
 

 
 

          平成２２年１２月２０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） 

 

第３回「なにわなんでも大阪検定」の実施概要について 
 
 
  

 
 
大阪商工会議所（大阪検定 検定委員長＝錢高一善・大阪商工会議所都市再生委員長）は、大阪府、   

大阪市、堺市、堺商工会議所や、観光・大学関連団体等８団体との共催により、第３回「なにわなん

でも大阪検定」の公開試験を平成２３年７月１０日(日)に大阪府立大学中百舌鳥キャンパス(予定)で

実施する。 

 

【今回から新たに導入する内容】 
１．新たなテーマ問題の出題 

○前回より導入したテーマ問題を今回も新たに２テーマを定めて出題する。 
今回のテーマは、①「大阪の鉄道」、②「探訪『大阪城』」の２つ。 

 
２．ジュニア・留学生向け「大阪検定４級認証制度」の導入 

○中学生以下の児童・生徒、および留学生が大阪検定３級試験を受験し、５０点～５９点を獲得 
 した場合は、「大阪検定４級」合格として認証する。 

○受験者が問題を読みやすいよう、３級の問題では難読漢字にルビをふる。 
 

３．書店における受験申込受付の開始 
○従来のインターネット、郵送による申込受付に加え、指定書店窓口約６０店舗での受験申込を 

開始する。 
 

４．団体受験向け特別試験会場制度の導入 
○２０人以上の団体受験の場合は、各団体の都合に合わせて、独自の試験会場での受験を可能 

とする。 
 

【受験案内書の配布について】 
○試験実施要領の詳細は、２月発行予定の「受験案内書（受験申込書付）」に記載するとともに、 

同月上旬以降、「なにわなんでも大阪検定公式ホームページ」（http://www.osaka-kentei.com） 
にも掲載する。なお、「受験案内書」は公式ホームページから内容を確認できるほか、郵送希 

望者は、送付先を記載した定形最大封筒を同封の上、大阪検定事務センター 
（〒５４０－００２９ 大阪市中央区本町橋２－８ 大阪商工会議所内）まで郵送で申し込む。 

 
添付資料： 資料１ 第３回「なにわなんでも大阪検定」受験要項について 
      資料２ 「大阪検定合格者のつどい」チラシ 

  資料３ 「熊野街道ウオーク」チラシ 
  資料４ 前回までの「なにわなんでも大阪検定」試験結果概要 

記者発表資料 

【お問合先】  
○なにわなんでも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。 
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第３回「なにわなんでも大阪検定」受験要項について」 

 

 

検 定 名 称  第３回「なにわなんでも大阪検定（通称：大阪検定）」 

主 催 大阪商工会議所 

共催・協力 

共催：大阪府、大阪市、堺市、堺商工会議所、 

財団法人大阪観光コンベンション協会、 

財団法人大阪２１世紀協会、 

特定非営利活動法人大学コンソーシアム大阪、 

特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム 

協力：大阪府商工会議所連合会 

試 験 日 

平成２３年７月１０日（日） 

 １級・３級／１１：００～（制限時間９０分） 

   ２級 ／１４：３０～（制限時間９０分） 

※３級と２級の併願可能 ※２級の合格者のみ１級と２級の併願可能 

※過去の合格者が繰り返し同じ試験級を受験することも可能 

受験申込期間 平成２３年４月２０日（水）～６月１日（水） 

申 込 方 法  郵送、インターネット、書店のいずれかで申込み 

試 験 会 場  
大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス （大阪府堺市中区学園町１－１） 

最寄駅：南海高野線白鷺駅 

出 題 範 囲  

大阪府域の「歴史」「文化・芸能」「産業」「観光」「ことば」「自然」「地理」

「スポーツ」などの分野から出題。歴史的事項から現代的事項まで幅広い

知識・情報を総合的に出題する。 

受 験 料 ３級 ３，３００円、２級 ４，４００円、１級 ６，３００円 

受 験 料 

割 引 制 度  

【企業・法人等団体受験割引】 

対象級：２級および３級  

対象者：企業・法人・グループ等１０人の団体申込者 

受験料：３級 ３，３００円→３，０００円に割引（１人あたり） 

    ２級 ４，４００円→４，０００円に割引（１人あたり） 

【学生団体受験割引】 

対象級：３級 

対象者：小学・中学・高校・大学・専修学校等の学生５人以上による団体 

申込者 

受験料：３級 ３，３００円→１，６００円に割引（１人あたり） 

【ファミリー割引】 

対象級：３級 

対象者：同居する家族２人以上による申込みで２人目以降の３級申込者が 

割引対象 

資料１ 

１．概 要 

 

