
 
令和元年７月２４日 

 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 

「大阪検定ポスター展２０１９」の開催について 
～「大阪」にちなんだユニークなポスターを大阪府内の鉄道駅や施設で掲示  

 

 

 

○ 大阪商工会議所 都市活性化委員会（委員長：錢高一善・㈱錢高組取締役会長）は、大阪府内を

走る鉄道会社１０社をはじめ各社の協力を得て、７月２５日から１２月１５日まで「大阪検定

ポスター展２０１９」を開催する。２０１６年度から実施し今年で４回目を迎える同展は、「大

阪を知れば大阪がもっとおもしろくなる」をキーワードに、ユニークなポスターを鉄道駅や施

設で掲示するもの。「なにわなんでも大阪検定」の認知度向上を図るとともに、広く地域の魅力

を再発見し、大阪に対する郷土愛やシビックプライドの醸成につなげることを目的としている。 

○ 今年度は、「なんばウォーク」と「大阪府立中央図書館」でも新たに掲示を行い、合計で８７カ所

（８４駅＋３施設）で実施。今回の大阪検定のテーマ「大阪の祭・イベント」にちなんだ問題の

ポスターも掲示する。 

○ 今回掲示するポスターはホームページ（https://www.osaka-kentei.jp/poster/poster2019/）で

も紹介。鉄道会社１０社・１０枚のポスターによる「ＷＥＢ人気投票」やFacebook、Twitterで

ポスター写真の投稿を促す「大阪検定おもしろポスターを探せ！」キャンペーンを実施する。人

気投票の投票者やキャンペーン投稿者には抽選で景品を進呈する。 

実施概要 

 期  間：令和元年７月２５日（木）～１２月１５日（日） 
     （以下の鉄道会社は掲示期間が異なります） 

 ※ＪＲ西日本 ７月２９日～１０月１５日 ※阪急電鉄 ９月１日～１２月１５日  

 ※京阪電気鉄道 ８月１９日～１２月１５日 ※Osaka Metro ７月２５日～１０月１５日 

掲示施設：大阪ステーションシティ（期間：８月２３日～９月８日） 

     なんばウォーク（期間：８月２７日～９月２日） 

     大阪府立中央図書館（期間：８月２０日～１０月１４日） 

構  成： （主催）大阪商工会議所   

 -順不同-   （協力）大阪高速鉄道㈱、大阪市高速電気軌道㈱、北大阪急行電鉄㈱、 

           近畿日本鉄道㈱、京阪電気鉄道㈱、南海電気鉄道㈱、西日本旅客鉄道㈱、 

           阪堺電気軌道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、大阪ターミナルビル㈱、 

           大阪地下街（株）、大阪府立中央図書館 

（制作）㈱電通関西支社、㈱電通クリエーティブＸ関西支社            

以 上 
 

＜添付資料＞ 資料１：ポスター掲示駅一覧 

資料２：大阪の祭・イベントに関する問題のポスター（１２駅抜粋） 

資料３：ＷＥＢ人気投票エントリーポスター（１０駅） 

       資料４：キャンペーン「大阪検定おもしろポスターを探せ！」実施概要  

資料５：第１１回「大阪検定」案内チラシ 【申込締切：10月15日】 

記者配布資料 

【お問合先】 大阪商工会議所 地域振興部（田中、山元、中野） 

☎ ０６-６９４４-６３２３  

       

 

 

 



ポスター掲示駅一覧
資料１

西日本旅客鉄道
（23駅）

Osaka Metro
（大阪市高速電気軌道）

（15駅）

近畿日本鉄道
（11駅）

南海電気鉄道
（11駅）

大阪 本町 大阪難波 難波
天満 あびこ 大阪上本町 今宮戎
桜ノ宮 天満橋 布施 七道
京橋 喜連瓜破 八戸ノ里 泉大津

大阪城公園 花園町 東花園 忠岡
森ノ宮 玉出 枚岡 岸和田
玉造 住之江公園 近鉄八尾 蛸地蔵
鶴橋 大阪港 藤井寺 貝塚
桃谷 堺筋本町 道明寺 箱作
寺田町 長田 古市 汐見橋
天王寺 天神橋筋六丁目 富田林 三日市町
新今宮 恵美須町
今宮 大正

