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平成２５年１月１８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５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、観光・大学関連団体等８団体との共

催により、第５回「なにわなんでも大阪検定」の公開試験を平成２５年６月３０日(日)に実施す

る。 

○ 本検定試験は、大阪の持つ歴史・文化の奥深さを再発見することを目的に平成２１年より実施し

ており、これまでに延べ１万５０００人以上が受験している。受験級は１～３級の３つの級。最

難関の１級にはこれまで延べ４８名が合格しており、合格者は語りべ（セミナーの講師等）やま

ち歩きガイドなどとして活躍するほか、本年３月には大阪府立大学客員研究員としての活動を開

始するなど、大阪の魅力発見・情報発信に向けて取り組んでいる。 

 

【今年のテーマ、及び第５回から導入する新たな取り組み】 

１．今年のテーマは「東洋のマンハッタン“中之島”」  

○大阪検定は、毎年テーマを設定しているが、今回のテーマは「東洋のマンハッタン“中之島”

～進化し続ける経済・文化・歴史の拠点～」。中之島周辺地域は、古くから経済・行政・文化の

発信拠点であり、現在も水都大阪の象徴として水辺を中心に整備が進んでいる。また、昨年１

１月には同地域の新たなランドマークとなる「中之島フェスティバルタワー」がオープンする

など、賑わい拠点の形成も進んでいる。 

○各級とも全体の１５％程度がテーマ問題として出題される。 

 

２．大阪都心部にも会場を設定   

○株式会社りそな銀行の協力により、従来の２会場（大阪府大中百舌鳥キャンパス、大阪工大大

宮キャンパス）に加え、堺筋本町駅近くにあるりそな銀行大阪本社を新たに会場に設定。個人

受験者は、これら３会場から希望の会場を選択できる。 

 ※希望者が各会場の定員を上回った場合は抽選。 

※１級受験者の会場は大阪府立大学のみ。 

 

３．２・３級は過去問題から一定数出題    

○３級では５０問以上、２級では３０問以上（いずれも全体の設問は１００問）を、第１～４回

に出題された過去問題、あるいは一部変更された過去問題から出題する。 
 
 

記者発表資料 

【お問合先】○大阪商工会議所 地域振興部（中野、山元、笹本） 
☎ ０６-６９４４-６３２３  

○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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４．１級に挑戦しやすい環境整備 

「設問が難しく、２級との難易度の差が大きい」と言われてきた１級に挑戦しやすい環境を整える

ため、第５回から以下の変更を行う。 
○１・２級を併願受験すれば、過去に２級に合格していなくても、１級を受験できるように受験

資格を変更。従来、１級の受験者は、前年までの２級合格者に限定しており、１級合格まで最

低２年を要していた。今回の変更で、大阪検定に初めて挑戦する受験者が最難関である１級に

合格できる可能性がある（併願受験者は、２級合格点を満たす場合のみ１級の答案を採点する）。 
○１級受験者のうち、合格最低点の８０点に満たない場合でも、７５点～７９点を獲得した受験

者は準１級に認証。前回までは「２級を８０点以上で通算２回合格した受験者」にのみ付与し

ていた準１級認証の対象拡大が見込まれる。 

○１級受験者は繰り返し受験されることが多いことから、１級のみ受験料を従来の６，３００円

から５，５００円に引き下げる。 

 

【受験要項（受験申込書付）について】 

○試験実施要領の詳細は、３月頃発行予定の「受験要項（受験申込書付）」にて発表するとともに、

「なにわなんでも大阪検定公式ホームページ」（http://www.osaka-kentei.jp）にも掲載する。 

なお、「受験要項」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５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 
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第５回「なにわなんでも大阪検定」受験要項について 

★印は今回から新規導入 

 

 

検 定 名 称 第５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、 

公益財団法人大阪観光コンベンション協会、 

公益財団法人関西・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２５年６月３０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、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２５年４月１０日（水）～５月２２日（水） 

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） 

★りそな銀行大阪本社（大阪市中央区備後町 2丁目 2-1） 

※受験希望会場を選択できる。ただし、各会場の定員を超える希望があ

った際は抽選。 

 ※団体申込受験者についても、個人別に受験会場を選択できる。ただし、

りそな銀行大阪本社を除く。 

※１級受験者の会場は大阪府立大学とする。 

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に至るまで

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 ５，５００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人以上の団体申込者 

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） 

   ★１級 ５，５００円→５，０００円に割引（１人あたり） 

 

１．概 要 

 

平成２５年１月１８日 

資料１ 



2 

※２０人以上の法人による団体受験申し込みの場合は、各団体に合わせ

て、独自の試験会場を設定できる団体受験向け特別試験会場制度を利用

できる。 

【学生団体受験割引】 

対象級：３級 

対象者：小・中・高等学校、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 

受験料：３級 ３，３００円→１，６００円に割引（２人目以降） 

主な合格特典 

【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 

・「川の駅」設置推進チーム加盟飲食店・ホテル等優待サービス 

・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 

・大阪府立大学 客員研究員への推薦 

※一部詳細調整中 

公式テキスト 

「大阪の教科書－大阪検定公式テキスト 増補改訂版」 

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：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：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４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 
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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) 

●カリスマ案内人と行く大阪まち歩き／栗本智代．創元社 ●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 

 

 

 

 

 

 

統一テーマ 

「東洋のマンハッタン“中之島” ～進化し続ける経済・文化・歴史の拠点～」 

上記テーマを級統一テーマとし、１級～３級でそれぞれ１５％程度出題する。 

地理的な範囲は東西に天満橋から中央卸売市場、川口、江之子島、南北に土佐堀通から

堂島川沿道（いずれも道沿いを含む）までの範囲。 

○中之島とその周辺の歴史、文化、経済、地理、また最近の動きに関わる事項等から出題

する。 

○まち歩きマップを入手し、中之島とその周辺を訪れていれば、解答しやすい問題が出題

される。 

＜参考＞まち歩きマップ 

・「中之島今昔案内(第３号)」(別添１、http://www.osaka-iforum.com/) 