平成２２年１２月２０日 
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受験料：３級 ３，３００円→１，６００円に割引（２人目以降） 

合格特典 

（一部調整中） 

【１級～３級共通】 

・合格証進呈 ・２０ホテルの宿泊・飲食等割引サービス 

・海遊館や大阪城天守閣など大阪府下約４０施設の割引や優待券進呈 

・大阪の川床「北浜テラス」４店舗での割引等サービス 

【１級】 

・合格者バッジ進呈  ・１級合格者のつどいへの参加可能 

※合格特典は第２回大阪検定実績  

公式テキスト 

「大阪の教科書－大阪検定公式テキスト」 

監修：橋爪紳也 大阪府立大学 ２１世紀科学研究機構教授 

料金：１，９９５円（税込） 発行：株式会社創元社 

問題集 

●「第１回大阪の問題集－大阪検定公式出題・解説集」 

監修：橋爪紳也 大阪府立大学 ２１世紀科学研究機構教授 

料金：１，０５０円（税込） 発行：株式会社創元社 

発売：書店、インターネット書店で発売中 

●「第２回大阪の問題集－大阪検定公式出題・解説集」 

監修：橋爪紳也 大阪府立大学 ２１世紀科学研究機構教授 

料金：予価１，５７５円（税込） 発行：株式会社創元社 

発売：平成２３年３月中～下旬に発売開始予定 

参考図書 

(国語) 

●大阪ことば事典／牧村史陽．講談社  

(社会) 

●大阪府の歴史／藤本篤[他]．山川出版社 ●大阪市の歴史／大阪市史編

纂書．創元社 ●天下の台所・大坂／脇田修．学習研究社 ●近代大阪経

済史／阿部武司．大阪大学出版会 ●はじまりは大阪にあり／井上理津

子．筑摩書房     

(体育) 

●あの頃こんな球場があった／佐野正幸．草思社  

(芸術・娯楽) 

●上方演芸大全／大阪府立上方演芸資料館．創元社  

(生活) 

●日本の食生活全集 27 聞き書 大阪の食事／農山漁村文化協会 ●なに

わ大阪食べものがたり／上野修三．創元社 ●町に住まう知恵／谷直樹．

平凡社 ●大大阪モダン建築／橋爪紳也[他]．青幻社  

(その他) 

●大阪城ふしぎ発見ウォーク／北川央．フォーラム・Ａ ●にっぽんの旅

「堺」／昭文社 ●大阪まち物語／なにわ物語研究会．創元社 ●雑誌「月

刊大阪人」／財団法人大阪都市工学情報センター ●雑誌「大阪春秋」／

新風書房 
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今回のテーマとして以下の２テーマを設定し、１級～３級の試験級それぞれで出題する 

「大阪の鉄道」 

●２０１０年に３社が開業１００周年を迎えた五大私鉄やＪＲ、大阪市

営地下鉄の関連問題を出題する。 

●大阪の教科書「私鉄王国のはじまり」（p.94－p.96）に記載された鉄道

の歴史をはじめ、鉄道路線網の変遷、大阪の鉄道と都市開発、各鉄道

の特徴的事柄、駅および駅舎などについて各試験級において出題する。 

探訪「大阪城」 

●大阪城公園内を探訪エリアとして指定し、事前に歩いておくと解答し

やすい問題を出題する。 

●公園内には大阪観光ボランティアガイドが常駐。無料でガイドを受け

ることが可能。 

 ・定時ガイド（予約不要）： 

10：30、13：30大手門スタート、11：30天守閣前スタート 

  ・大阪城公園界隈ガイド（予約要）： 

  下記問合先に１週間前までに予約が必要。 

ガイドするコースや所要時間は別途相談が必要。 

問合せ先 

■大阪観光ボランティアガイド協会 

 〒540-0002 大阪市中央区大阪城１－１ 大阪城天守閣内 

 ＴＥＬ（豊国神社詰所）090-3059-6923 / 090-3493-9269 

  ＦＡＸ 06-6944-4346 

 ホームページ：http://www.octb.jp/ovgc-index/ 

 

