
実施概要

各会場の定員

東京：63人 ／ 岐阜：40人 ／ 大阪：60人

受験資格

直前研修・テキスト

❶と❷の両方に該当する方 ※年齢は問いません

❶a)b)c)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、組織（施設・機関、NPOなど）において
ボランティアコーディネーションに関わった経験がある

c)ボランティアコーディネーションに関わる予定がある
（具体的な内容を記載していただきます）

❷３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。ただし、過去に実施された同直前研修をすでに受講され
た場合には、希望により免除されます。

※修了確認をおこなうため、受講日と開催地を申込書に記載してください。

❶日時 直前研修：2020年12月6日（日） 10:00～16:30
検定試験：2020年12月6日（日） 17:00～18:00

❷会場 東京：東京ボランティア・市民活動センター（新宿区神楽岸1-1）

岐阜：ハートフルスクエアG（岐阜市橋本町1-10-23）

大阪：大阪府社会福祉会館（大阪市中央区谷町7-4-15）

※直前研修と検定試験は同日実施、同一会場

❶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）

❷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
中央法規出版発行 2,420円（税抜価格2,200円）

出題程度・合格基準

日時・会場

受験料

直前研修受講料 6,380円（税抜価格5,800円）
テキスト代 2,420円（税抜価格2,200円）
検定試験料 4,100円（税抜価格3,704円）

さらに、ＪＶＣＡ正会員は 10,200円
※直前研修免除の場合の料金は、検定試験料のみになります。
※すでにテキストをお持ちの場合の料金は、直前研修受講料と検定試験料の合算に
なります。ただし、直前研修では第２版を使用するため初版とは調査結果の数値
等多少の違いがあることはご承知おきください。

３級合格者数と合格者の声

先日台風被災地へボランティアに行きました。台風から40日。
積まれたがれき、横倒しの車、作業場所の大量の泥。言葉があり
ませんでした。
その日の成果はあまりに僅かでした。が、その２週間後、大幅

に片付いた様子にボランティアの力、人の思いの強さを感じまし
た。「自分に出来ることはあるだろうか？」の問いに「自分にも
人に力を与えられる力がある」と光をもたらされた思いでした。
そして、この活動の支えになっていたのがボランティアコーディ
ネーターだったと今思います。
講座に参加し、多くの学びがありました。アンテナの張り方、

感度を変えられたと思います。ボランティアコーディネーション
力を学ぶことは暮らしの見方を変えることだと思います。一歩前
へ、より良い方へ、人と力を集められるように。
活動中、迷った時、壁に当たった時、テキストを広げようと思

います。こんがらがった糸をほぐしてくれるきっかけを見つけら
れるように思います。

みやぎ生協八木山店
エリアリーダー

高橋 しおり さん

第27回 第28回

合計

開催地 東京 大阪 宮城 東京 大阪

受験者数 49人 61人 34人 54人 52人 250人

合格者数 43人 58人 27人 47人 46人 221人

合格率 87.8% 95.1% 79.4% 87.0% 88.5% 88.4%

主催：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

検定日 回 開催地 申込締切

12月6日（日） 第29回

東京

11月9日（月）岐阜

大阪

ボランティア
コーディネーション力

3級検定 実施要項

出題形式 問題数 検定時間 出題程度 合格基準

択一式
筆記試験
（4択）

50問 60分
・公式テキストから90%以上
を出題

・基本的な事項

70点以上
（100点満点）

12,900円（税抜価格11,704円）
のところ

標準セット価格 12,000円

３級問題例

2009年に実施した第１回検定の試験問題を日本ボラン
ティアコーディネーター協会のWEBサイトに公開していま
す。出題傾向の参考にしてください。
※URL：https://jvca2001.org/vco_kentei/examinee/

こちらからもアクセスできます▶

※共催（直前研修）：大阪ボランティア協会
後援：東京ボランティア・市民活動センター
協力：岐阜市生涯学習センター ／ 岐阜市市民活動交流センター ／

岐阜市社会福祉協議会



お申込み方法と受験の流れ

インターネットによる申込み

郵送による申込み

受験の流れ

❶日本ボランティアコーディネーター協会のWEBサイトからアクセス

https://jvca2001.org/vco_kentei/

❷申込フォームに必要事項を入力し、送信する。

申込書に必要事項を記入し、検定事務局まで郵送する。
※ＦＡＸによる申込受付はいたしませんので、ご注意ください。

〈申込書の提出締切日（必着）〉

１１月６日（月）

※ただし、先着順で定員に達した場合は、その時点で締め切ります。

申込書の受理後、１週間以内に入金手続きについてのご案内をEメールもし
くはFAXでお送りしますので、指定の銀行口座に受験料をお振込みください。

１１月１３日（月）

入金確認ができた時点で正式な申込みとし、２週間以内に受験票とテキス
ト、当日のご案内を発送します。
※定休日（日、月、祝）は発送業務を停止いたしますのでご了承ください。

