
2021 年 3 月 24 日 

2021 年度ステップアップ講習のご案内 

日本交通心理学会 蓮花 一己 

日本交通心理士会 石田 敏郎 

 

拝啓、 時下益々ご健勝のことお慶び申し上げます。昨年度はコロナ禍の影響でやむなくステップ

アップ講習を中止としましたが、今年度は従来の対面講習のみから、会員の参加容易性、利便性向上

のためにオンデマンド講習も併用しての開催となります。別紙①、②のご案内をお読みの上、ご参加

下さいますよう、お願いいたします。                         敬具 

 

【今年度の大きな変化点について】 

 
従来（対面講習のみ） 

２０２１年度 

対面講習（別紙①） オンデマンド講習（別紙②） 

講習科目 12科目（うち必須科目 4つ） 
6科目 

（うち必須科目 2科目） 

6科目（予定含む） 

（うち必須科目 2科目） 

ポイント付与 

受講証明書 

・1日参加＝1P（全員） 

・必須科目ポイント無し 

・受講証明書有 

・1日参加＝1P（全員） 

・必須科目ポイント無し 

・受講証明書有り 

・申請方式（申請者のみ） 

・ポイント付与、受講証明書

発行条件等別紙②参照 

受講費用 1日＝1万円 1日＝1万円 アカウント費用 1万円 

日程 春、学会大会中、秋の開催 5月 15日、22日、23日 アカウント有効期間年度内 

申込み 学会事務局 学会事務局（5/7）締切 オンデマンド SU事務局 

 

【開催内容と対面講習日程等】 

No 種別 対面開講日 必須 講習名 講師（敬称略） 会場 

1 OD   ★ データ解析 島崎 敢 名古屋大   

2 OD   ★ 論文の書き方 島崎 敢 名古屋大   

3 OD（準備中）     調査法 神田直弥 東北公益文科大   

4 対面 5/15(土）AM   発達心理学 大谷 亮 JARI 東京都 T総合会館 

5 OD     研究倫理＊１ 大谷 亮 JARI   

6 OD（準備中）     認知心理学 矢野 伸裕 科警研   

7 対面 5/15(土）PM   運転適性・飲酒と疲労 岡村和子 科警研 東京都 T総合会館 

8 対面 5/23(日）AM ★ カウンセリング理論＊2 堀内 美穂子 江戸川大 東京都 T総合会館 

9 対面 5/23(日）PM ★ リスニング実習 瀬川誠 山城自動車教習所 東京都 T総合会館 

10 OD（準備中）     実験法 小菅英恵 ITARDA   

11 対面 5/22(土）AM   学習・教育心理学 大谷 亮 JARI 東京都 T総合会館 

12 対面 5/22(土）PM   社会心理学 北折 充隆 金城学院大学 東京都 T総合会館 

＊OD～オンデマンド講習、 ★～必須科目 
＊１：「研究倫理」は会員専用ページのオンデマンド講習ガイダンスの中にも動画があり、会員は無料で視聴できます。ただし受講

証明書およびポイント取得のためにはオンデマンド講習での修了と申請が必要です 
＊２：カウンセリング理論、リスニング実習は交通カウンセラー養成講座の一部を兼ねています 

 

                        以上 

本件に関しましてのお問合せは学会事務局までメールでお願いします staff@jatp-web.jp 事務局：今岡 



 別紙① 対面講習のご案内  

1. 参加資格：日本交通心理学会会員（非会員の方も学会員の紹介があれば受講可） 

 

2. 参加申込： 

(ア) 日本交通心理学会事務局あて、添付の申込書に必要事項をご記入の上、できるだけメール

にて申込書を添付して送付ください。（FAX や郵送による申込書も受け付けます） 

(イ) 締め切り日：5 月 7 日（金） 

(ウ) 申込者あて学会事務局より、受付票、受講料の払込票を郵送いたします。 

(エ) 参加費用は事前の振り込みに限ります。（当日会場での参加費受領はしません） 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-32-8 YKB サニービル 

TEL：03-3353-0737  FAX： 03-3351-5120   E-mail： staff@jatp-web.jp 

 

3. 受講料：日本交通心理学会会員 1 万円（1 日）、  非会員 2万円（1 日） 

 

4. 会場：東京都トラック総合会館   〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-1-8 

 ・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅下車。3 番出口徒歩 2 分 

・JR 総武線、中央線および東京メトロ丸ノ内線、南北線「四ツ谷」駅下車。1番出口徒歩 10分 

 

5. 取得ポイント： 

 ステップアップ講習会１日受講で１ポイント。 なお、交通心理士補から昇格に必要な条件等は、

日交心ホームぺージでご確認ください。https://www.jatp-web.jp/?page_id=127 

 

6. 講習の概要： 

カウンセリング理論 

（堀内先生） 

カウンセリング理論を紹介し，カウンセリングと心理療法との違い，さらにカウ
ンセリングと心理療法の基礎となっているカウンセリング心理学と臨床心理学と
の違いを明らかにします。その中で，交通カウンセリングをどのようにとらえる
ことが適切かということを考えていきます。 