 

 

出 題 数 １００問以内でマークシート四者択一問題 

問題構成 
①通常問題 ８０問程度（公式テキストから８０％程度を出題） 

②「大阪検定今年のテーマ」２０問程度 

合格基準 

・６０点以上で合格 

・中学生以下の児童・生徒、および留学生が受験し、５０点～５９点獲得の 

場合は、「大阪検定４級」合格として認証（詳細は別記） 

問 題 例 

現在の大阪市都島区に生まれ、俳諧中興の祖と称される与謝蕪村の俳句はどれ

でしょう？（第２回大阪検定出題問題） 

１．旅に病んで夢は枯野をかけめぐる ２．雀の子そこのけそこのけお馬が通る 

３．桜散るあなたも河馬になりなさい ４．菜の花や月は東に日は西に 

【答え】４ 

２．今回のテーマと各試験級の概要 

 

３級 大阪の知識について問う基本的なレベル 

 

３級～１級共通 「大阪検定今年のテーマ」 

 



4 

 

 

 

出 題 数 １００問以内でマークシート四者択一問題 

問題構成 

①通常問題 ７５問程度（公式テキストから６０％程度を出題） 

②「大阪検定今年のテーマ」２０問程度 

③ご当地問題 ５問程度 

 →大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、堺・泉州の５地域から受験者が 

１地域を選択して解答 

合格基準 

・７０点以上で合格 

・２級を８０点以上で通算２回合格した場合、準１級合格者として認証 

 準１級合格者は次回１級受験の際、受験料を４，４００円に割引 

・大阪府下の指定ご当地検定の合格者は２級受験に際し５点を加点 

 指定ご当地検定 

 ○さやま検定  ３級以上  ○泉州検定（本試験）合格者 

 ○だいとう検定 ３級以上  ○池田学検定 初級以上 

 ※池田学検定は今後の実施予定がないため、過去の合格者のみ対象 

問 題 例 

江戸時代、堺市中心部を起点に現在の羽曳野市、太子町を経由して二上山南麓

を通り大和へいたる街道がありました。この街道は「日本書紀」にも記される、

難波と大和を結んだ古代の官道の後身と考えられ、現在では一部国道として利

用されています。この道は何という街道でしょう？（第２回大阪検定出題問題） 

１．京街道 ２．奈良街道 ３．竹内街道 ４．東高野街道   【答え】３ 

 

 

 

受験資格 なにわなんでも大阪検定２級合格者対象 

出 題 数 ８０問以内でマークシート四者択一問題と語句記述問題を出題 

問題構成 公式テキストに準拠して出題（「大阪検定今年のテーマ」も含む） 

合格基準 ８０点以上で合格 

問 題 例 

【四者択一問題】 

幕末の１８５４年（嘉永７年）、天保山沖にあらわれた外国船ディアナ号に大阪

は大騒ぎとなり、近隣諸藩や各藩の蔵屋敷から動員された武士たちが厳重に沿

岸を防備しましたが、一般町民の中には黒船見物に出かけようとする人々も多

かったといいます。さて、このディアナ号はどこの国の船だったでしょう？ 

１．米国 ２．英国 ３．フランス ４．ロシア         【答え】４ 

【語句記述問題】 

大阪には難読地名や駅名が数多くあります。次の駅名を漢字で書いて下さい。 

 きれうりわり（大阪市営地下鉄・谷町線）       【答え】喜連瓜破 

（両問ともに第２回大阪検定出題問題） 

 

２級 大阪の知識について問う中級程度のレベル 

 

１級 大阪の知識について問う総合的かつ高度なレベル 
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ジュニア、および留学生向け「大阪検定４級」認証制度を導入 

●大阪検定３級試験において、中学生以下の児童・生徒、および留学生が受験し、   

５０点～５９点を獲得した場合は、「大阪検定４級」合格として認証する。 

●受験者が問題を読みやすいよう、３級の問題では難読漢字にルビをふる。 

 

大阪府内主要書店および府外一部の書店における受験申込受付の開始 

●従来のインターネット、郵送による申込受付に加え、指定書店窓口における受験申

込受付を開始する。 

●申込可能店舗は東京や神戸など大阪府外の書店を含む約６０店舗。来年２月発行予

定の受験案内書、ならびに大阪検定ホームページにて申込可能店舗名を公開する。 

 

