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１. プログラム
10月９日（日）
9:00～

受付

10:00 ～ 12:00 12:00 ～ 13:30 12:30 ～ 13:00

記念講演

昼

総

食

会

（会員のみ）

13:40 ～ 17:20

研究・実践発表、分科会

17:30 ～ 19:00

交流会
ワールド・カフェ

10月10日（月・祝）
9:00～

受付

９:30 ～ 9:45

9:45 ～ 12:25

12:25 ～ 12:30

学会賞授与式 記念シンポジウム

１⽇⽬
受

閉会行事

10⽉９⽇（⽇）

付【９:00～】

記念講演【10:00～12:00】
テーマ：

しあわせ運べるように

－コロナ時代と震災を生きる歌－

あの悪夢のような阪神・淡路大震災から27年。絶望感のなかで、子どもたちに未来を託し創
作した「しあわせ運べるように」は昨年の１月17日に神戸市の市歌として制定されました。こ
の歌の誕生秘話、そして音楽科教員にとって受難の時となったコロナ時代。歌えない合唱団の
練習や授業の様子、未来を担う子どもたちへの新曲「やさしさ つむいで」。
Withコロナの音楽教育についてお話します。
・感動して宝石の涙を流せる子どもたちに
・「しあわせ運べるように」誕生秘話
・遺族の方々の想い
・コロナ禍での合唱指導
・コロナ後の未来に「やさしさ つむいで」

講師

臼井

真（うすい

まこと）

プロフィール 1960年神戸市生まれ。震災時は神戸市立吾妻小学校（97年
閉校）勤務。神戸市立の８つの小学校で38年間勤め、2021年３月末で退
職。現在は、神戸親和女子大学児童教育学科准教授。「しあわせ運べるよ
うに」は、神戸ルミナリエでも歌い継がれ、神戸から新潟、東北、熊本へ
……。そして英語・中国語・フランス語・ペルシャ語・イタリア語・カン
ボジア語・トルコ語・スペイン語・エスペラント語・ミャンマー語・ネパ
ール語・韓国語にも訳され、海外でも広く歌われている。小学生のための
作詞・作曲オリジナル曲は400曲以上。平成17年度兵庫県教職員組合教育文
化奨励賞受賞。平成18年度国際ソロプチミスト神戸東第一回グローバル賞受賞。平成22年度神
戸市教育委員会教育実践奨励賞受賞、平成23年文部科学大臣優秀教員表彰。平成26年神戸新聞
「平和賞」受賞、令和２年国際ソロプチミスト神戸東「千嘉代子賞」クラブ賞受賞。令和３年
兵庫県功労者表彰文化功労賞、JASRA第８回文化賞受賞
公式サイト「しあわせ運べるように」http://www.shiawasehakoberuyouni.jp

昼 休 憩

【12:00～13:30】

総

【12:30～13:00】

会

対象：日本ピア・サポート学会会員

研究・実践発表、分科会 【13:40～17:20】
発表20分、質疑応答20分、講評５分
発表者については後日学会ホームページにてご案内いたします。

交流会

ワ－ルド・カフェ【17:30～19:00】

ファシリテーター 音山若穂（群馬大学教育学研究科（教職大学院））
第11回研究大会のワークショップで体験いただいた「ワ－ルド・カフェ」により、「交流会」
を企画・運営いたします。
今回は、コロナ禍におけるワールド・カフェで対話を楽しみましょう。
参加された方同士が対話を通して、ピア・サポート活動について再考し、大会後のご自身のピ
ア・サポート活動、10日のシンポジウムのテーマにつなげましょう。

２⽇⽬
受

10⽉10⽇（⽉・祝）

付【9:00～】

学会賞授与式【9:30～9:45】
記念シンポジウム【9:45～12:25】
テーマ：誰ひとり取り残さないピア・サポート―コロナ時代をつながって生きる―
シンポジスト
相川章子（聖学院大学）、茨木泰丈（こども教育支援財団）、松下健（北陸学園大学）

指定討論者 バーンズ亀山静子（NY州スクールサイコロジスト）リモート
コーディネーター 栗原慎二（広島大学大学院）
＜企画趣旨＞
「誰ひとり取り残さない」社会を実現するには、専門家による支援だけではなく、ピアによる
支援が必須です。その実践に取り組むことと実践者を増やすことは、この学会に課せられた使命
です。３人のシンポジストは、精神障害のある方々、不登校の子どもたち、高校生・大学生を対
象にピア・サポート実践に取り組み、それを論文や書籍や指導者養成に還元する取り組みをされ
ている先生方です。また、広い視点と世界の動向から、本学会の名誉会員であるバーンズ亀山静
子先生に指定討論をお願いしています。「誰ひとり取り残さないピア・サポート」について、と
もに考えましょう。

閉会行事【12:25～12:30】

２.

参加ポイント
ピア・トレーナー及びピア・コーディネーターの資格更新ポイントに必要なポイントが付与
されます。
研究大会２日間参加 ２ポイント

３年ぶりの対面開催

―京都で再会を―

第20回記念研究大会・第21回総会は、この間のコロナ感染拡大の状況から、常任理事会より対面と
オンラインの同時開催が可能な会場をとの依頼を受けて、立命館大学朱雀キャンパスでの開催となり
ました。
現地では、対面でご参加いただくことを基本として準備をしていますが、オンラインでの参加も
可能です。Peatixでの申し込み時に、対面かZoomか参加方法を選択してください。申し込み後に
コロナ感染状況等を踏まえ参加方法の変更を希望される場合は、現地の実行委員会（担当：細川
hosokawa@spc.ritsumei.ac.jp）にご相談ください。
本大会は、第20回記念研究大会として常任理事会の主管で行われますが、参加申し込み受け付け、
当日の運営体制などは、現地実行委員会が担当しています。立命館大学大学院教職研究科、人間科学
研究科の院生、修了生の協力を得ながら、現地実行委員会を立ち上げ、取り組みを進めています。
３年目を迎えたコロナ時代のなかで感染状況を注視しつつも、対面での交流が進み、実践・研究に
関する報告を受けて議論が深まることを願っています。対面参加の皆様もオンライン参加の皆様も、
京都の地で再会しましょう。
第20回記念研究大会・第21回総会（京都大会）
現地実行委員会代表 春日井 敏 之

