
 

 

          平成２１年４月９日 

大阪経済記者クラブ会員各位                        

（同時資料提供：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ、堺市政記者クラブ） 

 
「なにわなんでも大阪検定」公式テキストの内容ならびに 

 

 
 
 
  
 
 

「なにわなんでも大阪検定」３級・２級の問題構成の概要について 
 

○ 大阪商工会議所が、平成２１年６月２１日（日）に実施するなにわなんでも大阪検定の公

式テキスト「大阪の教科書」が４月９日（木）より、書店・インターネット書店で発売さ

れる。  

 

○ 公式テキストは、「大阪検定企画会議」座長でもある橋爪紳也・大阪府立大学特別教授が

監修し、株式会社創元社が編集・出版した。国語・社会・体育・芸術・生活・遠足等、学

校の教科書に模した構成で、大阪の歴史・文化的資源から言葉・食文化、娯楽・サブカル

チャーまで大阪の魅力を幅広く総合的に紹介している。概要については別添資料１のとお

り。 

 

○ また、「なにわなんでも大阪検定」作問委員会では、３級・２級の第１回公開試験の問題

構成の概要を別添資料２のとおり決定した。 

以 上 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

資料１ ：「大阪の教科書－大阪検定公式テキスト」発刊概要 

資料２ ：「なにわなんでも大阪検定」３級・２級 第１回公開試験の問題構成等について 

資料３ ：「なにわなんでも大阪検定」３級・２級 第１回公開試験の問題例について 

資料４ ：「なにわなんでも大阪検定」実施概要について 

【お問合先】 ○大阪商工会議所 地域振興部（中野、堤） 
☎ ０６-６９４４-６３２３  
携帯０９０－９１１１-４３７９（中野） 

○大阪検定事務センター 
☎ ０６－６４５２－７７２８ 

※紙面等にてご紹介いただく場合は大阪検定事務センターの電話番号のご掲載

をお願いいたします。 

 

記者発表資料 
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平成21年4月9日 
 

『大阪の教科書――大阪検定公式テキスト』 

発刊概要 
 
 
〔書籍発刊基本データ〕 
●書 名（タイトル）：大阪の教科書 
●副書名（サブタイトル）：大阪検定公式テキスト 
●監 修：橋爪紳也（大阪府立大学特別教授） 
●編 集：創元社編集部 
●造本・体裁：Ａ５判・並製、320ページ（一部カラー・２色ページあり。写真・図版約250点収載） 
●定 価：1,995円（税込） 
●発 行・発売元：創元社 
●発行日（奥付記載）：2009年４月１日 
●発売開始日：2009年４月９日 
 

〔内容紹介文〕（ボディコピー）： 
歴史の厚みや多様な文化、とりわけ生活文化に豊かな土壌を持つ大阪の総合的な案内書。国語、社会、体育、芸術・娯楽、生

活、遠足など学校教科書・科目を模した構成で、大阪力のエッセンスを一冊に凝縮。ことば、歴史、地理、産業・経済、食べ

物をはじめ、埋もれた文化資源やスポーツ、サブカルチャーまで網羅した初の大阪本。気鋭執筆陣による書き下ろしに多数の

図版、コラムも交え、読んで見て楽しみながら学べる検定公式テキスト。 
 

〔本書の特長〕 
●ステレオタイプの大阪観を払拭。注目されることのない埋もれた文化資源も紹介。 

●サブカルチャー・娯楽・スポーツにも言及。検定テキスト、大阪本としても初。 

●写真・図版約 250点収載（貴重・記録写真も多）。見て楽しみながら知識も深まる。 

●各分野気鋭の執筆陣による書き下ろし。読み物としても楽しめる。 

●その他 

・「食文化」では大阪料理＝日本料理、十大料理の提唱。 

・「国語」では、文法・語彙と文例を提示。 

・「遠足」ではテーマ性と目的・視点を持った街歩きの提案。 

・「歴史」は、近世までを十大ニュースでビジュアル・要点化。近現代史は産業・経済の項で詳述。 

 

