
 

 

          平成２３年３月１１日 

大阪経済記者クラブ会員各位                         

 

第３回「なにわなんでも大阪検定」 
受験案内書の配布開始について 

 
 
  
 
 
 
 
 

○ 大阪商工会議所は、平成２３年７月１０日（日）に実施する第３回「なにわなんでも大阪
検定」の受験案内書の配布を開始した。４月２０日（水）から６月１日（水）まで受験申
込みを受け付ける。 

 
○ 今回、中学生以下の児童・生徒、および留学生向けに新たに「大阪検定４級認証制度」を導入（３

級試験を受験し、５０点～５９点を獲得した場合は、「４級」合格として認証）することに因み、

受験案内書の表紙や広報用のチラシには、モデルとして小学校３年生（９歳）の児童を採
用。頭上に大阪ゆかりの建物やキャラクターなどを載せ、大好きな大阪を思い浮かべてい
るデザイン。なお、モデル本人も家族とともに第３回「なにわなんでも大阪検定」を受験
する予定。 

 
○ 第３回大阪検定の申込方法は、①「受験案内書（申込書付）」による郵送申込み、②なに

わなんでも大阪検定公式ホームページ（http://www.osaka-kentei.com）からのインター
ネット申込み、③指定書店５５店舗（店舗名は「受験案内書（申込書付）」に記載）での
申込みのいずれか。 

 
○ 「受験案内書（申込書付）」は、大阪商工会議所や大阪府、大阪市、堺市関連施設などで

配布するほか、公式テキスト販売書店などでも配布予定。なお、希望者には郵送する。  
＜郵送による受験案内書を希望する場合＞ 

   なにわなんでも大阪検定事務センター（☎０６－６４５２－７７２８）に５月２０日 
までに受験案内書送付希望の申込みを行う。 

 

 

 

＜添付資料＞ 資料１：なにわなんでも大阪検定 受験案内書（申込書付） 

資料２：なにわなんでも大阪検定チラシ 

【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。 

 

記者配布資料 



1 2 3

1級・金色 2級・青色
（16mm×14mm　蝶ピン式）

3級・赤色

・1級は合格者全員に無料で進呈

・2級は1,000円、3級は800円で販売

・ホームページもしくは、なにわなんでも
　大阪検定事務センターで申込み

合格証3級

2011年

＊氏　　名

＊生年月日

＊認証番号

＊試験回次

合格証2級

2011年

＊氏　　名

＊生年月日

＊認証番号

＊試験回次

合格証
2011年

＊氏　　名

＊生年月日

＊認証番号

＊試験回次

1級

合格者の特典

合 格 証（合格者全員に進呈）

問題集・参考図書

　　 合格者への特典・割引

　　 合格バッジ

　　　　　　　　　　　　　 合格者には様々な特典を用意し
ています。なお、合格者全体向け の 特典は主に第2回
　　　　　　　　　　　　における実績です。今回の特典
の最新情報はホームページをご覧ください。

　　 問題集
「第1回 大阪の問題集ー大阪検定公式出題・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
協力：大阪商工会議所
価格：1,050円（税込）
　　　※書店・インターネット書店で発売中
発行：株式会社 創元社

　　 参考図書
　　　　　　　　　　　　  の公式テキスト「大阪の教科書

（創元社発行）」に加えて、大阪のことをさらに学びたいという
方を対象に、ご参考として以下の図書をご紹介いたします。
書店で在庫がないものもございますので、その際は図書館等
をご利用ください。なお、記載されている内容が、図書によっ
て異なる場合もございますが、見解の一つとしてご理解くださ
い。また、発行時から年月が経過し、状況が変化している場合
もございます。
参考図書一覧　（順不同）

〔１限目〕国語――大阪ことばを学ぶ
●大阪ことば事典／牧村史陽.ー講談社, 1984.10.ー(講談社学術文庫)

