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＜ジツケン事務局＞ 

【電話】TEL：03-6666-8925（土・日・祝祭日を除く）【FAX】FAX：03-6685-7443（受付 24 時間） 

【E-Mail】info@ud-web.com（受付 24 時間） 
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教育機関のみなさまへ 

実利用者研究機構（以下ジツケン）の収益金は、様々な非営利活動にいかされています。 

学校支援では、社会科見学・修学旅行受け入れ、小中学校への無償ゲストスピーカー派遣をはじめ、

高等学校・専門学校・大学などへの「ユニバーサルデザインコーディネーター公式教育プログラム」

のカリキュラム導入を実施しています。 

ユニバーサルデザインコーディネーター認定校制度とは 

ジツケンでは、学生が学校の授業を「ユニバーサルデザインコーディネーター公認カリキュラム」と

して受講、修了後に「3級ユニバーサルデザインコーディネーター検定試験」を受験、合格することに

よって資格を取得できる「ユニバーサルデザイン認定校制度」をご用意しています。 

概要 
・ 認定制度 ユニバーサルデザインコーディネーター認定校制度 

・ 認定科目 ユニバーサルデザインコーディネーター公認カリキュラム 

・ 資格名称 3 級ユニバーサルデザインコーディネーター（3 級 UDC） 

・ 認定機関 実利用者研究機構（ジツケン） 

・ 「ユニバーサルデザイン認定校制度」図解 

  
ユニバーサルデザインコーディネーター認定校制度 

 認定校 
○○高校 

授業計画申請 
↓ 

ジツケン認定 

公認カリキュラム 

 

 

 

3 級 UDC 

検定試験 

担当教員 

（UDC 有資格者） 

 認定校 
  ○○専門学校 

授業計画申請 
↓ 

ジツケン認定 

公認カリキュラム 

 

 

 

3 級 UDC 

検定試験 

担当教員 

（UDC 有資格者） 

 認定校 
○○大学 

授業計画申請 
↓ 

ジツケン認定 

公認カリキュラム 

 

 

 

3 級 UDC 

検定試験 

担当教員 

（UDC 有資格者） 
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ユニバーサルデザインコーディネーター公認カリキュラム 

授業で導入できる資格は、「3級ユニバーサルデザインコーディネーター（3級 UDC）」です。 

通常は、ジツケンで実施している「3級ユニバーサルデザインコーディネーター講座・資格取得コー

ス」を修了した者が検定試験を受験できますが、科目が「UDC 公認カリキュラム」として認定される

と、授業の中で「UDC 公式教育プログラム」に基づく授業を実施することで養成講座の受講とみなし、

「検定試験」を行うことができます。科目が「UDC 公認カリキュラム」に認定されるには、「授業計

画」を提出し、ジツケンに承認される必要があります。 

申請が可能な教育機関 

高等学校、短期大学、大学や専門学校、高等過程を開設する専修学校、またはこれと同等と判断され

た教育機関は、「UDC 公式教育プログラム」のカリキュラム導入が可能です。 

取得できる資格 

資格名 レベル 要するスキル 要する知識 

3 級ユニバーサルデザイン

コーディネーター 
「入門・基礎」 「説明力」 

「基本理念と見分け方」の 

体系的な知識 

資格取得のメリット 

資格を取得した学生には【ユニバーサルデザインコーディネーター認定証】（PDF データ）を発行。 

履歴書に記載したり、就職活動に活用することができます。 

 

＜履歴書への記入例＞ 

実利用者研究機構認定  

３級ユニバーサルデザインコーディネーター 

認定番号 00-0000-0000000 

認定条件 

l 受講する学生・生徒が満 15歳以上であること（※資格検定試験受験時） 

l バリアフリー、ユニバーサルデザイン、ダイバーシティ対応など、人の多様性への合理的配慮に関わ

るテーマで、原則 3回以上の授業を行う科目を開講予定であること 

l 上記科目の授業時に、「UDC 公式教育プログラム」の公式テキスト（※P.9参照）を使用すること 

l ジツケンへの UD コーディネーター認定校ご申請時に、上記科目の開講まで原則 2 か月以上の準備期

間があること 

l 担当教員が UDC の有資格者であること（資格がない場合は 3級 UDC 講座（受講料無料）を受講、修了

後に検定試験（別途受験料必要）を受け資格を取得していただきます。） 

UDC認定証（PDFデータ）見本 
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公認カリキュラムの申請と開講の流れ 

全体の流れ 
 
 
 
 
 
 
 

具体的な方法 

お申込みから UDC 公認カリキュラム認定 

 【学校】 UDC 公認カリキュラムのお申込み・ご相談 

  まずは、「導入のご相談フォーム」に必要事項をご記入し、ジツケンへご連

絡ください。手続きについてご案内をさせていただきます。 

 【学校】 担当教員 研修受講（UDC 有資格者は免除） 

  担当教員の方で UDC の資格がない場合は、3 級 UDC 講座（受講料無料）を受

講、修了後に検定試験（別途受験料必要）を受け、資格を取得していただ

きます。 

 

 