芦原橋 瑞光四丁目
大正 緑橋

弁天町
西九条
野田
福島
南吹田
JR淡路

城北公園通
JR野江

京阪電気鉄道
（7駅）

阪急電鉄
（7駅）

阪堺電気軌道
（5駅）

阪神電気鉄道
（3駅）

関目 梅田 東天下茶屋 野田
千林 十三 我孫子道 西九条
守口市 池田 花田口 千鳥橋駅
古川橋 茨木市 宿院
萱島 高槻市 東湊

寝屋川市 南千里
交野市 山田

大阪モノレール
（大阪高速鉄道）

（1駅）

北大阪急行電鉄
（1駅）

万博記念公園 千里中央

※塗りセル：今回の大阪検定のテーマ「大阪の祭・イベント」に関する問題ポスター掲出駅



資料２ 

大阪の祭・イベントに関する問題のポスター（抜粋） 

ＪＲ西日本 

天満駅 

JR 西日本 

森ノ宮駅 

Osaka Metro 
（大阪市高速電気軌道） 

中央線・大阪港駅 

Osaka Metro 
（大阪市高速電気軌道） 

堺筋線・恵美須町駅 

近畿日本鉄道 

枚岡駅 

近畿日本鉄道 
近鉄八尾駅 

      

近畿日本鉄道 

古市駅 

南海電気鉄道 

難波駅 

南海電気鉄道 

岸和田駅 

京阪 

守口市駅 

阪堺電気軌道 

我孫子道駅 

阪堺電気軌道 

花田口駅 

      

 



資料３ 

ＷＥＢ人気投票エントリーポスター 

JR 西日本 

桜ノ宮駅 

Osaka Metro 
（大阪市高速電気軌道） 

四つ橋線・玉出駅 

近鉄 

道明寺駅 

南海 

今宮戎駅 

京阪 

古川橋駅 

     

阪急 

高槻市駅 

阪堺 

東湊駅 

阪神 

野田駅 

大阪モノレール 
（大阪高速鉄道） 

万博記念公園駅 

北急 

千里中央駅 

     

 



このポスターは
阪神 千鳥橋駅に
掲出中！

大阪検定おもしろポスターを探せ！
キャンペーン実施中

応募締切：
2019年9月30日(月)

大阪府内８４駅に、各駅や地元にちなんだおもしろポスターを掲出中！
ポスターの写真を撮ってみんなに大阪の「面白さ」をシェアしよう♪

Facebook、Twitterからの応募方法

・大阪検定の公式SNSアカウント(Facebook→@osakakentei.official、
Twitter→@osakakentei)のいずれかをフォロー

・ハッシュタグ「#大阪検定おもしろポスター」を付けて、写真を投稿。

賞品

・抽選で10名様に「大阪検定ポスター展2018全集」
＋「五代友厚グッズ」をプレゼント！(2019年10月下旬ごろ送付予定)

結果発表

・2019年10月中旬ごろを予定
・当選された方には、ダイレクトメールでご連絡させていただきます。

注意事項

・ポスターの掲出駅については公式サイト（https://www.osaka-
kentei.jp/poster/poster2019/）をご確認ください。
・写真にはポスター全体が写るようにしてください。
・写真に人物が写っている場合、写真の使用許可をいただいてください。
・ご自分で撮影された画像のみご使用ください。
・当選通知送信後、一週間以内にご返信いただけなかった場合は
当選取り消しとさせていただきます。

・本企画に関わる投稿を公式SNSでご紹介させていただく場合が
ございます。

・当選結果に関するお問合せは承ることができませんので、
ご了承ください。

・20歳未満の方は保護者の同意を得てからご応募ください。

https://www.osaka-kentei.jp/poster/poster2019/








 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞なにわなんでも大阪検定事務センター E-mail：info_kentei@nippan.co.jp 

TEL：06-6944-7728 10：00～12：00、14：00～17：00 （土日・祝日・年末年始を除く） 

 