・「大阪あそ歩」 

（別添２、http://www.oml.city.osaka.jp/info/osakaasobo/asobo_020.pdf 

     http://www.oml.city.osaka.jp/info/osakaasobo/asobo_037.pdf） 

 

２．今回のテーマと各試験級の概要 

 

★「大阪検定今年のテーマ」 

 

http://www.osaka-iforum.com/
http://www.oml.city.osaka.jp/info/osakaasobo/asobo_020.pdf
http://www.oml.city.osaka.jp/info/osakaasobo/asobo_037.pdf


4 

・「魅力活力都市創造中之島」 

（http://www.nakanoshima-style.com/pdf/machimirai_pamphlet.pdf） 

・「大阪まちあるき(レトロ浪漫中之島タイムトラベルコース)」 

（別添３、http://www.osaka-info.jp/machiaruki/retro/index.html） 

○その他参考資料として、中之島のまち事情を伝える「月刊島民」。 

○大阪あそ歩には、１０名以上のグループを集めると『大阪あそ歩まち歩きマップ集・そ

の１～３』掲載の全１５０コースの中から、希望コースを選んでまち歩きを実施する「オ

ーダーあそ歩」があり、これを利用し、ガイドを受けることが可能。 

大阪あそ歩 

Webサイト：http://www.osaka-asobo.jp/ 

 

 

 

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 

★③全体の５０問以上が過去問題及び一部変更した過去問題より出題 

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 

次の学校に関することばのうち、大阪・関西以外の地域では、あまり使われて

いないことばはどれでしょう？         （第４回大阪検定出題問題） 

①部活  ②キャンパス  ③ 1 回生  ④学食 

【答え】③1 回生 

 

 

 

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 

★④全体の３０問以上が過去問題及び一部変更した過去問題より出題 

合格基準 

・７０点以上で合格 

・２級を８０点以上で通算２回以上合格した場合、準１級合格者として認証 

※なお、過去に準１級に認証された受験者で、今回を含め新たに８０点以上を

２回獲得した場合には、準１級合格証を発行する。ただし、第５回に限る。 

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 

 指定ご当地検定と加点条件 

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 

 

http://www.nakanoshima-style.com/pdf/machimirai_pamphlet.pdf
http://www.osaka-info.jp/machiaruki/retro/index.html
http://www.osaka-asobo.jp/
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○旭区検定   初級以上  ○池田学検定    初級以上 

○さやま検定  ３級以上  ○泉州検定（本試験）並級以上 

○だいとう検定 ３級以上  ○ひらかた検定   合格者 

※だいとう検定、池田学検定については今後実施予定がないため、過去の合

格者のみ対象 

問 題 例 

日本初のスーパーマーケットチェーンといわれるダイエーは、大阪のある商店

街に「主婦の店・ダイエー薬局」という名称で 1 号店を出店し、人気を博しま

した。ダイエーの 1 号店があった商店街はどれでしょう？ 

（第４回大阪検定出題問題） 

①天神橋筋商店街 ②千林商店街 ③戎橋筋商店街  ④空堀商店街 

 【答え】②千林商店街 

 

 

 

受験資格 

なにわなんでも大阪検定２級合格者対象 

★ただし、１級・２級の併願受験をする場合に限り、２級に合格していなくて

も１級を受験できる。 

（注意）上記ただし書きによる受験者のうち、２級採点の結果、合格点に満た

ない受験者の１級の答案については採点を行わない。 

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 

★・１級の合格点に満たない場合でも、７５点以上を獲得した場合は、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 

問 題 例 

【四者択一問題】 

1936 年（昭和 11 年）に法政大学から大阪タイガースに入団し、14 試合連続

登板や歴代最年長でのシーズン最多勝を獲得するなど、44 歳まで現役を続けた

ハワイ出身のプロ野球選手は誰でしょう？ 

①若林忠志    ②ヴィクトル・スタルヒン 

③カイザー田中  ④ウォーリー与那嶺 

 【答え】①若林忠志 

【語句記述問題】 

国の重要文化財に指定されている大阪市中央公会堂は、ある人物の寄付金約 100 

万円によって建てられました。その人物の氏名を漢字で書いてください。 

       【答え】岩本栄之助 

（両問ともに第４回大阪検定出題問題） 

 

 

 

 

 

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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平成２５年３月初旬  ○第５回なにわなんでも大阪検定受験要項配布開始 

             ※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１０日(水) ○第５回大阪検定受験申込受付開始 

５月２２日(水) ○第５回大阪検定受験申込締切 

６月３０日(日) ○第５回大阪検定試験実施 

８月 ８日(木) ○試験結果・合格証発送日 

 

以上 

３．第５回なにわなんでも大阪検定のスケジュール 

 

 



 

 

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％ － － － 

 

 

 

試験日時：平成２４年７月１日(日) 試験会場：大阪府立大学、常翔学園大阪工業大学 

以上 

 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 １，８８１人 １，７３６人 １，０１６人 ５８．５％ ６２．８点 ６０点 ９６点 

２級 ９６５人 ８８２人 １２２人 １３．８％ ５６．９点 ７０点 ９３点 

１級 ３１１人 ２９２人 １３人 ４．５％ ５５．７点 ８０点 ９２点 

合計 ３，１５７人 ２，９１０人 １，１５１人 ３９．６％ － － － 

資料２ 

第１回試験結果 

 

平成２５年１月１８日 

第２回試験結果 

 

第３回試験結果 

 

第４回試験結果 
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