
第 2 回

受検募集要項

あなたは日本を知っていますか？
かつて、世界を相手に戦っていたことを…

あなたは日本を知っていますか？
かつて、世界を相手に戦っていたことを…

《検定に関するお問い合わせ先》

戦史検定協会
TEL：03-6268-9939（受付時間10：00～17：00、土日祝日休み）
〒１０２-００７６　東京都千代田区五番町2番地　番町パレス303号
FAX：03-6268-9939　URL:http://www.senshikentei.org/

【戦史検定事業へのご協賛のお願い】
　本検定は数多の先人達が散華された史実の共有化を図り、また先輩世代が
担ってこられた慰霊の灯火を継承していくことを目的としています。そのため、
若い世代への啓蒙を行うと共に、風化しつつある海外慰霊碑の維持・管理に本
検定の収益金を充てるべく計画しております。
　しかしながら、私ども浅学非才の徒だけでは、本検定の定着化を為すには心
もとなく、多くの皆様のお力添え、ご賛同なくしては事業の成功は覚束ないと考
えております。つきましては、本検定の趣旨にご賛同いただき、ぜひとも皆様方
のお力添えを賜りますようお願い申し上げる次第です。

【ご協賛要領】
●協賛団体　1口：1,000円のご篤志5口以上もしくは、戦史検定受検者3名
　　　　　　 のご差遣
●個　　人　1口：1,000円のご篤志　1口以上

【協賛金振込口座】
金融機関名：ゆうちょ銀行　　　店　　　名：〇一八（ゼロイチハチ）
店　　　番：018　　　　　　預 金 種 目：普通預金
口 座 番 号：6699037　　　口 座 名 儀：戦史検定協会

後援：全国ソロモン会／戦略・情報研究会／公益財団法人 太平洋戦争戦没者慰霊協会

1. 個人情報

個人情報とは、個人の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、所属、勤務先住所、勤務先

電話番号、訪れたホームページの情報、苦情、ご相談またはお問い合せの情報等であって、これらのうちの1つあるい

は2つ以上を組み合せることによって、特定の個人を識別できるものを指します。

2. 個人情報の利用目的

戦史検定協会（以下、協会）は、取得した個人情報を以下の目的のために利用させていただきます。

1）戦史検定の情報提供と考査結果の通知、上級試験の案内のため

2）試験の受検料金を請求するため

3）受検者への連絡、事業優待の案内、合格者証の発送等のため

4）戦史検定事業の改善や新展開・開発等に役立てるため

5）検定事業の制度運用に違反する行為を防止するため

6）検定結果に関して、個人を識別できない形式に加工した統計データ作成のため

なお、当社サイト内で個人情報の利用目的について別途定めている場合は当該利用目的の記述を優先します。

3. 利用目的による制限

協会は、取得した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。個人情報を利用目的の範囲

外で取り扱う場合は、あらかじめ受検者ご本人の同意を得て行います。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

1）法令に基づく場合

2）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

3）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

4. 情報の取得

1）協会は、個人情報の入手を適法かつ公正な手段によって行い、受検者の意思に反する不正な方法により入手いた

しません。

2）協会は、個人情報を間接的に入手する場合は、入手する個人情報について、提供者が本人から適正に入手したも

のであるかどうかを確認します。

5. 取得に際しての利用目的の通知等

協会は、個人情報を取得する際は、その利用目的をあらかじめ通知または公表します。利用目的が変更された場合、

受検者に通知または公表し、同意を取ります。

6. 個人情報の適切な保護

協会は、受検者の個人情報を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。また、受検者の個人情報を適切

