
 

 

            

平成２４年１月１６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４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４回「なにわなんでも大阪検定」の公開試験を

 

平成２４年７月１日(日)に実施する。 

【今回から新たに導入する主な内容】 

１．新たなテーマ問題の設定 

○３級～１級の統一テーマを「大大阪時代とその前後～華やかなりしモダン大阪～」と設定。    

具体的な各級の出題内容は次のとおりとする。各級とも全体の１５％程度がテーマ問題となる。 

  ３級テーマ：「１００周年を迎える新世界と天王寺公園にまつわる今昔」 

２級テーマ：「大大阪時代～通天閣・ルナパーク完成（明治45年）から御堂筋開通（昭和12 

年）までに建設された現存するモダン建築～」 

    １級テーマ：「大大阪時代とその前後～華やかなりしモダン大阪～」 

          上記、３級・２級の内容を軸に、大大阪時代とその前後について複合的に出題。 

 

２．試験会場の追加 

○第２回、第３回の試験会場である大阪府立大学中百舌鳥キャンパスに加え、今回新たに常翔 

学園大阪工業大学大宮キャンパスも試験会場

○ただし、１級受験者と団体申込受験者は大阪府立大学を試験会場とする。 

とし、受験者が希望する試験会場を選択する。 

 

３．公式テキスト「大阪の教科書」の増補改訂および「第３回大阪の問題集」の発刊 

○３月下旬に公式テキスト「大阪の教科書」を増補改訂する。価格は１，９９５円（税込）。 

○今回の検定試験は新旧どちらのテキストからも各級所定の割合で問題を出題する。次回以降は

新テキストから所定の割合を出題する。 

  ○また、前回大阪検定の出題・解説集「第３回大阪の問題集」も公式テキスト増補改訂版と同時 

に発売予定。価格は１,５７５円（税込）。 
 
【受験案内書の配布について】 

○試験実施要領の詳細は、２月下旬発行予定の「受験案内書（受験申込書付）」に記載
に、「なにわなんでも大阪検定公式ホームページ」（http://www.osaka-kentei.jp）にも掲載す 

するととも 

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。 

  ○受験案内書には新世界串かつ振興会加盟店（１５店舗）で使用できる１０％割引券付き。受験 
者が大阪検定テーマ問題の学習で、新世界を訪れた際に使用できる。 

 
添付資料： 資料１ 第４回「なにわなんでも大阪検定」受験要項について 

  資料２ 前回までの「なにわなんでも大阪検定」試験結果概要 
  資料３ 大阪の学びかた ～受験者必見！１級合格者２２人の勉強法～ 

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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★印赤字は今回から新規導入 

第４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４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２４年７月１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  

※過去の２級合格者のみ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２４年４月１１日（水）～５月２２日（火） 

申 込 方 法 郵便局、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（堺市中区学園町 1-1） 

★常翔学園 大阪工業大学 大宮キャンパス（大阪市旭区大宮5丁目16-1） 

※いずれかの試験会場を受験者が選択。各会場の定員を超える希望があ

った際は抽選。 

 ※１級受験者、および団体申込受験者は大阪府立大学が試験会場 

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：全級  

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

    ２級 ４，４００円→

（１人あたり） 

４，０００円に割引

   ★１級 ６，３００円→

（１人あたり） 

６，０００円に割引

【学生団体受験割引】 

（１人あたり） 

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 

資料１ 

１．概 要 

 

平成２４年１月１６日 
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申込者 

受験料：３級 ３，３００円→１，６００円に割引

【ファミリー割引】 

（１人あたり） 

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 

受験料：３級 ３，３００円→１，６００円に割引

合格特典 

（２人目以降） 

 

【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 

【１級】 

・合格者バッジ進呈  ・１級合格者のつどいへの参加 

※合格特典は第３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 

★増補改訂版を３月下旬に発売予定 

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：書店、インターネット書店で発売中  

★●「第３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：３月下旬に書店、インターネット書店で発売予定  

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) 
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●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 

 

 

 

 

 