団体受験向け特別試験会場制度の導入 

●２０人以上の団体受験申込の場合は、各団体の都合に合わせて、独自の試験会場の

設定を可能とする。 

●基本的な試験運営は申込団体が行う。なお、試験日時は通常会場と同時とする。 

 

「ツイッター」による大阪検定問題例の発信 

●「ツイッター」上において、大阪検定の過去問の出題・解答等を自動的に発信する

ほか、大阪検定のイベント情報なども随時発信する。 

   ■大阪検定ツイッターＵＲＬ：https://twitter.com/osakakentei/ 

 

 

 

 

資料２参照 

●大阪検定合格者のつどい・・大阪検定１級～３級の合格者を対象に実施 

日時：平成２３年１月２３日（日） 場所：味園（大阪市中央区千日前２－３－９） 

主催：大阪商工会議所 

   

  資料３参照 

●熊野街道ウオーク・・・・・完全歩者には２・３級大阪検定の受験料を１割引とする 

日時：平成２３年３月１２日（土） 場所：八軒家浜から住吉大社 

主催：熊野街道ウオーク実行委員会 

 

 

3．前回と比較し、新たに導入する制度等について 

 

 

４．大阪検定関連事業予定 
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平成２３年２月上旬  ○第３回大阪検定受験案内書配布開始 

             ※受験案内書は大阪商工会議所をはじめ、大阪府、大阪市、 

堺市の関連施設や大阪府下主要書店等で配布 

             ○大阪検定ホームページのリニューアル 

４月２０日(水) ○第３回大阪検定受験申込受付開始 

６月 １日(水) ○第３回大阪検定受験申込締切 

７月１０日(日) ○第３回大阪検定試験実施 

８月１８日(木) ○試験結果・合格証発送日 

 

 

 

 

 

以上 

５．第３回なにわなんでも大阪検定のスケジュール 

 

 

【受験案内書の郵送について】 

「受験案内書」は２月上旬のリニューアル後の公式ホームページから内容を確認できる

ほか、郵送希望者は、送付先を記載した定形最大封筒を同封の上、大阪検定事務センタ

ー（〒５４０－００２９ 大阪市中央区本町橋２－８ 大阪商工会議所内）まで郵送で

申し込む。 

 



■■■■■■■■■合格者のつどい当日プログラム■■■■■■■■■ 

♪「開会のご挨拶」 

大阪検定企画会議座長・橋爪紳也先生による開会宣言 

♪トークセッション「１級受験の楽しみ方・受かり方」 

   実際に今年１級を見事合格された方をお招きし、受験体験や勉強方法

をインタビューいたします。インタビュアーはご存知、“うめじゅん”

こと梅田淳さん。これを聞けばあなたも次回は１級合格！？ 

♪「お食事と交流会」 

 パーティ用のお食事とドリンク（飲み放題）をご用意しています。参

加者の皆さんと積極的に交流してください。まちづくり団体やガイド

団体による大阪検定合格者の皆さんへのＰＲタイムも設ける予定！ 

♪「大阪検定合格者グランプリ２０１０」 

 テーブルごとのチーム戦（席指定）で、優勝したチームには全員に次

回検定料無料特典のほか、記念品を差し上げます。まずは予選のペー

パーテストを行い、勝ち抜いた上位チームは優勝をかけて、壇上で早

押しクイズに挑戦！！団体でのお申込みの場合は原則同じチームに

しますのでまとめてお申込みください。 

http:/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１．第２回合格者のつどいが開催される日時はいつ 
でしょう？ 
答え．平成２３年１月２３日（日） 

１７時～１９時３０分 
 
問２．では、今回のつどいが開催される大阪・ミナミ 

にある著名な宴会場とはどこでしょう？ 
   答え．味園（中央区千日前 2-3-9） 

≪南海なんば駅より南海通り東へ 180m≫ 

 

問３．参加料金（前売）はいくらでしょう？ 
   答え．４，５００円（１人当たり・飲み放題付）    

≪１月１5 日以降のお申込みは５，０００円となります。≫ 

 
問４．参加できるのはどのような方でしょう？ 
   答え．先着申込２００名までで、第１回・２回 

大阪検定の合格者ならびにその同伴者１名 
もしくは大阪商工会議所主催の大阪検 
定関連事業に参加されたことがある方 

現 在 の

大 阪 城

天 守 閣

は 何 代

目？ 

検定料無料をかけて
大阪検定合格者 

グランプリも開催!! 

