びに愛媛大学・松山大学の職員が運営を行います。 

今回は、「経験を学びに変える～辿って巡って紡ぐ未来のストーリー～」をテーマに、全国か

ら２４大学、１５０人を超えるピアサポーターが集い、研修会を開催します。 

詳しくはｗｅｂに記載しております。 http://scvinfo.csaa.ehime-u.ac.jp/pianowa/ 

【本件に対する問い合わせ】 

学生支援センター 阿部光伸 

TEL：089-927-9149 

e-mail : abe.mitsunobu.mk@ehime-u.ac.jp 

PRESS RELEASE 

学生中心の大学 地域とともに輝く大学 世界とつながる大学 

 

http://scvinfo.csaa.ehime-u.ac.jp/pianowa/


 

全国大学ピアサポーター合同研修会  

「ぴあのわ in 愛媛」実施概要  

 

１. 主催    愛媛大学 教育・学生支援機構 学生支援センター  

〈共催〉   松山大学 学生部 学生支援室  

〈運営〉   愛媛大学スチューデント・キャンパス・ボランティア（通称「SCV」） 

松山大学学生支援団体 PIER（ピア） 

 

２. 期日     2019 年 12 月 7 日(土) 13 時 00 分から 21 時 00 分  

2019 年 12 月 8 日(日) 09 時 00 分から 13 時 00 分  

 

３． 会場     愛媛大学 （愛媛県松山市文京町 3 番） 

松山大学 （愛媛県松山市文京町 4 番地 2） 

 

４. 参加者     全国の大学でピアサポート活動に従事する，もしくは興味のある学生・教職員  

 

５. テーマ       「経験を学びに変える ～辿り巡って紡ぐ未来のストーリー～」 ピアサポートを担う学

生は，学生支援という大事な役割を担っているのも事実ですが、その経験をとおして多

くのことを学んでいます。 今回の「ぴあのわ in 愛媛」では，自分たち自身で考察を行

い，これまでの経験を学びに可視化する「学びの喜び＝『気づくに気づく』」 を学びます。  

 

４. プログラム 

 

1） 記念講演  いよココロザシ大学  学長・理事長  泉谷 昇 

 テーマ 「ハテナに学ぶ」  

 

2） 基調講演  東京学芸大学  副学長   松田 恵示 

 テーマ 「創造力を生む『遊び』」  

※基調講演は，夜楽塾の中で開講されます。  

 

3） ピアサポート力養成講座（教員セッション）  ＜定員＞ 各 20 名*  

（1） 危機管理＆共感力     野本 ひさ （愛媛大学）  

（2） プロジェクトマネジメント    丸山 智子 （愛媛大学）  

（3） ファシリテーション    前田 眞 （愛媛大学） 

（4） 課題解決＆チームづくり    阿部 光伸 （愛媛大学） 

（5） これからの障害学生支援   太田 琢磨 （愛媛大学）  

（6） 自閉症スペクトラムの世界   宮内 那帆 （愛媛大学） 

（7） 使える『活動指針』づくり   鈴木英一郎 （三重大学）  

（8） 自己理解と自己受容     野口 里美 （香川大学）  



（9） 大学生の健康 *     大島 紀人 （東京大学）  

（10） ふりかえり     岸岡 洋介 （京都外国語大学）  

（11） ハートとハートが繋がる体験    金山 健一 （神戸親和女子大学） 

*：「大学生の健康」のみ定員 15 名となります 

 

4） 夜楽塾   夜楽塾は，ゲストスピーカーとオーディエンスが，軽い食事やドリンク（アルコール含）  

をいただきながら，基調講演を踏まえ膝付き合わせて歓談する「知の座談会」イメージ  

したナイト・セッションです。 

 

（１） 基調講演 東京学芸大学 副学長 松田恵示  

テーマ「創造力を生む『遊び』」  

（２） ポスターセッション  

 

5） ワークショップ（学生セッション） 

 （1） 学生相談 

 （2） 新入生･高校生支援  

（3） 学習支援  

（4） 障がい学生支援 

 （5） キャリア形成支援  

（6） 環境整備 

 （7） ボランティア斡旋  

（8） 広報(課)支援  

（9） 留学生支援  

（10） 災害ボランティア 

 

 5） ワールドカフェ 「みんながハッピーになるピアを考えよう！」 

 

