申込〆切
11/18（月）

主催：日本ボランティアコーディネーター協会
首都大学東京ボランティアセンター
協力：多摩地区の大学と地域によるネットワーク
（ボラネット多摩）

「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」と首都大学
東京で共催します。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？

開催日時・会場
日時：2019年12月21日（土）

10：00～18：00

（事前研修：10：00～16：30, 検定試験：17：00～18：00）

会場：首都大学東京

南大沢キャンパス

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…？」などモヤモヤ
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！！

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
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
※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

ボランティアはもちろん、他の活動にも活かせる！！
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」をもらえます

首都大学東京ボランティアセンター
南大沢キャンパス １号館１階
開室時間: 平日 9：00～17：45
電話: 042-677-1354
E-mail: tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp

就活などで
の自己PRに
役に立つ！？

1号館

210教室
受験資格

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

受験料
合計
・テキスト代 2,420円（税込）
・検定試験料 4,000円（税込） 6,420円

申込方法
【学生】
学生ポータルにログイン後、左
メニューの「アンケート」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」
に必要事項を記入の上、送信し
学生ポータルへ
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ご連絡くださ
い。）
【プレミアムカレッジ生・教職員】
ボランティアセンターに「受験希望」の旨をメー
ルでお知らせください。その後、申込方法につい
てご案内いたします。

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
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。

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

ボランティアコーディネーション力検定の目的と３級検定について
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。

実施要項
受験資格

申し込み方法

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
②３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。

【学生】
学生ポータルにログイン後、左メニューの「ア
ンケート」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」に必要事項を記入の
上、送信してください。
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
ない場合はご連絡ください。）

日時・会場

学生ポータルへ
学生ポータル
http://www.comp.tmu.ac.jp/portal/

日時：2019年12月21日（土） 10:00~18:00
直前研修：10:00~16:30
検定試験：17:00~18:00

会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 1号館 210教室

直前研修・テキスト
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

【プレミアムカレッジ生・教職員】
ボランティアセンターに「受験希望」の旨を
メールでお知らせください。その後、申込方法に
ついてご案内いたします。

受験の流れ
概要
お申し込み後、ボランティアセンターに受験料
を直接、現金にてお支払いください。受験料の支
払いと引き換えに、テキストと受験票をお渡しい
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、受験票の記載事項に対して誤りがあった
場合には、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。

スケジュール
10/16（水）検定申し込み開始
10/21（月）受験料支払い開始

出題程度・合格基準
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）

受験料
テキスト代：2,420円（税込）
検定試験料：4,000円（税込）
合計：6,420円

11/18（月）検定申し込み〆切
12/ 2 （月）受験料支払い〆切
12/21（土）検定実施
~1/21（火）合否結果通知

注意事項
申し込み上の注意点
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
・申し込みに際し、所定の方法で申し込みをさ
れていない場合

キャンセル
（１）受験料を期間内にお支払いいただけない場合。
（何らかの事情がある場合は、期間内にボラン
ティアセンターまでご連絡ください。）
（２）受験料支払い後の申し込みの取り消し、
受験料・検定料の払い戻し、次回以降の検
定試験への繰り越しは、主催者側に非があ
る場合を除いて、一切行いませんのでご了
承ください。
（３）荒天や自然災害等の事情により検定及び
直前研修が延期になった場合のキャンセル
も、上記（２）に準ずるものとすることを
あらかじめご了承ください。

・携帯電話などを使用する。
（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。
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。
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。

合否結果発表
試験後１ヵ月以内に受験者に文章で「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。
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

（４）お申し込みに（入金前であっても）キャ
ンセルされる場合は必ずご連絡ください。

〒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

受験票

個人情報の取り扱いについて

試験日1週間前までに受験票が渡されていない、
ボランティアセンターならびに検定事務局は、
届かない場合や記載事項に誤りがあった場合は、
当該検定試験の申し込みによって取得した個人
必ずボランティアセンターまでご連絡ください。
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
持ち物
用し、他の目的で使用することはありません。
受験票、筆記用具、テキスト
・受験票や試験結果の発送等、検定試験や研修

受験上の注意
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。
・試験監督の指示に従わない。

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。

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。

【お問い合わせ・お申し込み先】 首都大学東京ボランティアセンター
南大沢キャンパス １号館１階
開室時間: 平日 9：00～17：45
電話: 042-677-1354（直通）
E-mail: tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp

ホームページもご覧ください
https://volunteer.tmu.ac.jp/