〔2限目〕社会
●大阪府の歴史／藤本篤[他].ー山川出版社, 1996.11.ー(県史 ; 27) 
●大阪市の歴史／大阪市史編纂所. ー創元社, 1999.4
●天下の台所・大坂／脇田修.ー学習研究社,　2003.8.ー(Gakken 

graphic books deluxe ; 34)
●近代大阪経済史／阿部武司. ー大阪大学出版会, 2006.8. ー(大阪大     
　学新世紀レクチャー)
●はじまりは大阪にあり／井上理津子. ー筑摩書房, 2007.9. ー(ちくま文庫) 

〔3限目〕体育
●あの頃こんな球場があった／佐野正幸. ー草思社, 2006.2
　（文庫版：昭和プロ野球を彩った「球場」物語／佐野正幸.ー宝島社,  2009.3）

〔4限目〕芸術・娯楽
●上方演芸大全／大阪府立上方演芸資料館. ー創元社, 2008.11

〔5限目〕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, 1991.2
●なにわ大阪食べものがたり／上野修三. ー創元社, 2007.9
●町に住まう知恵／谷直樹. ー平凡社, 2005.4
●大大阪モダン建築／橋爪紳也[他]. ー青幻舎, 2007.11 

〔その他〕
●大阪城ふしぎ発見ウォーク／北川央.ーフォーラム・A, 2004.8 
●にっぽんの旅「堺」／昭文社, 2008.1
●大阪まち物語／なにわ物語研究会.ー創元社, 2000.3
●雑誌 「月刊大阪人」.ー財団法人大阪都市工学情報センター,
●雑誌「大阪春秋」．ー新風書房,
●大阪の電車 青春物語／橋本雅夫.ー草思社, 1997.12

　　 試験データ（第2回）

　　 講座・メールマガジンのご案内
大阪の魅力に広く触れていただくための特別講座「大阪まなぼ」を実

施いたします。座学だけではなく体験や見学等を盛り込み、様々な角

度から大阪を楽しく知っていただけるような内容です。

最新の講座情報は、ホームページやメールマガジンでご案内いたします。

メールマガジンは、大阪検定HPから登録することができます。

　　 受験上の注意
次に該当する行為をした受験者は、その場で退場・失格と
なり、答案の採点はせず、今後の受験も認めません。
　・試験中に他の人に援助を与える、または受ける
　・他の人の代わりに受験する
　・試験監督の指示に従わない
　・携帯電話・PHSなどを使用する（時計としても使用できま
　　せん）
　・録音機・カメラ・辞書などを使用する
　・その他の不正行為
　◆答案用紙はすべて回収いたします。試験場からの持ち出
　　しは固くお断りいたします。また、試験中に一旦退出する
　　と再入場はできません。
　◆受験者の答案は公表いたしません。また、問題の内容に
　　関する質問には一切お答えできません。
　◆試験時間に遅刻したり、試験場を間違えると受験できま
　　せん。
　◆試験会場へのお車、バイク、自転車による来場は、お体の
　　障害など、特別の理由がある場合を除き固くお断りします。