 【学校】 UDC 公認カリキュラムとする授業科目を決定 

  UDC 公認カリキュラムに申請する授業科目を決定します。 

 【学校】 【UDC 公認カリキュラム申請書】をジツケンに提出 

  【UDC 公認カリキュラム申請書】に①申請内容と②授業の詳細※を記入し、 

ジツケンへメール添付／FAX／郵送で提出してください。（※P.7 参照） 

（授業の詳細については、シラバスのコピーの添付でも大丈夫です） 

※申請書は公式サイトからダウンロードできます 

 【ジツケン】 「認定証」の発行  

  書類審査の結果をジツケンからお知らせします。 

  UDC 公認カリキュラムに認定された場合は、 

認定の公式証書として「認定証」を発行し、 

学校へ送付します。 

    

認証手続き 

開講から 

2 か月 
以上前 

1 

1 2 3 4 5 6 
お申込み・

認定手続き 

開講 

授業実施 

受験者名簿 

受験料振込 

試験セット 

学校到着 

試験実施 

セット返送 

結果

通知 

開講から 
2 か月以上前 

試験 
1 ヶ月前 

試験 
2 日前 

 

新学期 試験 
2 週間後 

試験 
当日 
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新学期・開講準備 

 【学校】 開催日程・開催場所の連絡 

  UDC 公認カリキュラムの①開催日程、②開催場所をジツケンへご連絡くださ

い。学生へ UDC 公認カリキュラムの開講を告知してください。 

 【学校】 履修予定者の名簿をジツケンに提出 

  履修予定の学生（生徒）の①氏名、②ふりがなを、テンプレート（Excel）

を利用して入力、または PDF 版を印刷して記入し、ジツケンへメール添付

／FAX／郵送で提出してください。（提出時ファイルにはパスワードを付け

て個人情報を保護してください） 

※テンプレートは公式サイトからダウンロードできます 

 【学生】 UDC 公式テキストを購入 

  UDC 公式テキストは学生ご本人が書店などでご購入ください。（学校の生協

経由でのご購入を推奨しています。） 

・トコトンやさしいユニバーサルデザインの本(第 3 版) （※P.9参照） 

 

 

 【学校・学生】 ★授業実施★ 

  認定された「UDC 公認カリキュラム」の授業計画に従い、UDC 公式テキスト

および教材を用いて授業を実施します。 

 

 

 

検定試験１ヶ月前まで 

 【学校】 検定試験受験予定者の名簿をジツケンに提出 

  受験予定の学生（生徒）の①氏名、②ふりがな、③住所、④電話番号、⑤

メールアドレスを、開講時に提出した履修名簿に追記して、ジツケンへメ

ール添付／FAX／郵送でご提出ください。（提出時、ファイルにはパスワー

ドを付けて個人情報を保護してください） 

 【学校】  受験代をまとめて銀行振込 

  受験予定の学生全員の受験代（5,500 円（税込）／１人）をまとめ、銀行振

込でジツケンにお支払いください。ご希望に応じてご請求書を発行しま

す。 

 【学校・ジツケン】 最終調整 

  受講生の人数などの変更があった場合、検定試験２週間前までにご連絡く

ださい。 

 

開講 

試験 
1 か月前 

試験 
2 週間前 

2 

3 

新学期 
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検定試験 10 日前まで 
 

 【ジツケン】 検定試験セットを送付 

  検定試験日の 10日前までに、ジツケンから学校宛に、「検定試験セット（受験

人数分の問題用紙と解答用紙）」を検定試験 2日前必着で送付します。 

 

 

検定試験当日 
 

 

 【学校・学生】 ★検定試験実施★ 

  原則として担当教員が試験監督となり、検定試験を実施します。 

（※マークシート方式と記述方式。合格点は 70 点以上／100 点満点） 

 

 【学校・ジツケン】 検定試験セットを返送 

  検定試験終了後、速やかに検定試験セット（受験人数分の問題用紙と記入済み

の解答用紙）を追跡可能な宅配便(宅急便・ゆうパックなど)などでご返送くだ

さい。（※紛失を防ぐため、試験が終わり次第、最短でご返送ください） 

 

 

 

検定試験 2 週間後 
 

 【ジツケン】 試験結果を通知 

  試験後２週間を目安に、試験結果を担当教員へメールでご報告します。 

 【ジツケン】 合格者の認定証を発行・送付 

  試験後１か月以内に、合格者に名前入りの認定証（PDF データ）を発行致しま

す。担当教員へまとめて PDF データをメール添付で送付します。 

不合格者がいる場合は、再試験（別途受験料が必要）のご案内をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

検定試験 

試験 
2 日前着 

4 

5 

6 
試験 

2 週間後 

UDC認定証（PDFデータ）見本 

試験 
当日 
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公認カリキュラム申請書の記入例 

認定科目では「ユニバーサルデザインコーディネーター公式教育プログラム」に基づく授業を実施しま

す。申請書に「科目名、授業計画」などを記入して提出する必要があります。 
※申請書は公式サイトからダウンロードができます 

 

  