１２月６日（日） 直前研修受講免除

申込み

入金

受験票
テキスト

直前研修
受講

合否判定
結果通知

検定試験 １２月６日（日）

検定試験委員会において合否を判定し、１ヵ月以内に受験者に文書で通知
します。合格者には各級の『ボランティアコーディネーション力検定合格
証』を発行します。



注意事項

申込み上の注意点

キャンセル

受験票

受験上の注意

持ち物

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
https://www.jvca2001.org/ Eメール：jvca@jvca2001.org

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検定事務局まで事前
にご連絡ください（お早目にお願いします）。

②以下の場合は受験することができません。
・申込期日を過ぎて申込書が検定事務局に到着
した場合。

・申込書が受付期間内に到着しても、書類また
は手続きに不備があった場合。

・申込みに際し、所定の方法で申込みをされて
いない場合。

①受験料を期限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、期限内に事務局
までご連絡ください）。

②受験料振込後の申込みの取り消し、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、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を中止する場合
には、テキスト代（2,420円）および事務手数
料（1,000円）を差し引いた額を受験者が指定
する口座に返金します。

④お申込み後に（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。

入金後２週間以上経過しても受験票が届かない
場合や記載事項に誤りがあった場合は、必ず事務
局へお問い合せください。

受験票、筆記用具、公式テキスト
（感染症が流行している場合には、マスクの装
着など、予防のための対策をお願いします）

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。

・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。
・携帯電話やPHS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、途中退出後の
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

個人情報の取り扱いについて

● お問合せ・お申込先

試験後１ヵ月以内に受験者に文書で通知します。
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せください。

合否・採点・試験問題の内容に関するお問い合
せには一切お答えできません。

検定事務局は、当該検定試験の申込みによって
取得した個人情報（住所、氏名、生まれ年、性別
等、個人を識別、特定できるもの）を以下の目的
にのみ使用し、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、受講可能な検定試験
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。

本検定試験をお申込みされた方は、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。

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。



「ボランティアコーディネーション力３級検定」（第29回）受験申込書

※必須項目

フリガナ 性 別 男 ・ 女

申込者氏名※ 生まれ年 （西暦） 年

所 属

自宅住所※

〒
自宅電話

送付先住所

〒

受験票や合否結果等の送付先をご自宅以外に希望される場合はご記入ください（送付先・部署名もご記入ください）。

連絡先

当日連絡先※ 電話番号

日中連絡先 連絡先 （ ）

メールアドレス
PCからのメール、PDFの添付付きメールが受け取れるアドレスをお願いします。

FAX
メールアドレスのない方は必須でご記入ください。

会場※

あてはまるところに○を
つけてください。

実施日 会 場 研修 検定

第29回
2020年12月6日（日）

東京（東京ボランティア・市民活動センター）

岐阜（ハートフルスクエアG）

大阪（大阪府社会福祉会館）

直前研修・テキスト※

直前研修の有無 公式テキスト購入の有無

受講時期： 年 月

開催地（都道府県名）：

※免除になる方は修了された際の時期と開催地をご記入ください。

購入する ・ 購入しない

2017年度より公式テキスト（第２版）を使用していま
す。旧版を使用される方は、改訂部分があることを
ご了承ください。

JVCA会員の有無

あてはまるところに○を
つけてください。

正会員 ・ 準会員 ・ 賛助会員（個人）

※会員割引は、正会員のみ対象となります。

受験資格の確認 ※a)b)c)いずれか１つは必ずご記入ください。

a)ボランティア活動
経験

経験年数 年 ヶ月

活動分野

○をつけてください。

社会福祉、保健・医療、社会教育・文化芸術、スポーツ、児童・青少年、環境保全、
国際協力・交流・多文化共生、人権・平和、まちづくり、小地域活動、町会自治会活動、
防災・災害救援、学校支援、子育て支援、イベント、更生保護、
その他（ ）

活動内容

b)ボランティアコー
ディネーションに
関わった経験

経験年数 年 ヶ月

業務・活動分野

○をつけてください。

社会福祉、保健・医療、社会教育、青少年育成、学校教育（小中高）、大学・短大、
文化・芸術・スポーツ、環境保全、国際交流・協力、男女共同参画、まちづくり、
災害支援、中間支援（ボランティアセンターなど）、ＣＳＲ、
その他( ）

業務・活動内容

c)今後関わる予定のボランティア
コーディネーション分野・内容