かつ安全に管理します。

7. 委託先の監督

協会は、取得した個人情報の取扱いを委託する場合があります。その場合には、個人情報の預託に係わる基本契約

等の必要な契約を締結し、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。

8. 個人情報の第三者への提供

協会は、受検者の個人情報について、受検者ご本人の同意を得ずに第三者に提供することは原則として行いません。

提供先・提供内容を特定した上で、受検者の同意を得た場合に限り、提供します。ただし、以下の場合はこの限りではあ

りません。

1）協会の業務委託先が、協会に代わってダイレクトメール、電子メールその他の手段で情報または役務を提供する

場合

2）協会の業務委託先が、協会に代わってアフターサービスなどの個別の役務を提供するために必要がある場合

3）統計的情報を提供する目的で、個々の個人情報を集積または分析し、個人を識別できない形式に加工して、その

統計データを開示する場合

4）認定証発送等のために配送業者に受検者の個人情報を提供する場合

5）法令により開示または提供が許容されている場合

9. 個人情報の開示

協会は、受検者ご本人より当該本人の個人情報の開示を求められた場合には、遅滞なく応じます。ただし、以下の

場合は、その全部または一部を開示しない場合があります。

1）受検者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

2）協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

3）他の法令に違反するおそれがある場合

１０.個人情報の訂正、利用停止等の手続

協会は、受検者ご本人より当該本人の個人情報の訂正、追加、削除、利用の停止または消去を求められた場合には、

受検者ご本人であることを確認させていただいた上で合理的な期間内に対応いたします。

１１.免責

以下の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、協会は何らの責任を負いません。

1）受検者ご本人が協会の機能または別の手段を用いて第三者に個人情報を明らかにした場合

2）受検者が協会の受験申込み上に入力した情報等により、個人が識別できてしまった場合

１２.統計データの利用

協会は、取得した受検者の個人情報をもとに、個人を識別できないように加工した統計データを作成することがあり

ます。個人を識別できない統計データについては、協会は何ら制限なく利用することができるものとします。

戦史検定協会個人情報取扱指針

第2回 検定日
2011年

11月20日（日）
申込期間　8/1～10/31

当日受付（先着20名まで）

戦史検定 検 索

検定の詳細についてはHPもご覧ください。

マスコミ、文化、教育機関、国際機関等の就職、
公務員試験を目指す方に

マスコミ、文化、教育機関、国際機関等の就職、
公務員試験を目指す方に

マスコミ、文化、教育機関、国際機関等の就職、
公務員試験を目指す方に

初級受検者（抽選で5名）
「戦史ドキュメンタリー」ＤＶＤ（3巻セット）を進呈。

中上級受検者（抽選で3名）
戦史検定オリジナル「慰問袋」を進呈。

初級合格者（成績上位5名。同点の場合は抽選）
月間「ＷｉＬＬ」、歴史通を2冊セットで1年間購読プレゼント。

中上級合格者
「軍司令官」クラス認定者には豪華賞品を進呈いたします。

合格者全員（初級・中級・上級共通）
合格者全員、以下の施設の入場割引が受けられます。

「沖縄海軍司令部壕」「大和ミュージアム」
「那須戦争博物館」
※入場の際に認定カードをご提示下さい。

《第2回戦史検定プレゼント企画！》

その1

その2

その4

その5

その3

http://www.senshikentei.org
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ＷＥＢからも申し込み出来ます！
▼