〔内容項目（目次）および執筆者〕 
はじめに《橋爪紳也》 

◆〔１限目〕国語――大阪ことばを学ぶ 
《郡史郎・本渡章・編集部》 

大阪ことばの特徴――その多様性について 

発音・文法・表現法――大阪ことばを解剖する 

大阪ことば集（語彙）――分類別の単語・用例・アクセント 

現代文 I・II・III――大阪ことばを文例から学ぶ 

古典講読 I・II――古文を鑑賞する 

大阪ことばを探求する人たち――泰斗から最新事情まで、その成果と本質 

〈コラム〉河内弁と泉州弁 

◆〔２限目〕社会――水都・商都・民都、さまざまな貌【かお】 
《長山雅一・本渡章・宮本又郎・沢井実・編集部》 

図説・大阪の歴史――先史から幕末維新までの十大トピック 

地理・地形と人の営み――大阪の「かたち」ができるまで 

水都をめぐる風景の変遷――地名の水脈と時間 
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商都の成り立ち――産業・経済からみた近代大阪の歴史 

代表的産業と得意分野 10――業種別・大阪発の企業・商品・サービス 

〈コラム〉大阪の技術を支えた工業教育の系譜 

私鉄王国のはじまり――五大民鉄の略史 

東大阪の町工場――全国有数の産業集積地は今 

大阪経済の相対的地位――経済地盤沈下の真実 

◆〔３限目〕体育――本拠地があったころ 
《永井良和・本渡章・編集部》 

プロ野球文化のよりどころ――大阪でのルーツから球界再編まで 

相撲史の舞台としての大阪――大阪相撲の栄枯盛衰 

二つのプロサッカーチーム――ガンバとセレッソ、逆転した関係 

その他の大阪スポーツ――水泳・バレー・バスケット・ラグビー 

◆〔４限目〕芸術・娯楽――道頓堀カルチャーと中之島カルチャー 
《亀岡典子・やまだりよこ・松尾美矢子・響敏也・中村よお・もず唱平・河内家菊水丸・武部好伸・井上宏・本渡章・村上知

彦・橋爪節也・編集部》 

文楽の至芸――大阪を代表する芸能文化 

上方歌舞伎――和事芸の伝統をつなぐために 

上方落語――「四天王」から「繁昌亭」へ受け継がれる笑いの命脈 

漫才――Ｍ-１とマンザイブームからその源流へ 

クラシック――大阪フィルと朝比奈隆 

道頓堀ジャズと服部良一――ポピュラー音楽の父が育った時代 

大阪フォーク、ロックの系譜――熱狂の時代を彩ったアーティストたち 

大阪は演歌の本場か――豊かな文化資源が歌のふるさとに 

河内音頭――新聞詠みから正調へ 

大阪映画――スクリーンに映し出された実像・虚像 

大阪発ドラマ・コメディ黄金時代――放送文化と地域性のゆくえ 

大阪の文学――元禄から近現代につながる小説の血脈 

漫画を生みだす大阪の風土――手塚治虫以前と以後 

美術――大阪画壇とその潮流 

◆〔５限目〕生活――大阪人の暮らし 
《上野修三・太田雅士・編集部》 

食文化の豊饒――広く日本料理となった浪速の食い味 

大阪十大料理――食の都の真髄を代表的料理からたどる 

魚介の食文化誌――食材探訪(1) 

〈コラム〉乾物と塩干物 

野菜を浪速流に料理――食材探訪(2) 

〈コラム〉なにわ伝統野菜 

食い倒れ大阪の断章――食コラム 10 

住まい・家屋――生活文化としての長屋 

◆〔遠足〕まちあるきの愉しみ 
《栗本智代》 

水都ヘリテージツアー――中之島・船場の見どころ 

上方落語の舞台めぐり――下寺町界隈を中心に 

温故知新・路地のにぎわい――まちづくりの現場探訪 

商店街・アーケードのちから――生活文化の源泉 

寺内町をあるく――府下の歴史的まちなみ(1) 