 6） 総括  

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先 

愛媛大学 学生支援センター 阿部 光伸  

e-mail： abe.mitsunobu.mk@ehime-u.ac.jp  

電話： 089－921－9149（研究室直通） 

 

 

 

 



スケジュール 

【１日目】 １２月７日 

時間 内容 場所等 開講形態 

１１：１５～ お接待「ツアー」➊（希望者のみ） 

① 道後温泉コース  

② 松山城コース  

③ 愛媛大学キャンパスコース 

  

12：30～ 受付 愛媛大学 

南加記念ホール 

 

１３：００～１３：１５ 

 

13：15～14：15 

オープニング 

 

記念講演 

  いよココロザシ大学 学長・理事長 泉谷 昇 氏 

 

記念撮影」（1） 

 （松山大学に移動） 

愛媛大学 

南加記念ホール 

全体 

14：45～16：00 ピアサポート力養成講座（１） 

Session1 「大学生危機管理」  

Session2 「プロジェクトマネジメント」  

Session3 「使える『活動指針』作り」  

Session4 「大学生の健康」 

Session5 「自己理解と自己受容」  

Session6 「これからの障害学生支援」  

Session7 「ふりかえり」  

Session8 「課題へのアプローチ」 

松山大学  

樋又キャンパス 

H3E ， H3F ， H3G ， 

H3H ， H3J ， H3L ，

H3M， H3N （全 8 教

室） 

〈Refreshment〉H3D，H3K  

〈講師控室〉H3A  

〈引率者控室〉H3B  

〈事務局〉H3C 

希望講座に

分かれて参

加 

 

 

16：30～17：45 

 

 

ピアサポート力養成講座（２） 

Session9 「相談を支える共感力の育成」 

Session10 「ファシリテーション」  

Session11 「 最 高の ピアサ ポー ト体 験 」 

Session12 「自閉症スペクトラムの世界」 

Session13 「フィードバック」  

Session14 「ふりかえり」  

Session15 「プロジェクトマネジメント」 

Session16 「自己理解と自己受容」  

 

（カルフールに移動） 

 

 

松山大学  

樋又キャンパス 

H3E ， H3F ， H3G ， 

H3H ， H3J ， H3L ，

H3M， H3N （全 8 教

室） 

〈Refreshment〉H3D，H3K  

〈講師控室〉H3A  

〈引率者控室〉H3B  

〈事務局〉H3C 

 

 

希望講座に

分かれて参

加 

次頁へ 

＜Refreshment＞ 



１２月７日（土） 

時間 内容 場所等 開講形態 

18：00～ 

 

18：25～ 

 

 

18：30～19：30 

 

 

19：40～20：50 

夜楽塾 

 食事（お弁当）,歓談 

ナイト・セッション 

Opening address 

 

「基調講演」 

東京学芸大学 副学長  松田 恵示 先生 

 

ポスターセッション （＠２０分×２回） 

Closing remarks 

松山大学 

〈カルフール〉 

全体 

 

【２日目】 １２月８日（日） 

時間 内容 場所等 開講形態 

9：00～10：15 学生セッション  

Session1 学生相談  

Session2 新入生･高校生支援  

Session3 学習支援  

Session4 障がい学生支援  

Session5 キャリア形成支援  

Session6 環境整備  

Session7 ボランティア斡旋  

Session8 広報(課)支援  

Session9 留学生支援  

Session10 災害ボランティア 

Session11 ピア活動の課題 

松山大学 

樋又キャンパス 

 〈 ゼ ミ 〉 

H3D,H3E,H3F,H3G,H3H,H3J,H3K, 

H3L,H3M,H3N （全 10 教室）  

〈引率者控室〉H3B  

〈事務局〉H3C 

希望講座に

分かれて参

加 

10：45～12：15 ワールドカフェ 

テーマ 「みんながハッピーにな

るピアを考えよう！」 

松山大学  

文京キャンパス 

２号館 ２１２教室 

全体 

12：30～13：00 総括 

ハーベスト 

受賞者所感発表 

講評 

記念撮影 

松山大学 

文京キャンパス 

８号館 ８２０教室 

全体 

13：00～ お接待「ツアー」➋  

① 道後温泉コース  

② 松山城コース  

③ 松山大学キャンパスコース 

【集合場所】 

松山大学 

文京キャンパス 

８号館 １階 

（希望者の

み） 

 