■個人情報の取扱いについて
　個人情報とは、個人に関する情報であり、受験のお申込みに際しては、氏名、
生年月日、住所等、その個人を識別、特定化できるものを指します（他の情
報との照合により、容易に個人の特定化ができるものを含む）。
　大阪商工会議所が実施する検定試験に申込まれた方（以下「受験者」）の
個人情報は、当該検定試験の実施、受験者の円滑な受験、試験結果の送付、
受験者の受験履歴の管理等、当該検定試験の目的遂行に必要な範囲で使
用されます。
　大阪商工会議所は、受験者から収集した個人情報を受験者本人の同意な
しに第三者に開示することは、上記団体責任者、および当該検定試験の目的
遂行に必要な業務を請け負うデータ管理事業者等、試験遂行に直接的に関
わる事業者以外に原則としてありません。
なお、受験者本人から自身の個人情報の開示請求があった場合には、適宜
対応させていただきます（受験者本人が記入した答案用紙そのものの開示
は行いません）。
　大阪商工会議所は、上記団体責任者、新聞・雑誌等のマスコミ等、もしくは
広告業者に対し、受験者の統計情報（合格率等の受験者データ等）を必要に
応じて開示します。
　以下のような場合には、大阪商工会議所は受験者本人の同意なく個人情
報を当該第三者や警察または関連諸機関に開示することがあります。
1．受験者本人が第三者に不利益を及ぼすと当商工会議所が判断した場合
2．裁判所、検察庁、警察、またはこれに準じた機関から、書面による開示を 
　求められた場合
3．大阪商工会議所の権利や財産を保護するために開示が必要な場合
本文書の内容は予告なく変更される場合があります。その場合の受験者の
個人情報の取扱いについては、大阪商工会議所の当検定試験情報サイトま
たは受験要項に表示した時点より、変更の内容が適用されるものとします。

試験データ・講座のご案内

■試験結果

受験上の注意

申込者数

3級 1,959人

2級 1,463人

合計 4,012人

受験者数

1,774人

1,319人

3,644人

合格者数

1,010人

227人

1,247人

合格率

56.9％

17.2％

34.2％

平均点

61.3点

58.5点

ー

合格点

60点

70点

ー

最高得点

97点

101点

1級 590人 551人 10人 1.8％ 53.0点 80点 91点

ー

■年代別受験者数

■男女比（受験者） ■業種別（受験者）

数字は受験者数（人）
※未記入等は除く

581

306

361

264

181

80

1

1,774

3級 2級 1級

128

210

340

292

239

109

1

1,319

20代以下

30代

40代

50代

60代

70代以上

無記入

合計

10

54

119

148

158

62

0

551

※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。

■3級最高齢合格者
　89歳 男性 (大阪市北区在住)

■3級最年少合格者
　17歳 女性 (大阪市平野区在住)

■2級最高齢合格者
　81歳 男性 (兵庫県加古川市在住)

■2級最年少合格者
　17歳 男性 (大阪府大東市在住)

■1級最高齢合格者
　63歳 男性 (大阪市東住吉区在住)

■1級最年少合格者
　41歳 男性 (大阪市浪速区在住)