３～１級 統一テーマ 

「大大阪時代とその前後～華やかなりしモダン大阪～」 

○上記テーマを３～１級統一テーマとし、具体的な各級の出題内容は以下の通りとする。 

３級 

「１００周年を迎える新世界と天王寺公園にまつわる今昔」 

○１００周年を迎える新世界とその周辺についての歴史や文化などにつ 

いての関連問題を３級では出題。 

○通天閣や天王寺公園のホームページから出題するほか、事前に通天閣や 

天王寺公園（動物園含む）を訪れていれば、解答しやすい問題などが出

題されます。 

■通天閣 

 場所：浪速区恵美須東一丁目 18番 6号 

 ホームページ  

http://www.tsutenkaku.co.jp/ 

■天王寺公園 

 場所：天王寺区茶臼山 

 ホームページ  

 http://www.ocsga.or.jp/osakapark/hfm_park/04tennoji/ 

２級 

「大大阪時代～通天閣・ルナパーク完成（明治 45 年）から御堂筋開通（昭

和 12 年）までに建設された現存するモダン建築～」 

○通天閣・ルナパーク完成から御堂筋開通の時期に竣工され、現存する大阪

市内の建築物とそれに関連する事象を対象に出題。 

○参考図書 大大阪モダン建築／橋爪紳也[他]．青幻社 

 

１級 「大大阪時代とその前後～華やかなりしモダン大阪～」 

２．今回のテーマと各試験級の概要 

 
★３級～１級共通 「大阪検定今年のテーマ」 
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上記、３級と２級の内容を軸に、大大阪時代とその前後について複合的

に出題。 

 

 

 

 

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 ８５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」１５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 

問 題 例 

大阪ことばで「わや」とはどのような意味を表現した言葉でしょう？ 

（第３回大阪検定出題問題） 

１．まずまずな状態         ２．食べ物がおいしく満足している状態  

３．計画と違うめちゃくちゃな状態  ４．気負って勢いづいている状態 

【答え】３ 

 

 

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６０％程度を出題） 

②「大阪検定今年のテーマ」１５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  ○旭区検定 合格者 

問 題 例 

シャープの創業者である早川徳次は 1925年（大正 14年）、ある商品の開発に国

内で初めて成功し、大ヒット商品を生み出しました。今日のシャープのもとを

つくったこの商品とは何だったでしょう？   （第３回大阪検定出題問題） 

１．ホッチキス ２．冷蔵庫 ３．洗濯機 ４．鉱石ラジオ   【答え】４ 

 

 

 

３級 大阪の知識について問う基本的なレベル 

 

２級 大阪の知識について問う中級程度のレベル 
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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】 

上方落語には、神社や寺を舞台にした噺がたくさんあります。次のうち、高津

宮（高津神社）を舞台とした噺ではない

１．たちぎれ線香  ２．高倉狐  ３．高津の富  ４．崇徳院         

のはどれでしょう？ 

 【答え】１ 

【語句記述問題】 

大阪市内の町名には日本最古とされる橋の名前に由来するものがあります。生

野区にあるこの町名を漢字２文字で書いてください。 

       【答え】鶴橋 

（両問ともに第３回大阪検定出題問題） 

 

 

 

 

平成２４年２月下旬  ○第４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１１日(水) ○第４回大阪検定受験申込受付開始 

５月２２日(火) ○第４回大阪検定受験申込締切 

７月 １日(日) ○第４回大阪検定試験実施 

８月１０日(金) ○試験結果・合格証発送日 

 

 

 

 

★○「大阪の学びかた～受験者必見！１級合格者２２人の勉強法～」の公開について 

第３回大阪検定１級合格者を対象に実施したアンケート調査「大阪の学びかた～受験者必

見！１級合格者２２人の勉強法～（資料３）」を１月１６日より大阪検定ホームページに掲

載予定。 

 

○受験案内書の郵送について 

「受験案内書」は２月下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

１級 大阪の知識について問う総合的かつ高度なレベル 

 

３．第３回なにわなんでも大阪検定のスケジュール 

 

 

４．その他 
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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。 

 

★○受験案内書の割引券 

第４回大阪検定受験案内書には新世界串かつ振興会加盟店（１５店舗）で使用できる１

０％割引券付き。受験者が大阪検定テーマ問題の学習で、新世界を訪れた際に使用できる

ようにする。 

 

以上 



 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

試験日時：平成２３年７月１０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 １，９５４人 １，７４９人 １，１２８人 ６４．５％ ６４．１点 ６０点 ９３点 

２級 １，１７１人 １，０３８人 １７０人 １６．４％ ５８．４点 ７０点 ９１点 

１級 ３８９人 ３６７人 ２５人 ６．８％ ６０．６点 ８０点 ９１点 

合計 ３，５１４人 ３，１５４人 １，３２３人 ４１．９％ － － － 

 

