第4回

実施日
平成 25年
11月17日
（日）

教科書に載っていない歴史 × 慰霊の心 ＝ 戦史検定

大東亜戦争は遠い昔の出来事ではない。
わずか七十年前のことであり、
しかも
我々の祖父や祖母たちが経験したことなのだ。
歴史の授業で習うのは、
「昭和十六年に日本は連合国と戦い、
二十年にポツダム宣言を受諾して無条件降伏した」
というだけの
ものだ。
こんな無味乾燥な知識から、
「戦争の悲劇」を学べるは
ずがない。本当に戦争の悲劇を知るためには、
あの戦争がどの
ように行なわれ、
日本軍の上層部がどのような判断をし、末端の
兵士がどのように戦ったかを知らねばならない。私の持論が、
「戦
争」はその国の持つ長所と欠点が最も極端な形で現れる。平和
な時には見えにくい国民性が、
極限状況の中であらわになる。
だからこそ、
そして再びこの悲劇を繰り返さないためにも、
我々
はあの戦争を知る必要がある。
これは現代に生きる日本人の使
命であり、
また三百万もの尊い犠牲者の霊に報いるための義務
でもある。

百田尚樹

（２００９年 最高に面白い本大賞 文庫・文芸部門 BEST１０ 第１位）著
『永遠の0（ゼロ）』

第4回戦史検定合格者特典
合格者全員、以下の施設の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」
「靖国神社 遊就館内

茶房 " 結 "」

※ご利用の際に認定カードをご提示ください。

合格者・成績優秀者に抽選で5名様に学研「歴史群像」
1年間購読特典あり！
【戦史検定事業へのご協賛のお願い】
本検定は有志の社会人・大学生がボランティアで行っていま
す。本検定の趣旨にご賛同いただける方、ぜひともお力添え
を賜りますよう、お願い申し上げます。

【ご協賛要領】
●協賛団体
●個

人

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
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：0204249 口 座 名 儀：戦史検定実行委員会
※こちらは受検料納入講座ではありません

第4回「戦史検定」受検者募集
平成25年11月17日（日）実施
■試検会場 ： 大正大学（東京都豊島区西巣鴨3-20-1）
■受検資格：
（初級）
どなたでも受検出来ます。
※初級合格者の再受検可
（中上級）初めて受検される方は初級との併願受検
をお奨めします。
■試検方法：マークシートによる五者択一方式
■出題数：
（初級）50問、
（中上級）100問
■受検料：
（初級）3,800円、
（中上級）5,500円
■申し込み期間：平成25年8月1日〜10月20日
※webからのお申し込みになります。
■当日受検：先着30名様まで受付ます
■収益は戦歿者慰霊碑の保全費用に充てられます
《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
URL:http://www.senshikentei.org/
検索
戦史検定
検定の詳細についてはHPもご覧ください。

第4回
試検日
試検場

戦史検定受検募集要項

受検級

平成25年11月17日（日）

初

級

中上級

応募資格

どなたでも受検出来ます。
どなたでも受検出来ます。初級合格者、も
初級合格者の再受検も可能です。 しくは初級との併願受検をお奨めします。

出題レベル

【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
主な戦闘や出来事、人物に関 知識を有している。
【上級】幅広く多面的に深く戦史を
する知識を有している。
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。