男性

女性

2,639人
（72.5％）

1,000人
（27.5％）

主婦・無職

865金融・保険業

444

384

275

235

177

161

153

134

83

42

公務員・団体職員

製造業

卸売・小売業

旅行・通信業

飲食・宿泊業

情報・通信業

建設・不動産業

電気・ガス・水道業

学生

※「第2回 大阪の問題集ー大阪検定公式出題・解説集」は
　3月中下旬発売予定

お問 合せ

TEL.06－6452－7728
（土日・祝日・年末年始を除く10：00～17：00）

http://www.osaka-kentei.com/

事務センター

受 験 要 項
第3回

主　催：大阪商工会議所
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

第3回

試 験 日

申込期間

平 成 23 年7月10日（日）

4 月20日（水）～ 6 月1日（水）

合格級に応じて素敵なプレゼントをご用意。特に1級合格者には施設
やイベント無料招待券などを多数進呈いたします。

合格者全体向けの特典　（クーポン券を進呈）

抽選による合格者への特典

成績優秀者への特典

合格者向け特別プログラム

　・海遊館　入場料割引　　　　　　・空中庭園展望台　入場料割引
　・通天閣　入場料割引　　　　　　・大阪府民牧場　入場料割引
　・花の文化園　入園料割引　　　　・近つ飛鳥博物館　入館料割引
　・弥生文化博物館　入館料割　　　・キャプテンライン　乗船料割引
　・大阪歴史博物館　入場料割引　　・大阪エヴェッサ　試合観戦料割引
　・大阪人権博物館　入館料割引　　・指定ホテル利用割引
　・大阪府営公園プール　入場料割引
　・大型児童館ビッグバン　入館料割引
　・堺の～んびりクルーズ　乗船料割引
　・紀泉わいわい村　日帰り利用料無料
　・大阪国際平和センター　入館料割引
　・堺市茶室「伸庵」　立札席呈茶料割引
　・WTCコスモタワー展望台　入場料割引
　・大阪城天守閣・西の丸庭園　入場料割引
　・堺市　大仙公園　日本庭園　入園料割引　
　・上方演芸資料館（ワッハ上方）　入館料割引
　・大阪市立美術館・博物館　などの入場料割引
　・日本テレマン協会主催コンサート　入場料割引
　・大阪府立少年自然の家　宿泊施設　使用料無料
　・OSAKA旅∞まちあるき　1,000円キャッシュバック
　・大阪水上バス［アクアライナー／サンタマリア］　乗船料割引
　・大阪城ふれあいパークトラム［ロードトレイン］　乗車料金割引
　・大阪企業家ミュージアム　入館料割引（3級）、年間無料パス（2級）　など

　・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　無料招待

　・次年度の上位級の受験料無料　など

　・1級合格者のつどいへの参加
　・合格者のつどいへの参加（合格者限定，定員有，有料）　など

大阪シビック・プライド醸成事業
町民社会ルネッサンス

⑧⑦ ⑩⑨



　　　　　　　　　　　　とは

　　　　　　　　　　　　 は、大阪が持つ歴史・文化の奥深
さを再発見し、様々な大阪の魅力を知っていただくことを目
的とした試験です。検定試験と連携し、大阪を学び、歴史や文
化に直接ふれることができるような機会もご用意します。
　　　　　　　　　　　　 を通じて、大阪を知り愛する運動
を推進し、都市としての大阪ブランドの向上を目指します。

「大阪検定今年のテーマ」

　　 出題範囲
大阪府域の「歴史」「文化・芸能」「産業」「食」「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します。

　　 試験の概要

出題数

問題構成

問題構成

問題構成

100問以内でマークシート四者択一問題

合格基準

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

Ｑ

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

問題例　（第2回公開試験より）

問題例　（第2回公開試験より）

問題例　（第1回公開試験より）

出題数 100問以内でマークシート四者択一問題

合格基準

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します。

Ｑ

2級　大阪の知識について問う中級レベル

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

受験資格 　　　　　　　　　　　　　2級合格者対象

合格基準 80点以上で合格

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

Ｑ

1級　大阪の知識について問う総合的かつ高度なレベル

大阪城築城にあたり、豊臣秀吉は天皇と朝廷に大阪へ移るよう要請し
たものの実現には至りませんでした。明治維新の際、同様に大阪へ首
都を移すことを提案した人物は誰でしょう？
①岩倉具視　②伊藤博文　③西郷隆盛　④大久保利通　　　　【答】④

Ｑ 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ください。
きれうりわり（大阪市営地下鉄・谷町線）　　　　　　  【答】喜連瓜破

大阪ことばで食べものに関する名詞でないものはどれでしょう？
①あめちゃん　②かしわ　③ややこ　④あて　　　　　　　【答】③

近松門左衛門の傑作「心中天網島」の登場人物の組み合わせとして、
正しいものはどれでしょう？
①お初－徳兵衛　　②小春－治兵衛　
③お吉－与兵衛　　④梅川－忠兵衛　　　　　　　　　　　【答】②

・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(申込時の事前申請が必要)。
準１級取得者は次回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(詳細は4Pに記載)

・60点以上で合格
・中学生以下の児童・生徒、および留学生が3級を受験し、

50～59点を獲得した場合は、大阪検定4級合格者として
認証（申込時の事前申請が必要）
→3級の問題では難読漢字にルビがふられます。

今年は、「大阪の鉄道」「探検！大阪城」の2テーマを大阪検定3級～1級で
出題。各級の2割程度がテーマからの出題となります。

　　　テーマ①
　　「大阪の鉄道」
近代大阪の発展を支えてきた「大阪の鉄道」に関する問題を出題します。
大阪の教科書「私鉄王国のはじまり」（p.94-96）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します。