立命館大学朱雀キャンパス

アクセス図（立命館大学ホームページより）

★ JR・地下鉄 京都駅から
・JRにて約７分、「二条駅」下車、徒歩
約２分
・京都市営烏丸線にて約5分、「烏丸御池
駅」で京都市営東西線に乗り換え約４
分、「二条駅」下車、徒歩２分
★阪急大阪梅田駅から
・阪急にて約40分、「大宮駅」下車、徒歩
約10分

本研究大会の参加申込と大会参加費決済は

Peatix になります！
申し込み期間

2022 年７月４日 ～９月30日 

初めての試みですので、新システムの流れを別紙でお知らせいたします。ご参照ください。

別紙

Peatix による

参加申し込み・大会参加費決済方法のご案内
本研究大会は現地参加とZOOM参加による開催となり、限られた人員で大会運営に当た
るため、大手イベント監理サービスPeatix（ピーティックス）の提供するシステムによ
り、オンラインにて事前に参加申し込みと大会参加費の徴収を行うことにいたしました。
初めてPeatixを利用される方をはじめ、申し込み時の入力や決済手続きについてご不便を
おかけするかもしれませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。以下にPeatixの利
用準備と参加申し込みの主な手順をまとめます。

概要を整理します。
①Peatixでは「参加申し込み」と「参加費の徴収」を⾏います。
②Peatixに登録することが必要です。
③申し込みは携帯からでもできます。携帯ではアプリを使うと便利です。
④今までは参加費を⽀払うとき、郵便局の振込などを利⽤していました
が、カード決済、コンビニ⽀払いといった多彩な⽀払いの⽅法があり、
参加者の皆さんの⼿間を少なくできます。
⑤参加申し込みをしたらキャンセルができません。
※郵便局からの申し込みや⽀払いはできません。

１．Peatixの利用準備（登録）
① Peatixの新規登録（初めてPeatixを利用される方のみ）
初めて Peatix を利用される方は、Google などの検索サイトで
「Peatix」
「ピーティックス」
を検索してアクセスし、ロ
グインページ上部にある「新
規 登 録」を ク リ ッ ク し て、
アカウントの作成・登録（ま
たは Facebook などの他の
サービスとのアカウント接
続登録）をしてください。
② Peatix にログインします。
右記載のログインページ
で利用するアカウントのボ
タンなどからログインして
ください。これで準備完了
です。

ここにある
「新規登録」
をクリック

２．申し込み期間：2022年７月４日(月)～９月30日(金)
３．Peatixでの参加申し込み・決済
「参加を申し込む」ということは「Peatixでチケットを購⼊する」ということです。
「参加費⽤を⽀払う」ということは「チケットの代⾦を⽀払う」ということです。
① 本研究大会専用の参加申し込みURLにアクセスします。（右のQRコードからもア
クセスできます） https://peer-support-2022-rits.peatix.com
②「チケットを申し込む」を押します。
チケットの一覧の下にボタンが表示されます。
③ チケット選択の画面で、希望のチケットと支払い方法を選択します。
す。
会員／非会員／学生･院生の立場毎に現地参加、ZOOM、記念講
演のみ等の参加形態が表示されますのでご自身の予定にあわせて
チケットを１枚だけ選択してください。
支払いの方法は「クレジットカード」「コンビニ／ATM（＋
手数料220円）」「PayPay／銀行」の３つからご希望の方法を選
選
択し「次に進む」を押してください。
④ お名前・ご所属・メールアドレス・電話番号など必要事項の記入
フォームが出てきますので、記入をお願いします。ここで記入
入
された個人情報は、本研究大会実行委員会による大会運営業務に
のみ使用いたします。参加申し込み後の諸連絡は必要に応じてメ
ールにより行いますので、特にメールアドレスの誤入力がないよ
う、十分にご注意ください。記入後「請求先情報に進む」を押し
てください。
⑤ 支払いに必要な事項を入力します。
③で選択した支払い方法に応じた項目が表示されますので、必
必
要事項を入力してください。
なお、一部の支払い方法では、④の記入事項と同じ項目（例えば
ば
電話番号）の入力を求められることがあります。ここでの入力事項
項
は決済業者が使用するものですので、改めて入力をお願いします。
⑥ 確認事項へ進み「お申し込みを確定する」を押します。
これで参加申し込みに必要なオンラインでの入力作業は完了です。ただし、決済方法として
「コンビニ／ATM」を選択された方は、店頭での入金後に正式に参加申し込み完了となりま
す。表示された支払い期限を過ぎてしまうと、入力内容は無効となり、最初から参加申し込み
の入力をやり直す必要が生じます。また、申し込み期限（９/30）の直前（１日前から）は決済
確認の都合上「コンビニ／ATM」を選択できなくなりますのでご注意ください。
ここまでに示した手順と、実際に表示される内容（順序やボタンの位置、具体的な表現など）が
異なる場合は、実際の表示内容を優先してください。また、携帯アプリ、ブラウザでも申し込みす
ることが可能です。

ご不明な点は、現地実行委員会・細川までお問い合わせ下さい。

hosokawa@spc.ritsumei.ac.jp