戦史の概要を理解している。

大正大学（住所：東京都豊島区西巣鴨3-20-1）

申込期間

平成25年8月1日〜10月31日

申込方法

ＷＥＢ

出題範囲

支那事変（日中戦争）、
ノモンハン事件、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。

受検料

五者択一のマークシート方式

五者択一のマークシート方式

出題数

50題（60分）

100題（90分）

試検時間

セミナー（希望者）受講料1000円
9：00〜10：30
初級 １1：００〜12：00

合格ライン

中上級

大隊長（60〜69点）
聯隊長（70〜79点）
旅団長（80〜89点）

小隊長（42〜49点）
上
級

中隊長（50点）

13：30〜15：00
（併願含む）

（中級）60点以上89点以下（上級）90点以上

35点以上
分隊長（35〜41点）

認定クラス

中上級のセミナーはありません

級

受検料納入

師団長（90〜99点）
軍司令官（100点）

参考図書

※中級試検・上級試検は同じ試検で採点結果によって「中級合格」
「上級合格」
と判定致します。
※結果の通知は年内に発表致します。

5500円

試検方式

初級

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
※こちらは協賛金納入口座ではありません

併願 8000円

中

当日セミナーを受講すると合格率はアップします!!
日 時：平成25年11月17日 9：００ 開始
受検対策
会 場：大正大学
セミナー
同日開催！ 受講料：1000円
（先着100名までとなります）

3800円

〈初 級〉
「太平洋戦争 知れば知るほど」実業之日本社 1470円
「図解ひと目でわかる太平洋戦争-何のための、どんな戦争だったか」学研 1000円
「知識ゼロからの太平洋戦争入門」幻冬舎 1365円

「歴史群像シリーズ決定版 太平洋戦争」
（1）
‐
（１０）学研 各巻1890円
〈中上級〉

【問題例】
【初

級】

【中上級】

【1】ハワイ真珠湾に停泊中の米艦隊を航空機で攻撃することを発想したとされ
る、
日米開戦時の聯合艦隊司令長官は誰か。
甲）
南雲忠一
乙）
米内光政
丙）
山本五十六
丁）
東條英機
戊）
東郷平八郎
【2】昭和17年6月、
日本海軍機動部隊が空母４隻を喪失する大敗を喫し、戦局の
分岐点となったのは、
次のうちどの地点をめぐる戦いであったか。
甲）
ガダルカナル島 乙）
ミッドウェー島 丙）
ウェーク島
丁）
アッツ島
戊）
ポートモレスビー
【3】昭和20年8月18日、
千島列島に所在した日本軍守備隊は、
突然のソ連軍の上
陸により、
戦闘状態に入った。守備隊はソ連軍に甚大な損害を与えたが、
この
戦闘が行われた島は次のうちどれか。
甲）
択捉島
乙）
占守島
丙）礼文島
丁）
国後島
戊）
歯舞島

ほかの例題にもチャレンジしたい方はコチラへ

戦史検定

検索

【1】昭和15年9月27日に日本、
ドイツ、
イタリアの間で締結された日独伊三国同盟に対して、
日
本国内では同盟推進派と米英との協調派に分かれていた。
同盟締結時の日本の首相
と外相の組合せで正しいものはどれか。
甲）近衛文麿・平沼騏一郎
乙）平沼騏一郎・豊田貞次郎
丙）近衛文麿・松岡洋右
丁）近衛文麿・豊田貞次郎
戊）平沼騏一郎・松岡洋右

【2】昭和12年12月12日、揚子江上において日本海軍機が米海軍砲艦を撃沈し、
日本側が
謝罪するという事件が発生した。
この事件は、沈没した艦の名前から呼ばれているが
どれか。
甲）
パネー号事件
乙）
レディーバード号事件
丙）
メイピン号事件
丁）
ルシタニア号事件 戊）
メイン号事件
【3】昭和16年、
日本軍は、
ビルマの独立運動とビルマ独立義勇軍の編成を支援する特務機
関を設立した。
ビルマ独立義勇軍と共に日本軍のビルマ進攻作戦に参加した特務機
関はどれか。
甲）岩畔機関
乙）南機関
丙）河辺機関
丁）
Ｆ機関
戊）光機関

中上級 答え （1）丙 （2）
甲 （3）乙

初級 答え （1）丙 （2）乙 （3）乙

推薦の言葉
歴史を奪われた民族に未来はありません。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。
戦史検定協会顧問
（元拓殖大学総長）
（日本会議 副会長）

小田村 四郎

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。

戦史検定協会顧問
（英霊にこたえる会会長）
（日本会議 代表委員）

中條高徳