【おすすめの勉強方法】
★近鉄電車のフリーペーパー「KINTETSU　NEWS」（4～6月号）には、

テーマ問題「大阪の鉄道」の勉強に役立つ情報が掲載される予定です。
他の鉄道機関紙・フリーペーパーにも沿線情報盛りだくさん！ 是非手にと
ってご覧ください。

★「大阪の鉄道」について60分で楽しく学べる講座が開講予定。
　交通科学博物館の館内見学ツアー付！
　申込方法等はメールマガジンやＨＰなどで後日発表
　日時：5月21日（土）、6月11日（土） 各日10：00～
　場所：交通科学博物館（大阪市港区）
★参考図書 大阪の電車 青春物語／橋本雅夫.－草思社

　　　テーマ②
　　「探検！大阪城」
大阪検定の試験前に大阪城を歩いてみましょう。対象地域は大阪城公園内
です。事前に大阪城公園に行って、公園内を探検していれば解答しやすい問
題が出題されます。

【おすすめの探検方法】
★大阪城公園内には大阪観光ボランティアガイドが常駐しています。無料で

ガイドを受けることができます。
・定時ガイド（予約不要）

10：30、13：30大手門スタート、11：30天守閣スタート
・大阪城公園界隈ガイド（予約要）

下記問合せ先に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
〈問合先〉　■大阪観光ボランティアガイド協会
　090-3059-6923／090-3493-9269（豊国神社詰所）
ホームページ　http://www.octb.jp/ovgc-index/

★参考図書 大阪城ふしぎ発見ウォーク／北川央.－フォーラム・Ａ

申 込 期 間

受 験 票 発 送 日

受験票未着問合せ期間

試 験 日

試 験 結 果・合 格 証 発 送日

試験結果未着問合せ期間

4月20日（水）～6月1日（水）

6月30日（木）

7月4日（月）～6日（水）

7月10日（日）

8月18日（木）

8月24日（水）～26日（金）

　　 受験資格
　学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません。
　・2級からの受験や、3・2級、2・1級を同日に受験すること

　　も可能です。
　・1級は前回試験までの2級合格者を対象に実施いたします。
　・ただし、日本国内在住の方に限ります。

団体でお申込みの場合

　　 大阪府下ご当地検定合格加点制度

　　 団体受験割引制度
大阪検定には3つの団体受験割引制度があります。みんなで申し
込めば、お得に受験が可能。団体割引制度を是非ご利用ください。
＜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名以上の団体申込者
受験料：3級　3,300円→3,000円に割引
　　　 2級　4,400円→4,000円に割引　（いずれも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5名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名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
受験料：2人目以降の3級受験料　3,300円→1,600円に割引

【団体割引申込方法】
大阪検定ホームページから団体割引専用の申込用紙をダウンロードし、必要事
項を記入の上、受験要項が封入されていた封筒を使用し、郵送でお申し込みく
ださい。おって専用の受験料払込用紙をお送りします。なお、お申し込み後の
割引対象者追加や受験の取消は一切お受けできませんのでご注意ください。

　　 団体受験向け特別試験会場制度
20人以上の団体受験申込の場合は、各団体のご都合に合わせて、
独自の試験会場の設定が可能です。詳しくはお問合わせください。
・基本的な試験運営は申込団体に行っていただきます。

　　 試験会場
　大阪府立大学　中百舌鳥キャンパス（予定）
　　住　所：大阪府堺市中区学園町１－１
　　最寄駅：南海高野線 白鷺駅　

　　 受験料
　3級／3，300円（税、手数料込）
　2級／4，400円（税、手数料込）
　1級／6，300円（税、手数料込）

　　 試験時間
　3級／11：00～（制限時間90分）
　2級／14：30～（制限時間90分）
　1級／11：00～（制限時間90分）
　・試験開始時間から15分程度、受験上の注意説明があります。
　・制限時間には受験上の注意時間は含まれません。

