
【ボランティアコーディネーション力３級検定】を「日本ボランティアコーディネーター協会」と東京都立大学
で共催します。 ボランティアの経験で培ったあなたの“支えるチカラ”を形あるものにしてみませんか？

・ テキスト代 2,420円（税込）

・ 検定試験料 4,100円（税込）

以下の①と②のいずれかに該当する方

① これまでにボランティア活動の経験がある

② これまでに地域社会や組織（サークル、施設、
NPO等）において、ボランティアコーディネー
ションに関わったことがある

下記のQRコード、またはボランティアセンターの
Webサイトから「ボランティアコーディネーション力
３級検定申込フォーム」にアクセスし、必要事項を
記入の上、申し込みをしてください。
受理後、1週間以内に確認メールをお送りします。

※１週間以上経過しても、ボランティアセンターからの確認
メールが届かない場合は、以下の連絡先にお知らせください。

ボランティア活動をしている中で活動に行き詰ったり、
「これってボランティアなのかなぁ…？」と、モヤモヤしたりしたことは
ありませんか？
また、団体の運営を担う立場として、「もっとメンバー間や
受け入れ団体の思いを活かした活動を行いたい」など、
コーディネーションで悩むことはないですか？

そんな思いをしているあなたに是非おススメ！

ボ ラ ン テ ィ ア は も ち ろ ん 、
様 々 な 活 動 に 活 か せ ま す ！ ！

※日本ボランティアコーディネーター協会HPより一部抜粋

主催：日本ボランティアコーディネーター協会
東京都立大学ボランティアセンター

受験資格

受験料

申込方法

合格すると、
「ボランティアコーディネーション力
3級検定合格証」がもらえます！

３級検定合格者の声

被災地でのボランティア活動中に疑問に感じたことを
解消することができた

頭ではわかっていることを、自分が思っているだけでは
なく、人に伝えられるようになった

就活などでの
自己PRに
役に立つ！？

テキストの事例は、団体での悩み、課題と重なっており、
その解決プロセスが大きなヒントになった

東京都立大学
南大沢キャンパス
本部棟1階 大会議室

202２年1１月２６日（土）
10：00～18：00

事前研修：10：00～16：30
検定試験：17：00～18：00

申込フォーム

QRコードからアクセスを
お願いいたします

本学学生・
教職員対象

申込〆切

1０月1４日
（金）

東京都立大学ボランティアセンター
電話: 042-677-1354（直通） E-mail: tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp 

開催日時 会 場

合計
6,520円

（税込）

以下の学生に対して、受験料を補助します！

受 験 料
無 料

学生コーディネーター、ボランティアプログラム参加者、

ボランティアセンター学内登録団体に所属する学生



このボランティアコーディネーションの重要性を多くの人に知っていただき、その力を身につけ、身近な地域社会や
各自の所属する組織、その他幅広い市民活動の場面において発揮していただくために、「ボランティアコーディネー
ション力検定」を実施しています。

ボランティアコーディネーション力検定では、ボランティア活動やコーディネーションの経験がある皆さんに幅広く
受けてほしい「3級」から始まり、実務を進める上でも役に立つ「2級」、専門的な知識やスキルを身につける「1級」
と、3つのレベルを設定しています。

ボランティアの価値を理解し、ボランティアコーディネーションに関する知識とスキルを身につけた人材を幅広く

養成します。

地域社会および各自の所属する組織、その他さまざまな市民活動の場面においてボランティアコーディネーションの

力が発揮されることにより、この機能についての認識が高まり、幅広く普及していくことを目的としています。

「３級」では、ボランティアならびにボランティアコーディネーションに関する基礎的な知識を理解できていることが

求められています。そのため、テキスト講読や直前研修の受講を通して「ボランティア」や「ボランティアコーディネー

ション」についての視点や知識を共有することを狙いとしています。

合格率は、おおむね80～90%となっており、すそ野を広げるためにこの検定を実施しています。

ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 力 検 定 っ て 何 ？ ？

ボランティアコーディネーション力検定について

人々の価値観が多様化し、社会的な機能もより専門分化する現代。私たちの暮らしや仕事にとって、“コーディネー
ション”の機能が不可欠になっています。

市民の自発的な社会参加と継続的な活動を支える ボランティアコーディネーション もそのひとつ。単にボラン
ティアしたい人と受け入れたいニーズをつなぐという狭い意味だけでの機能ではなく、一人ひとりが市民社会づくり
に参加し、その力と可能性を発揮できるように支える役割は、いま私たちの暮らしのあらゆる場面で求められていま
す。

