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日本交通心理士会第１８回千葉大会のご案内（第２号通信）
秋冷の季節となりました。会員の皆様には益々お元気でご活躍のことと思います。
さて、日本交通心理士会第18回大会のプログラムが決まりましたので、ご案内いたします。
なお今大会は、新型コロナウイルスの感染拡大により、オンライン方式の開催となります。オンライン参
加であってもポイント付与等、通常大会参加と同様に扱われますので、是非ご参加くださるようご案内申し
上げます。大会の参加申込みは10月30日までになります。

記
◆会

期:2021年11月13日（土）／11月14日（日）

◆共

催: 日本交通心理学会

◆後

援: （一社）全日本指定自動車教習所協会連合会
（一社）千葉県指定自動車教習所協会
京成電鉄(株)

◆開催方式と諸注意
大会期間中（大会、総会）は、すべて Zoom によるオンラインで開催しますので、Zoom を初めて
使用される方は事前準備をお願いします。事前準備の方法は次の＜参考＞を参照してください。
＜参考＞
オンライン参加に必要な機材は次のいずれかが必要になります。
＜Windows PC を利用する場合＞
事前に Zoom をインストールしておいてください。なお、所属先のセキュリティ設定等の都
合により Zoom をインストールできない場合があります。その場合は、所属先のネットワー
ク管理者にご相談ください。
＜Mac、スマートフォン・タブレットを利用される場合＞
Zoom Cloud Meetings をダウンロードしてください。
詳細については下記のリンクからマニュアルを参考にしてください。
https://zoomy.info/manuals/sanka/
【大会に参加される方へ】
・大会論文集は 11 月初めに発送します。
・
「参加用 URL」と「総会用 URL(心理士会員のみ)」を大会前日までにお知らせします。
また
「ドロップボックス URL」
にアクセスいただくことで参加マニュアルをご覧いただけます。
・シンポジウム並びに研究発表に対するご質問は Zoom のチャットのみになります。
また事前質問もお受けします。事前質問は 11 月 10 日までに大会事務局までメールでお送りく
ださい。大会事務局メール：info@jpt2021.info

進行の都合上、全てのご質問・ご意見にお答えできない場合があります。また、どのご質問・
ご意見が採用されるかは、シンポジウムは司会者、研究発表は座長のご判断にお任せします。
・大会当日は＜参加者用大会サポートデスク＞を開設します。Zoom の接続方法や不具合に電話に
て対応させていただきます。【大会サポートデスク 10:00∼18:00】090-3548-1086（杉崎）
＊ただし、参加者のインターネット通信環境等の問題に関する不具合については、サポートデスクでは対応出来
かねますので予めご了承ください。

【大会シンポジスト並びに研究発表者の方へ】
大会シンポジスト並びに研究発表者の方ついては、事前に発表用データ(MP4)をドロップボック
スにて回収いたします。また、ご希望される方については 11 月初旬に集合形式のレクチャー・
リハーサルを行いますので、ご参加ください。詳細ついては、別途個別にご案内いたします。
◆大会参加要領について
参加を希望される方は、 大会ホームページ、 (https://jpt2021.info) よりお申込み下さい。
参加申し込みの締切り日は、2021年10月30日（土）です。
なお、参加費については、以下の通りになります。

大会参加費

日本交通心理士会会員

7,000円

日本交通心理学会会員

9,000円

上記以外の非会員

発表論文集を含みます

11,000円

※本大会では論文集を大会開催前に送ります。必ずお振込み締切り日(11 月 2 日)までに入金してください。
また、参加お申込時に論文集の送付先住所「自宅」
「所属先」の選択を忘れずに行ってください。
※領収書は論文集に同封して郵送します。なお、参加お申込時に領収書の宛名が記載されていない場合は
個人名で発行致します。宛名変更の領収書再発行は致しませんので、ご了承ください。

※振込先（ゆうちょ銀行）

口座番号

日本交通心理士会千葉大会準備委員会

ゆうちょ銀行から
振込の場合

口座名義人

00110-5- 768714

ニホンコウツウシンリシカイチバタイカイジュ
ンビイインカイ

店名（店番）

他行等から
振込の場合

預金種目 ・ 口座番号

０一九(ゼロイチキユウ)店(019)

当座

0768714

※ 手数料は、申し込み者ご負担でお願いします。
※ 通信欄に、 参加者のお名前と所属をご記入ください。
（複数人数同時にご記入される場合は、 対象となる全ての方のお名前をご記入ください）
※

なお、納入された参加費は大会当日に欠席されても返金はいたしません。また、大会の申込みをされ、参加費
等が未納の場合で当日に欠席された場合は後日、請求させていただきますので予めご了承ください。