リスニング実習 

（瀬川先生） 

交通カウンセリングの基本的技術である「傾聴の技法」をどのような考え方に基
づいて実施しているかを体験してもらいます。通常の会話における聞くことと、
カウンセリングにおいて積極的に聴くことの違いとは何なのか。どのような態度
で聴くのか、など来談者（受診者）との係わり方を学びます。 

発達心理学 

（大谷亮先生） 

安全教育などの取組みを行う際には、受講者の発達段階に考慮する必要がありま
す。本講習では、誕生から高齢に至るまでの発達の考え方、研究方法、内容につ
いて概説します。 

運転適性・飲酒と疲労 

（岡村先生） 

交通心理学は、運転適性の研究とともに始まったとも言えます。時代の変遷とと
もに、様々に異なる側面の運転適性が重要な課題となっています。安全に運転す
る能力や運転パフォーマンスに影響を与えるアルコール、薬物、医薬品、疲労な
どについて幅広く学びます。 

学習・教育心理学 

（大谷亮先生） 

事前講習では学習・教育心理学の基礎について解説しました。本講習では、事前
講習の復習と、交通安全教育の実践例を心理学的観点から概説します。また、講
習内容をもとに、参加者皆さん自身に教育プログラムを作成いただこうと考えて
います。 

社会心理学 

（北折先生） 

人を取りまく環境の社会的要因に注目して、行動や考え方を解明するのが社会心
理学です。講義では、いくつかの代表的な社会心理学の理論を紹介します。ま
た、対人関係の構築上必要なスキルやコミュニケーション技術を解説し、人間行
動の理解を深めます。 

 

 

mailto:staff@jatp-web.jp
https://www.jatp-web.jp/?page_id=127


 別紙② オンデマンド講習のご案内  

1. 受講資格：日本交通心理学会会員のみ（購読会員除く） 

 

3. 科目の構成：オンデマンド講習の科目は「必須科目」と「一般科目」があります。必須科目は昇格

条件になっている科目のことです。資格取得年によって必須科目の条件が異なりますので、詳しく

は学会ホームページでご確認ください。オンデマンド講習は「ガイダンス」＋「概論」＋「特殊講

義」から構成されます。各科目の動画を好きな時にインターネット経由で視聴しながら学習するシ

ステムです。スマホでも受講可能ですので通勤時間などにもご視聴しただけます。 

 

3. オンデマンド講習の案内：日交心の会員専用サイトから「SU ガイダンスページ」に入れますの

で、受講にあたって必ずご覧ください。 

  日交心会員専用サイトURL：https://www.jatp-web.jp/?page_id=4 

 

4. オンデマンド受講用アカウント申し込み： 

SU ガイダンスページにある申請フォームで、オンデマンド講習用アカウントを申請してください 

・オンデマンド SU 講習事務局のお問合せ E-mail：  ktsnrgk@gmail.com 

 

5. 費用：1万円（有効期間は同一年度内で、開講している科目は全て受講できます） 

 

6. 受講証明書発行およびポイントの取得について： 

  ①オンデマンド講習は受講修了条件を満たしたオンデマンドシステムのスクリーンショットを事務

局に送付いただくことにより受講証明書およびポイントを付与します。また一部科目では別途提

出物があります 

（詳細はオンデマンド講習「ガイダンス」及び各科目末尾の「受講証明書発行方法」参照） 

 

②申請（無料）は事務局で常時受け付けておりますが、受講証明書（PDF）送付およびポイント付

与連絡は、年 2 回程度まとめて学会事務局より Eメールにて送ります。 

・紙での証明書をご希望の方は、ポイント付与連絡後、直接学会事務局にお問い合わせください  

（ただし郵送料等が有料となります）。 

・必須科目の受講を証明する場合にも、申請が必要になります。オンデマンド講習の必須科目を 

終え、受講証明書発行の条件を満たしても申請がない場合、受講証明書発行はできません。 

 

 

 

 

 

 

https://jatp.stars.ne.jp/wp/form/


  ③オンデマンド講習で取得できる 1 科目当たりのポイントは以下のようになっています 

ステップアップ

講習科目種別 
概論 特殊講義 

必須科目 ポイント無し 

一般科目 0.25 ポイント 0.25 ポイント 

  ＊ポイント申請に関するお問合せはオンデマンド SU 講習事務局へ E-mail：ktsnrgk@gmail.com 

 

  ④申請を受けても既に申請者のアカウントが無い（学会員退会、アカウント更新されない等）場合

は事務局確認ができないため、受講証明書発行・ポイント付与ができませんのでご注意下さい。 

 

⑤申請条件 

 必須科目 一般科目 

視聴時間 科目内動画コンテンツ時間長以上 同左 

理解度（自己申告） 「〇」以上 同左 

確認テスト 全ての設問に正答（満点）のこと 

＊ただし設問は何回でもチャレンジ可 
同左 

課題 上記 3 つが基本ですが，別途課題提出を求める

科目もあります。詳しくは授業内で説明してい

ます。 

同左 

その他 

※「概論」、「特殊講義」の区別はありません。 ※「概論」、「特殊講

義」それぞれ別に修了

することができます。 

＊視聴時間、理解度、設問合格状況は、受講者がオンデマンド講習システム上で確認できます 

 

 

 

以上 

 

mailto:ktsnrgk@gmail.com

