第14回

おしらせ

『徳山下松港開港100周年記念』

周南市歴史博士検定は、第１4回をもって終了となります。

検 定 日

令和4年11月27日 日

申込期間

令和4年9月5日(月)～令和4年10月28日(金)

対 象 等

●修士課程・博士課程…※どなたでも

1,000円

※今年度で歴史博士検定が最後となる為、修士合格者でなくても受検ができます。

●子ども歴史博士課程

500円 （小学3年生から6年生）

①② 国登録記念物
漢陽寺庭園
③ 明治期の徳山港
（東浜崎港）
④ 大正期の徳山港

①

②

③

④

③④：周南市美術博物館提供

第１４回 周南市歴史博士検定 開催要項
◆お知らせ◆
周南市歴史博士検定は今年の
開催をもって終了いたします。
◆周南市歴史博士検定とは◆
周南市歴史博士検定とは、周南市の歴史を広く、深く
学ぶことにより、ふるさとを大切に想う気持ちを育み、
まちづくりの意欲を高め、地域貢献への活力に繋がる
ことを目指すものです。

会

場

受検資格

検定概要

令和４年１１月２７日(日)
１０：００～１１：１５
(約１５分の説明後､検定６０分で実施)
※子ども歴史博士は検定４５分
周南市学び・交流プラザ
〒746-0016 周南市中央町４－１０
修士課程・博士課程／※どなたでも
子ども歴史博士／小学３年から６年生
※今年度で周南市歴史博士検定が最
後となる為、修士を合格されていなく
ても博士を受検できます。
周南市全域の歴史より出題
※徳山下松港開港１００周年を記念し、
港に関する問題も出題します。

受検課程

令和４年９月５日(月)～令和４年１０月２８日(金)
※期間厳守（当日消印有効）
①電話による申込はできません。
［郵送・FAX（可）］
②検定中止の場合を除き、申込後の受検取り止めや
受検料の払い戻し、次回への振替はできません。
★受検申込書は本紙面内に印刷してあります。
切り取るか、コピーしてご利用ください。
周南市生涯学習情報「Manabi」HP にも掲載
しています。

◆受検料◆

◆実施内容◆
検 定 日
時
間

◆申込期間及び注意事項◆

出題レベル

修 士

基本的な知識レベル

博 士

より広い基礎、専門的レベル

修士課程
博士課程
子ども歴史博士課程

１，０００円
１，０００円
５００円

◆申し込み方法◆
次の①と②いずれかの方法で申し込んでください。
※事務局への入金確認をもって申込完了となります。

①窓口での申込
●申込場所：次のいずれかに直接申し込み下さい。
①周南市学び・交流プラザ（周南市中央町４－１０）
②周南市教育委員会生涯学習課
（周南市岐山通１―１）
●受付時間：９:００～１７:１５まで
※土日・祝日・休館日除く
●申込方法：受検申込書に必要事項を記入のうえ
受検料を添えて申し込んでください。

②郵送・ＦＡＸでの申込
※窓口での申込が困難な方

子ども歴史博士

基本的な知識レベル

問題形式 全５０問 ３肢択一式（１問＝２点）
※博士は一部記述式あり
合格基準 得点８０点以上

●郵便局備え付けの「払込取扱票」に必要事項を記入の
うえ、受検料を払い込んでください。
●郵便局捺印の「受領証のコピー」と「受検申込書」を
周南市学び・交流プラザまで郵送又はＦＡＸしてく
ださい。
※受領証の原本は受検票が届くまで大切に保管してく
ださい。
※申込時に発生した払込手数料等は自己負担と
なります。
＜受検料の払込先＞
口座番号 01350-8-87612
加入者名 周南市歴史博士検定実行委員会

◆受検票の発送◆

◆過去問題の販売◆

検定日の２週間前ごろに郵送します。
※以下の場合、事務局へ問い合わせてください。
●検定日の５日前になっても受検票が届かない
●届いた受検票に記載事項の誤りがあった場合

◆主な参考資料・展示室等◆
周南市文化財マップ
第４版(修士・博士)

わたしたちの市 周南
(子ども歴史博士)