 

3 代目!! 



～ＰＲタイム参加者募集～ 
大阪検定合格者のつどいでは、まちづくり活動やガイド活動、自主勉強会など、「大阪の魅力を再発見」で

きる活動をされている方々による活動内容のＰＲタイム(3 分程度)を設けます。参加者へのチラシの配布も

承ります。「大阪検定合格者の皆さんから仲間を募りたい」「自分達の活動を知ってほしい」というご希望
がある方は下欄に活動団体名と活動内容をお書きください。おってＰＲの可否についてご連絡いたします。 

 

 

氏名  合格 者 認証 番 号         

２０文字 

自己紹介 
          

          

同伴者氏名  

２０文字 

自己紹介 
          

          

住所 
〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

e-mail                     ＠ 

（ご注意・お問合わせ先） 

●郵送でもお申込みを承ります。〈郵送申込先：〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所 地域振興部行〉 

●【合格者認証番号】は合格証記載の８ケタの番号をご記入ください。 

●合格証紛失等のため番号が不明の場合は「番号照会希望」と欄内にご記入の上お申し込みください。 

●【氏名】と【２０文字自己紹介】は当日、交流のための名簿として参加者全員に配布いたします。予めご了承ください。 

●本用紙にご記入いただいた個人情報は大阪検定各種情報提供を目的として使用いたします。  

●お申し込み後、一週間を目途として入金方法などをＦＡＸもしくは e-mail 等でご連絡します。 

●電話でのお問い合わせは≪なにわなんでも大阪検定事務センター ０６-６４５２-７７２８ 平日１０：００～１７：００≫まで。 

 

～おススメ問題ご提出のお願い～ 
当日のプログラム「大阪検定合格者グランプリ」では、皆さんオススメの大阪検定クイズ問題を事前にご提

出いただき、一部の問題を当日使用させていただきます。大阪にまつわる問題ならどのような問題でも歓迎

いたします。ぜひ会場が盛り上がるようなオモシロ問題をお待ちしています。 

上欄の申込書と下欄の問題・正答をお１人様１問ずつご記入ください。ご同伴者がおられる場合は下欄に計

２問記入ください。問題が採用された場合は、会場でお名前をご紹介し、正解を発表していただく予定です。 

なにわなんでも大阪検定事務センター行：ＦＡＸ０６－６９４４－６３３０ 
１月１４日（金） 

必 着 

オススメ問題：（例）大阪府出身の直木賞作家で「容疑者Ｘの献身」や「秘密」など次々とヒット作を生み出している人物は誰でしょう？ こたえ．東野圭吾 

 

 

※四択問題ではありません 

こたえ 

                                                                           

この問題の難易度はどれくらいですか？？・・  簡単  ・    普通   ・    難しい 

活動団体名                         活動内容 







 

 

 

前回までの「なにわなんでも大阪検定」試験結果概要 

 

 

 

 

 

試験日時：平成２１年６月２１日(日) 試験会場：大阪市立大学、大阪工業大学 

 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 平均点 合格点 最高得点 

３級 ４，３７３人 ３，９６４人 ３，８７７人 ９７．８％ ８０．５点 ５４点 １００点 

２級 ２，０３７人 １，８５８人 １，３２７人 ７１．４％ ６７．９点 ６３点 ９８点 

１級 実施せず 

合計 ６，４１０人 ５，８２２人 ５，２０４人 ８９．４％ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

試験日時：平成２２年７月４日(日) 試験会場：大阪府立大学 

 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 平均点 合格点 最高得点 

３級 １，９５９人 １，７７４人 １，０１０人 ５６．９％ ６１．３点 ６０点 ９７点 

２級 １，４６３人 １，３１９人 ２２７人 １７．２％ ５８．５点 ７０点 １０１点 

１級 ５９０人 ５５１人 １０人 １．８％ ５３．０点 ８０点 ９１点 

合計 ４，０１２人 ３，６４４人 １，２４７人 ３４．２％ － － － 

※２級最高得点１０１点は大阪府下の指定ご当地検定合格者のため５点が加点されている。 

 

 

以上 

資料４ 

第１回試験結果 

 

平成２２年１２月２０日 

第２回試験結果 
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