街道筋をあるく――府下の歴史的まちなみ(2) 

堺の旧市街をあるく――匠の技や歴史秘話が息づくまち 

〈コラム〉大阪生まれの遠足のおやつ 

道頓堀いまむかし――変わりゆくまちの大切にしたい場所 

◆〔資料編〕 
大阪府・市区町村基本データ 

大阪府地図（大阪府の市町村・大阪市の行政区・堺市の行政区） 

歴史略年表 

大阪の主な祭り・伝統行事 
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平成２１年４月９日 

 

「なにわなんでも大阪検定」３級・２級 

第１回公開試験の問題構成等について 

 

大阪商工会議所 大阪検定作問委員会では、平成２１年６月２１日（日）に実施する「な

にわなんでも大阪検定」の第１回公開試験の問題構成等を下記のとおりといたしまし

た。 

 

【３級】 

１．レベル： 大阪の知識について問う基本的なレベル 

 

２．出題概要： 

「国語」「社会」「体育」関連：４０問 

「芸術・娯楽」「生活」関連  ：３０問 

その他、教科書全般等から  ：２０問 

①通常問題 ⇒９０問 

『大阪の教科書―大阪検定公式テキスト』から８０％程度出題 

②ボーナス問題（対象まちあるきコース問題）⇒１０問 

対象コース：八軒家浜船着場から四天王寺までの熊野街道とその周辺地域 

 

合計 １００問 

  ・いずれも四者択一方式のマークシート方式 

・１問１点の１００点満点 

  ・写真等を活用する問題も含む 

 

３．合格ライン： 

●通常問題の６０％以上の正答率で合格 

     ⇒今回は９０問×６０%以上 ＝ ５４点以上獲得で合格 

   （例）通常問題（90 問中）で５０点しかとれなくても、ボーナス問題（10 問中）で５問

正解すれば ５０＋５＝５５点 ⇒合格 
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【２級】 

１．レベル： 大阪の知識について問う中級的なレベル 

 

２．出題概要： 

「国語」「社会」「体育」関連：３５問 

「芸術・娯楽」「生活」関連  ：２０問 

「テーマ問題」として    ：１５問 

※特定のテーマ（内容非公表）に関した問題 

 写真問題等、教科書全般から：２０問 

①通常問題 ⇒９０問 

『大阪の教科書―大阪検定公式テキスト』から６０％程度出題 

試験当日、受験者が「大阪市」、「北大阪」、「東部大阪」、「南河内」、「堺・泉州」

の５地域から１地域を選択し解答。問題には、一般から応募された問題や、各地域沿線の

鉄道事業者によって作成された問題を含む。 ※各地域の自治体区分は別掲 

 

②ボーナス問題（ご当地問題）⇒１０問 

合計 １００問 

・いずれも四者択一方式のマークシート方式 

・１問１点の１００点満点 

  ・写真等を活用する問題も含む 

 

３．合格ライン： 

●通常問題の７０％以上の正答率で合格 

     ⇒今回は９０問×７０%以上 ＝ 

 
【２級ご当地問題の地域区分】 

①大阪市 

大阪市 

②北大阪 

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町 

③東部大阪 

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市 

④南河内 

富田林市、河内長野市、羽曳野市、松原市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、 

千早赤阪村 

⑤堺・泉州 

堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、 

熊取町、田尻町、岬町 

６３点以上獲得で合格 

   （例）通常問題（90 問中）で５８点しかとれなくても、ボーナス問題（10 問中）で５問

正解すれば ５８＋５＝６３点 ⇒合格 
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１ 

平成２１年４月９日 

 

「なにわなんでも大阪検定」２級・３級 

 

第１回公開試験の問題例について 

【３級】※各選択肢のうち下線

社会 

が正解 

●2009 年 1 月に打ち上げられた東大阪で生まれた人工衛星の愛称はどれか。 

（イ）おおきに１号 

（ア）まいど１号 

（ウ）好きやねん１号 

（エ）いくで１号 

 