そこで、「特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会」では、“ボランティアコーディネーション力”
を次のように定義しています。

ボランティア活動を理解し意義を認め、その活動のプロセスで多様な人や組織が対等な関係でつながり、

新たな力を生み出せるように調整することで、一人ひとりが市民社会づくりに参加することを可能にする力

日本ボランティアコーディネーター協会が実施する検定システムの全体像

ボランティアコーディネーション力を使って社会課題解決に向けた
有効で実行可能な方策を提案できる力を身につけている

ボランティアならびにボランティアコーディネーションに関する基礎
的な知識を理解できている

ボランティアならびにボランティアコーディネーションに関する知識
を実務に応用する力を身につけている

ボランティアコーディネーション力検定の目的と３級検定について



９/ ５（月）

1０/ １４（金）

テキスト・受験票発送予定

検定実施

合否結果通知

◆ （１）と（２）の“両方”に該当する方（年齢は問いません）

（１）… a)かb)のいずれかに該当している

a) これまでにボランティア活動の経験がある

b) これまでに地域社会や組織（サークル、施設、NPO等）

においてボランティアコーディネーションに関わった
ことがある

（2）…３級検定直前研修を修了している
同日に実施する直前研修を受講することが検定試験
受験の要件となります。
※過去に検定を受験され不合格だった方は直前研修を省く
ことができます。

日 時：202２年1１月２６日（土） 10:00～18:00
（直前研修：10:00～16:30 検定試験：17:00～18:00）

会 場：東京都立大学南大沢キャンパス本部棟１階大会議室

～研修カリキュラム（５時間）～

（１）「今、なぜ、ボランティアコーディネーション力なのか？ 」

（公式テキスト序章）

（２）「ボランティアの理解」 （公式テキスト第1章）

（３）「ボランティアコーディネーションの理解」（公式テキスト第2章）

■公式テキスト
『ボランティアコーディネーション力

～市民の社会参加を支えるチカラ～（第2版）』

日本ボランティアコーディネーター協会 編集
早瀬昇・筒井のり子 著 発行：中央法規出版 2,420円（税込）

※直前研修は事前に配布した公式テキストを読んでいることを
前提に行いますので、テキストを読んでから受講してください。

※感染状況によっては、変更が生じる可能性があります。
その場合は、申込者に対し別途メールにて連絡いたします。

出題形式：択一式筆記試験（4択）

問 題 数 ：50問

検定時間：60分

出題程度：公式テキストから90%以上を出題

基本的な事項

合格基準：70点以上（100点満点）

＜概要＞
お申し込み後、「テキスト」と「受験票」をご自宅にお送りいた

します。検定実施日までに受験票の記載事項に対して誤りがな

いかの確認、お渡ししたテキストのご一読をお願いいたします。

もしも受験票の記載事項に誤りがあった場合は、必ずボラン

ティアセンターまでご連絡ください。検定実施日当日には筆記

用具、テキストとともに受験票を忘れずにお持ちください。

テキスト代及び検定試験代のお支払いは当日現金にてお支

払いいただきます。（お釣りが出ないようにお願いいたします。）

下記QRコード、もしくはボランティアセンターWebサイトか
ら、「ボランティアコーディネーション力３級検定申込フォー
ム」にアクセスし、必要事項を記入の上、お申込みください。
受理後、1週間以内に確認メールをお送りいたします。