　　 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
　協力：大阪商工会議所
　価格：１，995円（税込）
　　　　※書店・インターネット書店で発売中
　発行：株式会社 創元社

　　 日　程

大阪府下で実施されているご当地検定において以下のいずれかの基準によ
る合格者は大阪検定2級受験の際に、持ち点として5点を加点します。大阪
検定申込の時点で、各検定合格証のコピーを受験申込書とともに郵送で事
前提出することが条件となります。

　＊さやま検定　3級以上
　　・次回：201１年4月30日（土）実施予定
　　・問合：狭山池まつり実行委員会　　072-360-3805

　＊泉州検定（本試験）合格者
　　・次回：201１年4月24日（日）実施予定
　　・問合：ＮＰＯりんくうフォーラム　（メール）info2@rinku.org

　＊だいとう検定　3級以上
　　・次回：2011年11月下旬実施予定
　　・問合：だいとう検定事務局　　072-812-2187

　＊池田学検定　初級以上（第2回以前合格者は70点以上）
　　・池田学検定は今後の実施予定はありませんので、
　　 第3回池田学検定（2010年3月実施）までの合格者が対象

必要事項入力・払込方法選択

個人でお申込みの場合

・試験結果は8月18日（木）に郵送いたします。
・合否、採点、試験問題の内容に関するお問合わせにはお答えできません。
・試験結果が届かない場合は、試験結果未着問合せ期間（8月24日（水）～26

日（金）10時～17時）に、必ずなにわなんでも大阪検定事務センターまでご
連絡ください。期間内にご連絡がない場合、試験結果、合格証の再発行はでき
ません。

・団体割引料金の適用を希望される方は4ページをご参照の上、所定の手続き
にてお申込みください。

・インターネット申込でコンビニ払込を選択された方は、必ず後日郵送する専用
払込票をご利用ください。

・受験票が届かない場合は、未着問合せ期間（7月4日（月）～6日（水）10時～
17時）に、必ずなにわなんでも大阪検定事務センターまでご連絡ください。ご
連絡がない場合は、受験票が届いているものとみなし、受験できなかった場合
の責任は負いかねますので、ご了承ください。

・お体が不自由な方で、受験に際して特別な配慮が必要な方は、必ず事前にご
相談ください。

・天変地異や主催者の事情による施行中止の場合を除き、受験料の払い戻しは
いたしません。

・申込受付期間を過ぎた場合には受付できません。

郵送でのお申込み インターネットでのお申込み

コンビニ払込申込書に
必要事項を記入

受験案内書を入手

コンビニにて払込
＋

申込書郵送

 http://www.osaka-kentei.com/

ホームページにアクセス

入力期限 : 6月1日（水）

払込期限
6月9日(木) 

6月1日（水）消印有効

コンビニ
払込選択

払込票が
届くまで

お待ちください

郵送された
払込票を使って
コンビニにて払込

カード決済選択

画面の指示に従って
クレジット決済を
行ってください

お　　申　　込　　み　　完　　了

①下記の大阪検定取扱書店で受付伝票に必要事項を記入し、
所定の受験料をお支払いください。

②書店でお渡しする「受験払込書（払込受領書）」は試験終了
後まで大切に保管してください。

○団体受験の申込みや大阪府下ご当地検定合格者加点制度等
の各種割引申込みは書店ではできません。それぞれ指定の
方法にてお申込みください。

インターネットや郵送での申込み方法大阪検定取扱書店での申込み方法

申込上の注意

結果発表

！

 大阪市北区
●旭屋書店本店（曽根崎2丁目）、梅田地下街店（曽根崎2丁目）、堂島地下街店（曽根崎新地
1丁目）　●紀伊國屋書店梅田本店（阪急三番街）　●ジュンク堂書店大阪本店（堂島アバン
ザ）　●MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店（チャスカ茶屋町）　●天牛堺書店大江橋店（京
阪中之島線大江橋駅構内）　●ブックファースト梅田店（新阪急ビル）