社会 

●現在の大阪商工会議所や大阪証券取引所を設立した写真の人物は誰か。 

（ア）大久保利通 

（イ）西郷隆盛 

（エ）橋本左内 

（ウ）五代友厚 

 

体育 

●サッカーＪリーグ「ガンバ大阪」のホームスタジアムはどこか。 

（ア）吹田市立総合運動場 

（イ）大阪府服部緑地陸上競技場 

（ウ）長居陸上競技場 

 

（エ）万博記念競技場 

生活 

●次のうち、大阪発祥ではない

（ア）しゃぶしゃぶ 

とされる料理はどれか。 

（ウ）うどんすき 

（イ）しっぽく料理 

（エ）オムライス 

 

その他 

●大阪市にある「四天王寺」で毎年１月に開催される伝統行事はどれか。 

（イ）がやがや 

（ア）どやどや 

（ウ）わいわい 

（エ）どんどん 
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【２級】※各選択肢のうち下線

国語 

が正解 

●河内弁や泉州弁で「ぼっかぶり」と呼ばれるのはどの生き物か。 

 （ア）ブタ 

 

 （ウ）コオロギ 

（イ）ゴキブリ 

（エ）イノシシ 

 

社会 

●江戸時代、八百八橋と讃えられた大阪の代表的風景とされ、浮世絵にも好んで描

かれた「なにわ三大橋」。次のうちこの「なにわ三大橋」に含まれない橋

（ア）天満橋 

はどれか。 

（イ）天神橋 

（ウ）難波橋 

 

（エ）淀屋橋 

芸術・娯楽 

●明治時代に活躍し、「頬かむりの中に日本一の顔」とうたわれた上方歌舞伎のスタ

ーは誰か。 

（イ）十一代目片岡仁左衛門 

（ア）初代中村鴈治郎 

（ウ）初代藤田藤十郎 

（エ）初代市川団十郎 

 

その他 

●江戸時代の後期、「京の着だおれ、大阪のくいだおれ」と並んで堺は何と呼ばれて

いたか。 

（ア）飲みだおれ 

（イ）菓子だおれ 

（ウ）履きだおれ 

 

（エ）建てだおれ 

ご当地問題 

●次のＪＲ西日本沿線にある駅名の読み方の組み合わせとして正しいものはどれか。 

「放出―我孫子町－美章園」 

（ア）ほうしゅつ－あびこまち －びしょうえん 

（イ）ほうしゅつ－あびこちょう－みしょうえん 

（ウ）はなてん －あびこまち －みしょうえん 

（エ）はなてん －あびこちょう－びしょうえん 
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平成２１年４月９日 

 

２．実施体制 

「なにわなんでも大阪検定」実施概要について 
 

 

１．公開試験実施概要 

○実施日：平成 21 年６月 21 日（日） 

○場  所：大阪市内の大学２カ所 

       ※受験場所は受験票の発送（6 月 5 日予定）をもって通知予定 

○スケジュール： 

11:00～ ３級公開試験（受験料：3300 円＜税・手数料込＞） 

14:30～ ２級公開試験（受験料：4400 円＜税・手数料込＞） 

○受験申込期間：同４月１日（水）～５月 13 日（水） 

○受験申込方法：郵送（ｺﾝﾋﾞﾆ払）、あるいはインターネット（ｶｰﾄﾞ決済 or ｺﾝﾋﾞﾆ払） 

○目標受験者数 5,000 人 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以 上 

＜検定委員会＞ 
委員長：錢高一善・大商都市再生委員長 

～大阪検定実施についての実行・オーソライズ機関～ 
主催共催団体関係部局の幹部等で構成 

 

＜企画会議＞ 
座長：橋爪紳也・検定委員会副委員長 

～大阪検定の実施内容、企画等について議論、決定機関～ 
主催共催団体等関係者、有識者約 15 名で構成 

 

＜作問委員会＞ 
有識者数名で構成（メンバー非公表） 

～大阪検定の作問の決定～ 

<

事
務
局> 

大
阪
商
工
会
議
所 
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