※１週間以上経過してもボランティアセンターからの確認メール
が届かない場合はご連絡ください。

実施要項

受験資格

日時・会場

直前研修・テキスト

出題程度・合格基準

受験料

・ テキスト代 2,420円（税込）

・ 検定試験料 4,100円（税込）

申込方法

本検定における感染対策について
■消毒の徹底
・共用部（ドアノブなど）や机・椅子などは、試験前の清掃に加え、
消毒液による定期的な消毒を行う

・開場入口に消毒液を設置、各自消毒後に入室時していただく

■検温の実施
・入口で検温を行う

■飛沫防止対策
・講師、対応職員のマスク着用を徹底する
・教壇には、飛沫感染防止のアクリル板を設置する
・受験者同士の十分な距離を確保する

■換気
・換気に重点を置いた空調運転を行ったうえで、定期的に２方向の
換気を実施する

■定員
・定員を設定し、受験者間に適切な間隔を確保して検定を行う

■食事の禁止
・会場での食事を禁止する

※計測値が37.5度前後になった方には、
入室をお断りさせていただくことがございます。

申込フォーム

QRコードからアクセスを
お願いいたします

受験の流れ

検定申し込み開始

検定申し込み【〆切】

1０月 下旬頃

1１/ ２６（土）

1２月 下旬頃

【スケジュール】

合計
6,520円

（税込）

以下の学生に対して、受験料を補助します！

受 験 料
無 料

学生コーディネーター、ボランティアプログラム参加者、

ボランティアセンター学内登録団体に所属する学生



■合否結果の通知に関するお問い合わせ先

ボランティアコーディネーション力検定事務局
認定特定非営利活動法人

日本ボランティアコーディネーター協会

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル別館30D
TEL: 03-5225-1545 FAX:03-5225-1563
HP: http://www.jvca2001.org./
E-mail: jvca@jvca2001.org

受験者の皆様には、試験後１ヵ月以内に、文章で「ボラン

ティアコーディネーション力検定事務局 日本ボランティア

コーディネーター協会」より合否結果を通知いたします。１ヵ

月を経過しても検定結果が届かない場合は、検定事務局へ

お問い合わせください。

なお、合否・採点・試験問題の内容に関するお問い合わせ

には一切お答えできません。

１．次に該当する行為をした受験者は、その場で退場・失格と
し、答案の採点はいたしません。
また、不正行為等が合格認定後に判明した場合は、その合
格を取り消しとし、以後の受験をお断りする場合があります。

・本人以外が受験する ・他の受験者に迷惑をかける
・携帯電話などを使用する ・試験監督の指示に従わない
※時計として使用することもできません

・録音機器、カメラ、辞書、テキストなどを使用する
・その他不正行為

１．お身体の不自由な方で、受験の際に教室や受験方法に

配慮が必要な場合は、ボランティアセンターまで事前に

ご連絡ください。

２．以下の場合は受験することができません。

・申し込み期日を過ぎて申し込みをした場合

・申し込みが受付期間内であっても、申し込み手続きに

不備があった場合

・所定の方法以外で、申し込みをした場合

１．お申し込みをキャンセルされる場合は、必ずセンターへ

ご連絡ください。

２．申し込み〆切後（10/14以降）の申し込みの取り消しは、

主催者側に非がある場合を除いて、テキスト代及び検定

試験代をお支払いいただきます。ご了承ください。

試験日1週間前までに受験票が渡されていない、届かない

場合や記載事項に誤りがあった場合は、必ずボランティアセ

ンターまでご連絡ください。

①受験票、②筆記用具、③テキスト

ボランティアセンターならびに検定事務局は、当該検定試験

の申し込みによって取得した個人情報（住所、氏名、生年月

日、性別等、個人を識別・特定できるもの）を以下の目的の

みに使用し、他の目的で使用することはありません。

・受験票や試験結果の発送等、検定試験や研修に関わる連絡

・受験者の受験履歴の管理

・合格者名簿の管理

また、これ以外の目的に利用する場合は、ご本人（受験者）

の同意を得た上で行います。

３．受験者の答案は公表いたしません。また、問題に関する質問には

お答えできませんのでご承知おきください。

１．荒天や自然災害、感染症の拡大等の事情により、やむなく

検定及び直前研修が中止になる場合があります。

２．前項の場合、テキスト代及び検定試験代の支払いは

ありません。

３.感染状況によっては、変更が生じる可能性があります。

その場合は、申込者に対し、別途メールにて連絡いたします

ので、都度確認をお願いいたします。

注意要項

東京都立大学ボランティアセンター
▼お問い合わせ先

南大沢キャンパス １号館１階 （開室時間 平日 10：00～17：00） 電話: 042-677-1354（直通）

E-mail: tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp Webサイト：https://volunteer.tmu.ac.jp/

Twitter：@tmu_volunteer Facebook：「東京都立大学ボランティアセンター」で検索！

申し込み上の注意点

キャンセル

中止及び実施形式の変更

受験票

持ち物

受験上の注意

合否結果の発表

個人情報の取り扱いについて

・受験者は、必ず当日「検温と自身の体調（息苦しさ、強い

だるさなどの症状の有無等）」確認を行ってください。

・軽度であっても何らかの症状が確認される場合は、参加し

ないでください（ボランティアセンターまで御連絡ください）

・マスクを必ず着用するとともに、手洗い及び咳エチケットを

徹底してください。

受験にあたって

本検定試験にお申し込みされた方は、この実施
要項に記載されている全ての事項について、
同意しているものとみなします。

２．問題用紙・答案用紙の持ち出し、途中退室後の再入場も

不正行為とみなしますのでご注意ください。
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