ジツケン [ユニバーサルデザインコーディネーター認定校制度のご案内] 8 / 9 

よくある質問 

n ユニバーサルデザイン（UD）って、なに？  

子どももお年寄りも、女性も、男性も、障がいのある人もない人も……想像できないほど、さまざま

な身体能力を持つ人々がいっしょに暮らし、同じモノを利用しています。いろいろな立場の人がいっ

しょに、より便利に使えるように、製品や建物・空間をデザインしていこう！という考え方と、それ

をベースにつくられたモノや環境を「ユニバーサルデザイン」と呼びます。ご家庭やお客様から「製

品や場所、サービスがわかりにくい！」「危ない！」といった声を聞いたことはありませんか？ユニバ

ーサルデザインは、そんな日常の不満を改善します。今、ユニバーサルデザインの正しい知識とノウ

ハウ、考え方を操れるスペシャリストの存在が強く求められています。  

n ユニバーサルデザインコーディネーター資格の活用範囲は？  

実際のユニバーサルデザインの導入は、コストやデザインなど色々な制約条件を抱えた製品や施設、

サービスを対象に実建築、住宅、交通、街づくり、工業 製品、日用品、情報……私たちが生活するさ

まざまな場所や状況にかかわっています。ユニバーサルデザインは、多くの分野から、それぞれの専

門家が求められています。ユニバーサルデザインコーディネート理論を習得し、それを応用できる専

門家を認定する資格が、「ユニバーサルデザインコーディネーター」です。ユニバーサルデザインコー

ディネーターは、福祉・医療はもちろん、都市計画や店舗設計、各種メーカーや各種サービス業など

さまざまな分野が注目しています。さらに個人のケアプランやライフプランなど、高度多様化が加速

する現在、ユニバーサルデザインコーディネーターの活躍が、時代・社会・環境・市場の欲求に応え

ています。  

n ユニバーサルデザインとバリアフリー、どこが違うの？  

健康な成人男子に焦点を当ててつくられたモノや場所は、子どもや女性、障がい者や高齢者にとって

は、 使いづらかったり使えないことも多くあります。このバリアを減らしていこうという考え方がバ

リアフリー。これはこれでとても大切なことですが、ユニバーサルデザインとの大きな違いは、バリ

アフリーが生活弱者などの特定の人だけに焦点を当てているのに対して、ユニバーサルデザインは特

定の人はもちろんその他の人を含む全体を対象にしていることです。真の狙いは「もともとバリアの

ない世界の構築」であることから、新規にモノをつくろうとする行政や企業は、できるだけ早い段階

から企画参加し、ユニバーサルデザインの考え方を反映させていくことが必要です。  

n デザインというけれど、その範囲はいかほど？  

ユニバーサルデザインのデザインとは、もちろん見た目の美しさだけではありません。サインなどの

視覚的なモノでも目的を達成するための機能はもちろん、製品の使い勝手やサービス、使用環境やシ

ステムなどを含む仕組み全体を指しています。公平で自由度が高く、使い方が明確で、必要情報がす

ぐに理解できる。安全で無理がなく、アクセス・操作のしやすい広さを確保する。そして、今あるも

のに比べて、わかりやすい、使いやすいと感じる人が増えているか？という相対的な視点も大切。ユ

ニバーサルデザインは、製品や環境、コミュニケーションをはじめ、幅広い分野にかかわるスケール

が大きく、貢献度の高い設計です。 
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n 公式テキスト 

 

 

今日からモノ知りシリーズ 

「トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 第 3版 」 

(B&Tブックス 今日からモノ知りシリーズ) 

定価 1,650 円（税込） 

n 認定機関「実利用者研究機構」について 

略称「ジツケン」。「いつも答えは、実利用者のそばにある」という考えの元、「関わる人全員のた

めになる、現実的で効果的な方法」をコンセプトに、障害者・高齢者・外国人・妊婦・子ども・セ

クシャルマイノリティなどに関わる問題のイノベーティブな解決策を研究開発している機関。現在

のユニバーサルデザインの基礎を作り上げてきたことから、中学校の教科書にも掲載されており、

東京への修学旅行や社会科見学の訪問先の一つになっています。 

【団体概要】 

・ 正式名： 内閣府認証 特定非営利活動法人 実利用者研究機構 

・ 代表者： 理事長 横尾 良笑 

・ 所在地： 〒170-0003 東京都豊島区駒込 1丁目 41−15 六義園アビタシオン 2階 

・ ジツケン公式サイト： https://jitsuken.com 

「UDC 公認カリキュラム」導入をご検討の方へ 

導入のご相談・お申込み・お問合せなど、まずは「導入のご相談フォーム」よりご連絡ください。 

UDC 教育＆試験サイト（導入のご相談フォーム） 
https://ud-web.com/form-education/ 
 

フォームをご利用いただけない場合は、お電話・FAX・メールでも受付しております。 

電話：03-6666-8925 ファックス：03-6685-7443 メール：info@ud-web.com  

担当者名：篠塚 希代子 

※お電話の受付時間は月曜日から金曜日、10：00～17：00（祝日除く）です 