以上 

資料２ 

第１回試験結果 

 

平成２４年１月１６日 

第２回試験結果 

 

第３回試験結果 

 



１級合格者アンケート結果から 

受験者必見！～１級合格者２２人の勉強法～ 

なにわなんでも大阪検定 

大阪の学びかた 
 

資料３ 



はじめに 

 「なにわなんでも大阪検定（以下、大阪検定）」を主催している大阪商工会議
所では、第３回大阪検定合格者のうち、最難関の１級を合格した２５名の方を対
象にアンケート調査を実施し、「大阪検定の学びかた」についてご回答をいただ
きました。 

 調査結果では、大阪検定１級合格に向けての勉強方法のみならず、大阪の魅
力的な場所や勉強にうってつけの本、ホームページなど、大阪を楽しく学ぶため
の情報が数多く寄せられています。 

 是非、ご一読いただき、大阪検定の受験や楽しく大阪を学ぶためのご参考とし
ていただければ幸いです。 

なにわなんでも大阪検定 

調査概要 
（１）調査期間：２０１１年９月１２日（月）～３０日（金） 
（２）調査対象：第３回大阪検定１級合格者２５名 
（３）有効回答：２２名（調査対象に対する有効回答率 ８８％） 
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Q.１ 大阪検定１級の勉強、いつからはじめましたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

およそ７割の１級合格者が３ヵ月以上前から勉強をはじめています 
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Q.２ 合格にむけてどんな勉強をしましたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

基本の教科書などに加えて、自分でまちを歩くことも有効な勉強方法 

勉強方法トップ５ 

順位 勉強した人
の割合 どんな勉強？ 
１００％ 大阪の教科書（公式テキスト）を読んだ 

２位 ９０．９％ 大阪の問題集を読んだ 

２位 ９０．９％ 大阪検定指定の参考図書をいくつか読んだ 

４位 ８６．３％ 自分でまちを歩いた 

５位 ７７．２％ インターネットで大阪に関する情報を収集した 
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Q.２ 合格にむけてどんな勉強をしましたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

１級合格者はその他にもこんな勉強をしています 

大阪商工会議所主催の事業に参加した 他機関主催の事業に参加した 

仲間をつくって勉強会を実施 
教科書の大事なところを一問一答形式にして、何
度も繰り返す 

パソコンで項目別のファイルを作成し、気付いた点
などを書き加えて整理した 

よく似た用語や地名を一覧にする 

同じ用語で時代や場所が違うものをまとめて表に
する 

大阪に関連するパンフレット・雑誌記事・調べた事
項などを日頃からインデックスをつけて保管 

大阪府と大阪市の大きな地図を部屋に貼りつけ、
現地見学したキーワードを書き込む 

新聞記事をスクラップブックに貼って読んだ 

大阪のことを専門的に扱っている博物館や図書館
を使う 

単語カードで自分で作った問題を普段持ち歩いて
暗記 
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Q.3 テキスト以外で受験に役立った本は何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

まずは興味のある本から読み始めてみましょう 

１級受験に役立った本２０選 

あの頃こんな球場があった(佐野正幸/草思社)  大阪まち物語(なにわ物語研究会/創元社)  

大阪あそ歩まち歩きマップ集その1～3 
(大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会)  

大阪を歩く（林豊/東方出版）  

大阪ことば事典（牧村史陽編/講談社）  上方演芸大全(大阪府立上方演芸資料館)  

大阪今昔散歩(原島広至/中経出版)  大大阪モダン建築(橋爪紳也監修/青幻社) 

大阪市の歴史(創元社)  なにわ大阪食べものがたり(上野修三/創元社)   

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)  

大阪地名の由来を歩く(若一光司/KKベストセラーズ)  日本の食生活全集 27(農山漁村文化協会)  

大阪の電車―青春物語(橋本雅夫/草思社)  はじまりは大阪にあり(井上理津子/筑摩書房)  

大阪府の歴史(藤本篤/山川出版社)   雑誌「大阪春秋」  

大阪府の歴史散歩㊤㊦巻(山川出版社)  雑誌「大阪人」 
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Q.3 テキスト以外で受験に役立った本は何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

１級合格者は他にもこんな本を読んでいます 

池田学講座、続・池田学講座一人物誌編(池田市教育委員
会) 

大阪づくし私の産声(山崎豊子/新潮社) 