各年度の課程毎に１部１００円で販売しています。

◆過去問題販売場所、申込窓口◆
①周南市学び・交流プラザ（周南市中央町４－１０）
※取り扱っている過去問題・・・過去全て
②周南市教育委員会 生涯学習課(周南市岐山通１-１)
※取り扱っている過去問題・・・過去３年分
[第 12 回～第 10 回]
★土日・祝日を除く９:００～１７:１５まで
[休館日や閉庁日にご注意下さい]

◆合否結果◆
（修士課程・博士課程・子ども歴史博士課程）

平成３０年発行

令和３年度 改訂版
歴史的分野を
約９割を出題
中心に出題
※「わたしたちの市 周南」(令和３年度 改訂版)を
お持ちでない方は、市内各図書館又は学び・交流プ
ラザで閲覧できます。
☆港に関する問題の資料☆
【修士課程・博士課程】
開港１００周年記念ＨＰにある、「徳山下松港に
ついて」（歴史）の中から出題します。
https://tokuyama-kudamatsuport100th.com/tokuyama-kudamatsu-port.html
【子ども歴史博士課程】
「わたしたちの市 周南」の中から出題します。
☆その他展示室等☆
旧市町史、周南市美術博物館、周南市郷土美術資料館、
山田家本屋、周南市回天記念館、周南市立中央図書館、
周南市新南陽民俗資料展示室（団体見学のみ。要予約）
周南市鹿野民俗資料展示室（鹿野図書館２階）、
周南市熊毛歴史展示室（熊毛図書館内）、
周南市鶴いこいの里
※各施設の休館日に注意してください。

●新型コロナウイルス感染拡大防止の為、
マスクの着用及び体調管理の徹底をお願い
します。
また、感染症の拡大や大規模災害などに
よっては、やむを得ず中止となる場合もあ
ります。

発表日
令和４年１２月２５日（金）
発表方法 ①周南市生涯学習情報「Manabi」HP 掲載
②学び・交流プラザ内掲示
※合格者の受検番号のみ掲載
認定書
合格認定証は１月中旬に郵送します
※以下の場合、事務局へ問い合わせして下さい。
●１月下旬になっても届かない
●記載事項に誤りがあった場合
※採点結果に関する問い合わせ､異議申し立てには
応じられません。予めご了承ください。

◆合格特典◆
■修士課程・博士課程・子ども歴史博士課程合格者
には、合格特典を予定しております。
特典内容につきましては、決まり次第、周南市歴史
博士検定サイト内でお知らせいたします。

◆問い合わせ先◆
周南市歴史博士検定実行委員会 事務局
(周南市学び・交流プラザ 内)
〒746-0016 山口県周南市中央町４－１０
電話：０８３４－６３－１１８８
ＦＡＸ：０８３４－３９－６１５２

第 14 回周南市歴史博士検定

検索

https://www.city.shunan.lg.jp/site/mnb/

第14回

周南市歴史博士検定受検申込書
年齢

フリガナ

氏

名

歳
都道
府県

〒
住

所

連絡先
(電話番号)

受検される課程に☑をつけてください
切り離してお申込み下さい

□ 修士
受検課程

□ 博士
□ 子ども歴史博士 （

）小学校（

※申し込みの方（二人目）は下の欄に記入してください
年齢

フリガナ

氏

名

歳
都道
府県

✂ 《切り取り線》

✂

〒

切り離してお申込み下さい

）年

住

所

連絡先
(電話番号)

受検される課程に☑をつけてください
□ 修士
受検課程

□ 博士
□ 子ども歴史博士 （

）小学校（

）年

※申し込みの方（三人目）は下の欄に記入してください
年齢

フリガナ

氏

名

歳
都道
府県

〒
住

所

連絡先
(電話番号)

受検される課程に☑をつけてください
□ 修士
受検課程

□ 博士
□ 子ども歴史博士 （

）小学校（

）年

■個人情報は、当検定の事業以外の目的には使用しません。但し、新型コロナウイルスの感染
が発覚した場合には、保健所等の公的機関に情報を提供することがあります。

※2人以上のお申込みでも、上下は切り取らずそのまま提出して下さい