 大阪市福島区
●ブックファースト野田アプラ店（阪神野田駅高架下）

 大阪市中央区
●旭屋書店なんばCITY店（なんばCITY B2）　●紀伊國屋書店本町店（大阪国際ビルディン
グ1F）　●ジュンク堂書店千日前店（Y.E.S.NAMBAビル1～3F）　●天牛堺書店船場3号館
店（船場センタービル3号館1Ｆ）　●リブロなんばウォーク店（なんばウォーク3番街北通り）

 大阪市浪速区
●KuLasu season（なんばパークス5Ｆ）　●ジュンク堂書店難波店（マルイト難波ビル3F）

 大阪市都島区
●紀伊國屋書店京橋店（京阪モール2F）

 大阪市鶴見区
●好屋書店放出店（今津南1丁目）　●リブロイオンモール鶴見店（イオンモール鶴見リーファ4F）

 大阪市天王寺区
●旭屋書店天王寺MIO店（天王寺MIO 9F）　●リブロあべちか店（アベノ地下街7号あべちか）

 大阪市阿倍野区
●おおさきや書店（昭和町1丁目）　●ユーゴー書店（阿倍野筋1丁目）

 大阪市西成区
●天牛堺書店天下茶屋店（ショップ南海1F）

 大阪市住吉区
●天牛堺書店粉浜店（ショップ南海内）

 北大阪
●紀伊國屋書店高槻店（高槻オーロラモール5F）　●田村書店千里中央店（せんちゅう
PAL内）　●ブックファーストデュー阪急山田店（デュー阪急山田２Ｆ）、池田店（阪急池田駅前）、
曽根店（阪急曽根駅高架下）　●リブロ江坂店（パシフィックマークス江坂2F）

 東部大阪
●旭屋書店京阪守口店（京阪百貨店7F）　●好屋書店徳庵店（東大阪市稲田上町2丁目）、弥刀店（東
大阪市友井3丁目）　●野村呼文堂枚方駅店（京阪ザ・ストア1F）　●リブロ八尾店（八尾西武7F）

 南河内
●好屋書店南花台店（河内長野市南花台3丁目）　●天牛堺書店河内長野店（ショップ南海内）

 堺・泉州
●旭屋書店イオンりんくう泉南店（イオンモールりんくう泉南2F）　●紀伊國屋書店堺北花
田店（イオンモール堺北花田プラウ4F）、泉北店（パンジョ4F）　●天牛堺書店光明池店（サ
ンピア1F）、津久野店（津久野駅前）、三国ヶ丘店（ショップ南海内）、泉ヶ丘店（ショップタウン
泉ヶ丘三番街内）、中もず店（南海高野線中百舌鳥駅構内）、和泉中央店（泉北高速鉄道和泉
中央駅構内）、りんくうタウン店（りんくうパピリオ内）、高石店（アプラたかいし2F）、堺東高
島屋店（高島屋堺店B1F）、北野田店（アミナス北野田2F）、泉佐野店（ショップ南海内）

 大阪府外
●ジュンク堂書店三宮店（兵庫県神戸市・三宮町1丁目）　●ブックファースト阪急西宮ガー
デンズ店（西宮ガーデンズ4Ｆ）、エビスタ西宮店（阪神西宮駅高架下）、六甲店（六甲阪急ビ
ル2Ｆ）、京都店（コトクロス阪急河原町4Ｆ・5Ｆ）　●ブックスあさひやイオン奈良登美ヶ丘店

（奈良県生駒市鹿畑町）　●東京旭屋書店池袋店（東京都豊島区・東武百貨店池袋プラザ館7F）

■取扱書店

②① ④③ ⑥⑤
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