大阪「駅名」の謎(谷川彰英/祥伝社) 大阪難読地名がわかる本(創元社) 

大阪企業家ミュージアム・ガイドブック(大阪企業家ミュージ
アム) 

大阪のお勉強(前垣和義/西日本出版社) 

大阪・京都・神戸私鉄駅物語(高山禮蔵/JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ) 大阪の祭(旅行ペンクラブ/東方出版) 

大阪港物語(羽根原一三/岡本書店) 大阪橋物語(橋爪節也他/創元社) 

大阪語ログ(関西経済同友会) 大阪古地図むかし案内(本渡章/創元社) 

大阪今昔歩く地図帖(井口悦男・生田誠/学習研究社) 大阪まちブランド探訪(栗本智代/創元社)  

大阪再発見の旅(髙木美千子/角川出版) 大阪力事典(橋爪紳也/創元社) 

大阪侍(司馬遼太郎/講談社) 大阪20世紀(産経新聞大阪本社社会部/東方出版) 

大阪城ガイド(渡辺武/保育社) 上方放送お笑い史(読売新聞社) 

大阪城歴史散策(渡辺武/保育社) 上方落語十八番でございます(桂米二/日経新聞出版) 

大阪地名の謎と歴史を訪ねて(若一光司/KKベストセラー
ズ) 

関西の鉄道史(作間芳郎/成山堂書店) 
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Q.3 テキスト以外で受験に役立った本は何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

１級合格者は他にもこんな本を読んでいます 

聞き書大阪の食事(農山漁村文化協会) 
博物館・美術館資料で語る大阪事典 
(大阪市ゆとりとみどり振興局) 

近代大阪経済史(阿部武司/大阪大学出版会) 阪急電車 青春物語(橋本雅夫/草思社) 

告白(町田康/中央公論新社) 変貌する大阪―その歴史と風土(藤本篤/東京法令出版) 

城と城下町2 大坂・大坂(渡辺武/学習研究社) 町に住まう知恵(谷直樹/平凡社) 

その街の今は(柴崎友香/新潮社) 街場の大阪論(江弘毅/新潮社) 

大大阪クイズ-浪速の魅力100不思議！(高城喜三郎/レベ
ル) 

名城をゆく3大坂城(小学館) 

中央区史跡文化事典(大阪市中央区役所) 淀川ものがたり(河内厚郎/廣済堂出) 

通天閣(西加奈子/筑摩書房) 落後と私(桂米朝/文藝春秋) 

天下の台所・大坂(脇田修/学習研究所) 都市地図「大阪市」(昭文社) 

道頓堀の雨に別れて以来なり(田辺聖子/中央公論新社) なるほど知図帳大阪(昭文社) 

錦(宮尾登美子/中央公論新社) 分県地図「大阪府」(昭文社) 

はがきで読む大大阪(橋爪紳也/創元社) 
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Q.４ 受験に役立ったホームページは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

あなたのブラウザにいますぐブックマークしましょう！ 

１級受験に役立ったホームページ１０選（大阪検定公式HPをのぞく） 

朝日新聞  目指せ！なにわ博士 http://mytown.asahi.com/osaka/newslist.php?d_id=2800036 

大阪あそ歩 http://www.osaka-asobo.jp/ 

大阪企業家ミュージアム http://www.kigyoka.jp/index.html 

大阪検定担当者ブログ http://osakakentei.blog98.fc2.com/ 

大阪たのしも http://www.osaka.cci.or.jp/tourism/ 

大阪市史編纂所 http://www.oml.city.osaka.jp/hensansho/index.html 

大阪「NOREN」百年会 http://www.osaka-noren100.jp/engraving/index.html 

大阪ミュージアム構想 http://www.osaka-museum.jp/ 

カリスマ案内人と行く 大阪まち歩き http://www.sogensha.co.jp/column/osakamachiaruki/ 

目指せ合格！～大阪検定合格までに軌跡～ http://kentei.osakazine.net/ 
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Q.４ 受験に役立ったホームページは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

