第9回

実施日
平成 30年
11月18日
（日）

教科書に載っていない歴史 × 慰霊の心 ＝ 戦史検定

大阪でも
同時開催！

大東亜戦争は遠い昔の出来事ではない。
わずか七十数年前のことであり、
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
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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

「戦史検定」受検者募集
平成30年11月18日（日）実施
■会

場

東京：國學院大學 院友会館大ホール
（東京都渋谷区東4-12-8）

大阪：八尾市文化会館プリズムホール
（大阪府八尾市光町2-40）

■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
（初級）3,800円、
（中上級）5,500円、
■受検料：
（併願）8,000円

■Web受付期間：8月1日
（水）〜10月14日（日）
■当日受検：各会場先着30名様まで受付ます
（受検料は当日お持ちください）

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。

成績優秀者5名に「歴史群像」1年間プレゼント

※収益は戦歿者慰霊碑の保全事業費用に充てられます

戦史検定協会

TEL： 03-3524-7299
（受付時間10：00〜17：00、土日祝日休み）
〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目2-20 井上旭門ビル5-B
URL:http://www.senshikentei.org/
戦史検定

検定の詳細についてはHPもご覧ください。

検索

受検募集要項
東 京
試検日
会 場
申込期間
申込方法
出題範囲

大 阪

受検級

初 級

中上級

応募資格

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。

どなたでも受検出来ます。初
級合格者、もしくは初級との
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
戦史の概要を理解している。
性、日本軍の組織や兵器に関す
主な戦闘や出来事、人物に関 る知識を有している。
【上級】幅広く多面的に深く戦史
する知識を有している。
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。

平成30年11月18日（日）
國學院大學

院友会館大ホール
東京都渋谷区東4-12-8

八尾市文化会館

プリズムホール
大阪府八尾市光町２-４０

8月1日（水）〜10月14日（日）
Ｗebからお申し込み下さい
受検料

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。

東 京

大 阪

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

合格ライン

戦史検定

35点以上

（中級）60点以上89点以下（上級）90点以上

分隊長（35〜41点）

検索

認定クラス

旅団長（80〜89点）
師団長（90〜99点）
軍司令官（100点）

参考図書

（受付時間10：00〜17：00、土日祝日休み）

聯隊長（70〜79点）

小隊長（42〜49点）
中隊長（50点）

事務局 TEL：03-3524-7299

大隊長（60〜69点）

級

http://www.senshikentei.org/

中上級
14：30〜16：00
（併願含む）

上

お申し込みはホームページから

初級 １1：45〜12：45

級

先着100名まで
受講料：1000円（当日会場にて先着で受付ます）

セミナー（希望者）受講料1000円
中上級のセミナーはありません
9：45〜11：15

中

同会場：八尾市文化会館
受検対策 同会場：國學院大学
プリズムホール
院友会館大ホール
セミナー
同日開催！
11月18日
（日）9：45 開始

5500円

併願 8000円

試検方式

当日セミナーを受講すると合格率はアップします!!

初級

3800円

〈初
級〉
「増補版 太平洋戦争通史」筒居譲二（文芸社）
〈中・上級〉
「増補版 太平洋戦争通史」筒居譲二（文芸社）
「帝国陸海軍軍事の常識」熊谷直（光人社NF文庫）

※中級・上級は同じ試検で、採点結果により
「中級合格」
「上級合格」と判定致し
ます。
※合否の通知は年内に発送致します。

【問題例】
【初

級】

【中上級】

【1】昭和17年2月15日、英国の東洋における要衝のシンガポールを
陥落させ、
その武功から「マレーの虎」
との異名をとった第二十
五軍司令官は誰か。
甲）本間雅晴
乙）飯田祥二郎
丙）今村 均
丁）
山下奉文
戊）
田中新一

【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20年8月18日、千島列島に所在した日本軍守備隊は、突然
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
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 【2】昭和16年、
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
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。
マ進攻作戦に参加した特務機関はどれか。
甲）択捉島
乙）
占守島
丙）礼文島
甲）
岩畔機関
乙）
南機関
丙）
河辺機関
丁）国後島
戊）歯舞島
丁）
Ｆ機関
戊）
光機関
中上級 答え （1）丙 （2）乙

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

初級 答え （1）丁 （2）乙

推薦の言葉

■戰史檢定は歷史戰勝利の鍵になる

きすう

獨立主權國家としての日本の將来は、
所謂歷史戰の勝敗の歸趨
にかかつてをります。歷史戰の主たる相手國は、
中國・北朝鮮・韓國
等近隣諸國でありますが、實は現在緊密な同盟國である米國が曾
て大東亞戰爭に我が國を追ひ込んだ重大な前科を有し、又その戰
爭の末期に我に無法な侵略戰爭を仕掛けて來たロシアも亦これに
含まれます。此等の國を相手に國民が歷史戰を戰ひ抜くには、
何より
じつ

かつ

【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。
収益は戦歿者慰霊碑の保全事業費用に充てられます。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。

も先づ豊富にして正確な戰爭史の知識が最強の武器であります。
國民各自がその強力な武器を身につけるために、
戰史檢定は寔に適切な試みでありませう。
まこと

戦史検定協会顧問

小堀桂一郎

乃木神社「中央乃木會」會長
日本會議副會長
東京大學名譽教授

【 協賛金振込口座 】 ※ こちらは受 検 料 納 入 口 座ではありませ ん
金融機関名：ゆうちょ銀 行
店 名：〇 一 八（ゼロイチハチ）
口座番号：0 2 0 4 2 4 9

店 番：0 1 8

預金種目：普通預金

口座名儀：戦 史 検 定 実 行 委 員 会

※ご協 賛 者はホームペ ージでご芳 名を掲 載させて頂きます。