◆大会についての問い合わせ
株式会社京成ドライビングスクール営業企画部内
日本交通心理士会 第18回千葉大会準備委員会事務局

紺野

広津

E-mail:info@jpt2021.info 電話：03-6657-8868（直通） FAX：03-3657-3187 携帯：080-2160-1380

日本交通心理士会第 18 回大会プログラム
【第１日目

11 月 13 日（土）】総合司会：梅澤 雅（飛鳥安全研修センター）

13:00～13:20 開会宣言：大会会長・日本交通心理士会会長 石田 敏郎(早稲田大学名誉教授)
挨

拶：日本交通心理学会会長 蓮花 一己(帝塚山大学 学長)

13:20～15:40 大会シンポジウム
テーマ 「高齢運転者対策の現状と課題」
司

会

大谷 亮（一般財団法人日本自動車研究所）

話題提供者 1 石田 敏郎（早稲田大学名誉教授）
「新高齢運転者免許更新制度と実技試験」
話題提供者 2 松浦 常夫（実践女子大学人間社会学部教授）
「路上での運転と事故時の運転からみた教習所コース内運転の特徴」
話題提供者 3 石川 淳也（中央自動車学校 日本交通心理士会副会長）
「高齢者講習受講後の運転行動の変化について」
話題提供者 4 瀬川 誠（山城自動車教習所 交通教育センターR-ism Lab.）
「運転技能検査(実地試験)導入に向けた講習担当者の不安と葛藤について」
企画 石田 敏郎（早稲田大学名誉教授）
休憩（15 分）
15:55～17:00

【第 2 日目

総会

11 月 14 日（日）】

9:00～9:55 発表Ⅰ 座長：岩城 直幸（水原自動車学校）
（各発表時間 13 分＋質疑 5 分）
1）企業ドライバーのための自己評価能力教育プログラムの開発
－コーチングによる自己評価技能向上への試み－
加藤 裕哉（R45・日の出自動車学校）
2）区切りの年齢での運転免許返納を促進する要因について
〇武田 翔平（八郎潟太平自動車学校）
神田 直弥（東北公益文化大学）
3）高齢運転者に反復的な実車指導を実施することによる運転行動の変容
〇岩城 直幸（水原自動車学校）
外川

佑（新潟医療福祉大学作業療法学科）

休憩（10 分）
10:05～11:00 発表Ⅱ 座長：伊藤 嘉康（豊田市交通安全学習センター）
1）自動車教習所の入所時と卒業時における自転車運転中の通行位置の変化
萩原 隆幸（高槻自動車教習所）
2）教習生の自転車運転に関する意識の変容
山下 正貴（高槻自動車教習所）
3）交通安全施設における保護者の子どもへの対応の影響要因

〇伊藤 嘉康（豊田市交通安全学習センター）
柴田 彩子（豊田市交通安全学習センター）
大谷

亮（一般財団法人日本自動車研究所）

休憩（10 分）
11:10～12:05 発表Ⅲ 座長：小菅 英恵（公益財団法人交通事故総合分析センター）
1）知識・意識・認知での車間距離の相違
〇佐藤 寛明（東福岡自動車学校・九州大学大学院統合新領域学府）
松木 裕二（福岡工業大学工学部電子情報工学科）
志堂寺和則（九州大学大学院システム情報科学研究院）
2）運転適性検査に関する学科教習へコーチングを取り入れた教育プログラム開
発

―コーチングワークシートによる教育の実践と効果―

〇和田

徹（黒井産業(株)黒井交通教育センター廿日市校）

奥山 祐輔（黒井産業(株)黒井交通教育センター本部）
渡部 信喜（R45・日の出自動車学校）
宮川 忠蔵（株式会社電脳）
太田 博雄（東北工業大学）
3) 職場の運転者教育における運転適性検査データ活用の試み
:高速道路保全管理業務を対象として
〇小菅 英恵（公益財団法人交通事故総合分析センター）
西田

泰（公益財団法人交通事故総合分析センター）

菱川 豊裕（公益財団法人交通事故総合分析センター）
菅野

裕（神奈川県警察本部交通部運転免許本部）

内藤 敏一（神奈川県警察本部交通部運転免許本部）
瀬川 綾乃（神奈川県警察本部交通部運転免許本部）
12:05 閉会挨拶
大会準備委員長 小林 広人（株式会社京成ドライビングスクール）
12:10 終了

◆大会についての問い合わせ
株式会社京成ドライビングスクール営業企画部内
日本交通心理士会 第18回千葉大会準備委員会事務局

紺野

広津

E-mail:info@jpt2021.info 電話：03-6657-8868（直通） FAX：03-3657-3187 携帯：080-2160-1380