その他の受験に役立ったホームページ 

大阪市イベント・観光 O-TUBE 

大阪観光コンベンション協会 街道歩き 

大阪検定メールマガジン くいだおれ大阪 食のライブラリー 

大阪市ホームページ 国指定文化財等データベース 

大阪市・24区別史跡索引 創元社 

大阪城天守閣ホームページ なにわの伝統野菜 

大阪の橋検定 文化デジタルライブラリー 

大阪橋ものがたり 南江口のオジサン 

大阪府ホームページ Yahoo!みんなの検定 

大阪まちあるき ウィキペディアの電鉄の記述 

大阪ゆるキャラ大集合 鉄道各社のホームページ 

大阪レトロ 
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Q.５ 大阪に関心ある人に行ってもらいたい場所はどこですか？ 

なにわなんでも大阪検定 

実際に現地に行って大阪の魅力に触れることも大切です 
ガイドさんがいる場合は積極的に案内をお願いしましょう 

１級合格者おすすめスポット２０選 

大阪企業家ミュージアム 毛馬の閘門 

大阪くらしの今昔館 石切参道商店街と石切劔箭神社 

大阪歴史博物館 中之島にかかる橋巡り 

中之島から船場にかけての近代建築群 舞洲のゴミ処理場 

天王寺七坂と上町台地 富田林寺内町 

加賀屋新田会所跡 枚方宿鍵屋資料館 

大阪市立中央図書館 生野コリアタウン 

大阪府立中之島図書館 安藤忠雄氏設計の建築巡り 

大阪市立美術館 大阪城と岸和田城 

国立文楽劇場 大阪渡船場巡りと安治川トンネル 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

わがまち大阪は知れば知るほど魅力がいっぱい。  
ますます好きになってきた。もっともっと知りたいと思う。 
そしてもっともっと好きになりたい。 

大好きな大阪のことをどれだけ知っているのかを定量的
に計ることができたのが最も良かったこと。また大阪に関
する本をかなりたくさん読むようになったことも大阪検定
受験の効果。大阪の写真を地域別に整理して残すように
なったことも受験の効果。 

❑ 

❑ 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

なによりも、大阪という土地がいかに素晴らしい場所であ
るかという事を理解できたこと。公式テキスト「大阪の教
科書」に書かれている監修者の橋爪紳也氏序文を読み、
感激した。大阪出身者であることを誇りに思えた。 

1級合格を今年の目標のひとつにしていたので、受験の
日まで毎日充実した生活ができた。記憶力等が衰えてい
ないことを実感できた。資格試験や昇任試験ではないの
で、気軽に受験でき、試験中、問題を解いている時間が
楽しかった。 

❑ 

❑ 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

大阪の知らなかった魅力を知り得たこと。その結果、大阪
にプライドがもてるようになったこと。 

大阪に関する知識が深まり、会話の幅が広がった。大阪
の街を歩きまわることにより、運動不足が解消され足腰が
強化された。大阪検定の勉強を始めてから記憶力が高
まった。神社仏閣を巡るうちに、樹木や草花に興味を持
つようになった。 

❑ 

❑ 

職場の人たちと一緒に受験したので仕事以外での交流
が持てた。 

❑ 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

自分自身が気づいていなかった意外な興味が発見でき
た。また、それらの内容について語り合える人と知り合うこ
とができた。 

出身地の静岡から、大阪に就職して26年。これ（大阪検
定１級合格）でようやく「大阪人」の仲間入りができたよう
に思う。 

❑ 

❑ 

まち歩きに魅力を感じた。まちのあちこちに石碑や過去の
町名説明板等がなにげなく存在することなど、普段は気
がつかないものに興味を持った。 

❑ 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

今まで知らなかった大阪の歴史、文化などを知ることが
できた。大阪についていろいろ再発見するきっかけとなり、
まち歩きが楽しくなり、モダンな建物を探したり、街道に
沿って歩いたり、歴史上の人物のゆかりの場所を訪ねたり
するようになった。 

❑ 

大阪を点ではなく面として理解するようになったこと。大
阪の各分野での奥深さを改めて実感した。本当に感謝
の一言。 

❑ 
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Q.６大阪検定を受験して良かったことは何でしたか？ 

なにわなんでも大阪検定 

体系立てて勉強することで、それまでバラバラで認識し
ていた事実が結びつくなど、相乗的に知識が深まった。も
ともと大阪のまちが好きだったが、他府県の人に大阪の
特徴を聞かれた場合、所謂「お笑い、粉モノ」以外の面
から、大阪の良さを伝える知識（素地）を持つことができ
た。 

❑ 
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アンケート結果は以上です 
是非皆様の大阪検定の学習等にお役立てください 
 

アンケートにご協力いただきました１級合格者の皆様  
まことにありがとうございました 
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