初級受験のご案内（受験料無料） 

２０１９年１２月８日（日） 試験 

日時 説明 １１：００～１１：１５、試験 １１：１５～１２：４５ 

入賞したチームについて、チーム名、個人名、得点をプレスに発表します（発表日：２０２０年１月２８日予定）。その他のチームについては、参加したチーム名は公表しますが、得点や順
位についてはプレス発表はしません。参加したチームには、チームの得点や順位について連絡します。ルールの詳細等は公式サイトを参照いただくか、下記までお問い合わせください。 

 

今回から、以下の企画を新たに実施します。高校生、小学生、そしてご家族の方は奮ってご参加ください。 

いずれも申し込みは、大阪検定公式サイト（https://www.osaka-kentei.jp/）からお申し込みください 

 

深い歴史と文化、そして産業が集積しているまち大阪。 

そんな素敵な大阪をより深く知るきっかけが「大阪検定」です。 

楽しみながら、大阪を学んでみませんか。 

◆対  象      、    、     の児童・生徒 

◆受 験 料  無料 
◆申込方法  大阪検定公式サイト 

       （https://www.osaka-kentei.jp/） 

       からお申し込みください 

◆試験会場  大阪工業大学大宮キャンパス、 

       りそなグループ大阪本社、関西経理専門学校 
◆申込期間  2019年４月19日(金)～10月15日(火) 
◆受験特典  受験者の中から抽選で、小学生・中学生・高校 
       生（各２組）にＵＳＪペアチケットを進呈！ 

 

で検索 

小学校 中学校 高等学校 

         高校生対抗・大阪力NO.1決定戦 

～3名1組で合計得点を競う～ 

参加資格 試験日時点で高校生であること 

対 象 級 初級試験 

エントリー １チーム３名 

チ ー ム 名 
高校名＋１０文字以内の文字でチーム
名を付けていただきます。 
例：○○府立○○高校○○部 

表彰内容 
（予定） 

第８位までを入賞とし、表彰状と副賞（優
勝～第３位まで、ＵＳＪ年間パス進呈。優勝
者は、2020年度の天神祭奉拝船乗船チケ
ット、準優勝者は花火大会鑑賞チケット、
その他入賞者には図書カード）を授与し、
チーム名等を読売新聞に掲載します。 

受験料(初級) 無料 

受験会場 チームで同一となります。 

 

高校生 家族対抗・大阪力NO.1決定戦 

～家族の平均得点を競う～ 

参加資格 1名以上の小学生（試験日時点）を含む家族 

家族の範囲 
本人（小学生）および本人の父、母、祖父母、曽祖
父母、兄弟姉妹（詳細は下記までお問い合わせく
ださい） 

対 象 級 初級試験 

エントリー １チーム２名以上（上限なし） 

チ ー ム 名 

代表者名（エントリー者のうち１名）＋ファミリーを
チーム名とします。当日までのメンバーの追加変
更は可能。（申込締切後の変更は不可）例：○野
◎男ファミリー 

表彰内容 
（予定） 

第８位までを入賞とし、表彰状と副賞（優勝者に
は大阪市内の豪華ホテル宿泊券、その他入賞者
には商品券）を授与し、チーム名等を読売新聞に
掲載します。 

受験料(初級) 
小中高生：無料 大学生等の学生：1000円 
一般：3420円 いずれも税込 

受験会場 チームで同一となります。 

 

小学生 

※初級試験の概要および受験勉強の方法については、大阪検定公式サイト（https://www.osaka-kentei.jp/）で適宜情報提

供しますのでご活用ください。 

※教職員の皆様へ：学校単位等でとりまとめてお申込みの場合や試験会場についてのご希望･ご相談等は下記問い合わせ先に

ご連絡ください。 

※小学生以下のお子様がご家族と一緒に受験される場合、ご希望に応じて同じ試験会場になるよう極力配慮します。 

【１】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 
（答え：③ ややこ） 

【2】大阪市浪速区にあるエディオンアリーナ大阪（大阪
府立体育会館）では、毎年1 回15 日間大相撲が
行われていますが、何月に行われているでしょう？ 

①１月 ② 3月 ③ 9月 ④ 11月 
（答え：② 3月） 

過去問にチャレンジ！ 
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