第2回　戦史検定受検募集要項 申込方法

　過ぐる大東亜戦争は、国家の存亡を賭し、国の総力を挙げて戦った戦争

でした。世界戦史に前例なき特攻攻撃に示されるように、忠勇なる我が将兵

は祖国防衛のために尊い一命を捧げました。しかし残念ながら戦後教育で

育った人々は、自国の尊い戦史を教えられず、それ故に知らない人が多いの

が現状です。出来るだけ多くの人々、特に若い方々がこの検定に参加し、祖

国の真の歴史を学んで頂くことを期待しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年 8月

　　　　　　　 戦史検定協会顧問　小田村四郎　　　　　　　（元拓殖大学総長）

◆歴史を知らなくていいのでしょうか？
　今を去る六十数年前、我が国日本は世界の国々を相手に戦わなけれ

ばならない現実がありました。それはまさに、国家の存亡を賭けた戦いで

した。私達の先輩は、愛する日本のため、郷土と家族を守るため、戦地に

赴いていったのです。しかし現在は、彼らの勇猛果敢な戦いぶりも悲壮

なまでの覚悟も振り返られることなく、時間の経過と共に忘却への彼方へ

と追いやられようとしています。本当にこのままで良いのでしょうか。これか

らの日本の未来を考えていくとき、過去の歴史は私達に教訓と指針とを与

えてくれるはずです。また国際社会においても、自国の歴史を知っておく

ことはきわめて重要です。現代の繁栄の礎となった人々に思いを馳せ、そ

の歴史を学び、先人の想いが末永く語られる国家でありたいという願い

のもと、私達は戦史検定を実施しています。

◆海外慰霊碑の現実
　かつての激戦地に訪れれば、必ずや無数の慰霊碑・顕彰碑に出逢い

ます。これらの碑が建立された背景には、筆舌に尽くし難い戦争の事実

があります。しかしながら、時代の経過と共に、海外にある慰霊碑・顕彰

碑は忘れ去られ、風化の一途を辿っています。私達は、検定事業で得ら

れた収益を、こうした碑の保全・修復に充てていきます。
戦史検定協会　

　現在の日本の政治は、日本開闢以来の危機と言っても過言ではない。先

人たちが築き上げた歴史を貶めるだけの政治家が何と多いことか。此の度、

そうした事態を打開すべく素晴らしい検定事業が始まったことを知って、快

哉を叫びたい所である。さらに、戦史検定ではその収益金を在外慰霊碑の

保全にあてていきたいとの志もいい。若い実行委員会メンバーの果敢なる挑

戦に、心からのエールを送りたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年11月

　　　　　戦史検定協会顧問　　　中 條 高 徳　　　　　（アサヒビール㈱名誉顧問）

試検日

試検場

申込期間

申込方法

受検級

応募資格

ガイドライン

出題レベル

受検料

試検方式

出題数

試検時間

（時間選択原則不可）

合格ライン

認定クラス

参考図書

受検対策
セミナー

3800円

五者択一のマークシート方式

50題（60分）

初級試検 Ａ（１０：００～１１：００）※併願受検枠

初級試検 Ｂ（１２：３０～１３：３０）

初級試検 Ｃ（１４：３０～１５：３０）

35点以上

分隊長（35～41点）

小隊長（42～49点）

中隊長（50点）

図解「太平洋戦争」（西東社：765円）

太平洋戦争決定版（1）「日米激突」への半世紀
（歴史群像シリーズ）（学習研究社：1980円）

日　時　平成23年11月19日（土）

会　場　

受講料　1800円

5500円

五者択一のマークシート方式

100題（90分）

中上級試検 Ａ（９：３０～１１：００）

中上級試検 Ｂ（１２：００～１３：３０）※併願受検枠

中上級試検 Ｃ（１４：３０～１６：００）

（中級）60点以上89点以下（上級）90点以上

大隊長（60～69点）

聯隊長（70～79点）

旅団長（80～89点）

師団長（90～99点）

軍司令官（100点）

《8/1（月）》

申込受付開始

《10/31（月）》

申込受付締切

《検定日約1週間前》

受検票の到着

《11/20（日）》

検定日

《12/8（木）合否発表（郵送）》

結果通知の到着

［団体受検］

受検票に記載されている受検級、試検時間、会場
などをご確認ください。検定5日前になっても受検
票が届かない場合は、検定事務局までご連絡くだ
さい。

試検開始時間の10分前には会場に入場してくだ
さい。

合格者の方には認定証が
同封されています。12月
末になっても通知が届か
ない場合は、検定事務局
までご連絡ください。

企業、学校、自治体などの団体で受検者が5名以上集まると、団体受検ができます。団体
内に会場を設置できるほか、受検料の割引等の特典があります。詳しくは検定事務局ま
でお問い合わせください。

中上級のみ受検する方は、申込手続の際に初級の認定番号が
必要になりますので、お手元に認定カードをご用意ください。

WEBから申し込む場合

　戦史検定HPの申込ページに
　アクセスする

　受検申込

　振込を行う
　入金が確認された時点で、受付完了となります。

郵便局で申し込む場合

　本書添付の受検申込専用
　「払込取扱票」（払込用紙兼受検申込書）に
　必要事項を記入する。
　※郵便局設置の「払込用紙」ではお申込みできません。

　郵便局で受検料を支払う。
　※恐れ入りますが、払込手数料はご負担ください。

　「振替払込請求書兼受領証」を受け取る。
　※受検申込の控えとなりますので、大切に保管してください。

★WEB申込はPCのみとなります。

★WEB申込の場合、メールで受検票を送付します。
　当日はプリントしてお持ち下さい。

PC www.senshikentei.org

※併願受検者は　初級試検 Ａ ＋ 中上級試検 Ｂ　の時間になります。　
※中上級の受検は初級合格者が対象です。お申し込みの際に初級認定番号をご記入下さい。
※併願受検で初級：不合格、中上級：合格の場合は全て不合格と判定します。
※試検中の途中退席は棄権扱いとなりますので予めご了承願います。
※試検時間は原則選択出来ません。
※中級試検・上級試検は同じ試検です。採点結果で「中級合格」「上級合格」と判別致します。

平成23年11月20日（日）

日本青年館　（住所：東京都新宿区霞ヶ丘町7-1）

平成23年8月1日（月）～10月31日（月）

ＷＥＢまたは郵便振り込み

初　級

どなたでも受検出来ます。
初級合格者の再受検も可能です。

中上級

初級合格者、もしくは初級との併願受検。

ノモンハン事件、支那事変（日中戦争）、大東亜戦争を通じた昭和の戦争。

その伏線を理解する上での帝国陸海軍建軍以降の近代史。

当時の社会情勢、世相、常識を副題とする出題。

戦史の概要を理解している。

主な戦闘や出来事、人物に関する知識

を有している。

【中級】戦史の流れを理解している。戦闘
や出来事の経緯や関係性、日本軍の組織や
兵器に関する知識を有している。

【上級】幅広く多面的に深く戦史を理解し
ている。交戦国の状況や戦闘や事件の詳細、
その他全般にわたる知識を有している。

中
級

上
級

※振込口座を記したメールが
　返信されます。
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▼
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▼
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▼

▼

▽
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