記者参考資料

平成２５年１１月７日
大阪経済記者クラブ会員各位

第５回「なにわなんでも大阪検定」夜スペシャルの
受験申し込み受付を１１月５日から始めました！
～来年２月５日の夜間に、３級試験を実施～
【お問合先】

○大阪商工会議所 地域振興部（中野、山元）
☎ ０６－６９４４－６３２３
○なにわなんでも大阪検定事務センター
☎ ０６－６９４４－７７２８
※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。

○ 大阪商工会議所は、平成２６年２月５日（水）にりそな銀行大阪本社で実施する第５回「なにわ
なんでも大阪検定（以下：大阪検定）
」夜スペシャルの受験申し込み受付を１１月５日より開始し
た。１２月１０日(火)まで受け付ける。定員（４５０人）に達し次第、申し込み受付を終了する
予定。

○ 平日の夜間（１９：００～）に試験を行うのは、今回の“夜スペシャル”が初めて。大阪検定は、
平成１９年のスタート以来、年に一度（６～７月）
、日曜日の昼間に公開試験を実施してきた。今
回は、業務の関係等から日曜昼間では受験が難しい方や、今年６月に受験できなかった方等を対
象に、受験機会を提供する。試験のテーマは、今年６月に実施した第５回大阪検定と同じく「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～」
。合格者には、大阪府、
大阪市、堺市の美術館や博物館など関連施設の入場料割引などの特典が計５４の施設・団体から
提供される。
（資料２参照）

○ 一般受験の申し込み方法は、①「受験要項（申込書付）
」による申し込み、②大阪検定公式ホーム
ページ（http://www.osaka-kentei.jp）からのインターネット申し込みのいずれか。また、企業・
法人等（１０名以上）
、学生（５名以上）
、ファミリー（同居する家族２名以上）を対象にした団
体割引制度も実施する。いずれも専用申込用紙が必要だが、希望者には郵送するので、なにわな
んでも大阪検定事務センターまで電話で請求する（学生、ファミリー向けの団体割引用専用申込
用紙は大阪検定公式ホームページからダウンロードして利用することも可能）
。

○ 「受験要項（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してい
るほか、希望者には郵送する。受験要項の郵送を希望する場合は、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）まで郵送する。

○ 受験料（３級）は、３，３００円(団体受験割引による受験料は３，０００円）
。
以 上
資料１：第５回「なにわなんでも大阪検定」夜スペシャル受験要項
資料２：第５回「なにわなんでも大阪検定」夜スペシャル合格者特典一覧（１１月７日現在）

「

お申込み方法

」とは

※いずれの場合も定員に達し次第、
お申込みを締め切らせていただきます。

個人の場合

なにわなんでも大阪検定は、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

郵

しています。
「今まで知らなかった大阪の姿に出会える！」
「職場でのコミュニケーションに活かせる！」
「大阪がますます好き
になった!」などなど、
プライベートもビジネスもますます充実していく検定試験です。

問題例（第４回3級出題問題）

Q1 大阪人が普段、大阪ことばと意識せずに使っていること Q2 大阪の象徴とも言うべき大阪城は、
べき大阪城は 築城以来
築城以来、幾重もの
ばは多数あります。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？

歴史を経ています。現在の天守閣
（天守）
は何代目でしょう？

①部活 ②キャンパス ③１回生 ④学食

①初代 ②二代目 ③三代目 ④四代目

送

団体の場合

インターネット

企業・法人等団体受験

学生団体・ファミリー

本受験要項についている受験
申込用はがきに必要事項を記入

大阪検定ホームページより、
申込フォームにアクセス

大阪検定事務センターに
専用の申込フォームを請求

大阪検定ホームページより、
専用の申込用紙をダウンロード

大阪検定事務センター宛に
郵送にて申込み

必要事項を入力し、内容を
送信して申込み

必要事項を記入し、大阪検定事
務センター宛に申込み

必要事項を記入し、大阪検定事
務センター宛に郵送にて申込み

申込期限：12月10日
（消印有効）

申込期限：12月10日の17:00

申込期限：12月10日の17:00

申込期限：12月10日
（消印有効）

大阪検定事務センターから受験料振込用紙が届くまでお待ちください

【答】③

【答】③

郵送された受験料振込用紙を使い、銀行にて振込
※銀行振込手数料はご負担ください。ただし三菱東京UFJ銀行、
りそな銀行、三井住友銀行の本支店のATMからお振り込みいただく場合は、振込手数料が無料になります。
※ご入金をもって、受験申込完了となります。入金処理が確定していない段階では、
申込み完了となりません。

■日程
●申込期間 … 平成25年11月5日
（火）〜12月10日
（火）
定員に達し次第、お申込みを締め切ります。定員に達しない場合でも、
インターネットから
のお申込みは、12月10日の１７
：
００までとなります。また郵送は12月10日の消印を有効
とさせていただきます。

●試験日 … 2月5日
（水）
●試験結果・合格証発送日 … 3月12日
（水）
●試験結果未着問合期間 … 3月18日
（火）〜20日
（木）

お申込み完了

●受験票発送日 … 平成26年1月23日
（木）
●受験票未着問合期間 … 1月28日
（火）〜30日
（木）

■前回団体受験企業一覧

■大阪検定関連書籍

・合否、採点、試験問題の内容等に関するお問い合わせにはお答えできません。
・試験結果通知が届かない場合は、上記試験結果未着問合期間に、必ず大阪検定事務センター
までご連絡ください。期間内にご連絡いただけない場合は、試験結果、合格証の発行はできません。

〈企業・団体名五十音順〉
㈱アシスト
尼崎信用金庫 昭和町支店
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪
大阪市
大阪市信用金庫
大阪商工会議所
大阪信用金庫
大阪東信用金庫
大阪府
㈱オージス総研
㈱関西アーバン銀行
関西ハイタク事業協同組合
京阪電気鉄道㈱
㈱サクラクレパス

公式テキスト
『大阪の教科書 増補改訂版−大阪検定公式テキスト』

（大阪市中央区備後町2丁目2-1）
… りそな銀行大阪本社

■受 験

３００円
（税込）※団体受験割引制度有り
料 … ３，

価格：1,995円（税込） 発行：株式会社創元社

９
：
００〜
（制限時間90分）
■試験時間 …１
※試験開始時刻から１５分程度、受験上の注意説明があります。

■定

名
（申込先着順）
員 … 450
※定員に達し次第、大阪検定ホームページにてご案内いたします。

問題集

■対 象 級 … ３級のみ ※1・2級は平成26年夏実施予定

■受験資格 … 学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません

■試験会場

※都合により、上記以外を会場とする場合があります。必ず受験票にて会場をご確認ください。

第１〜４回『大阪検定公式出題・解説集』
第１回／1,050円（税込） 第２〜４回／1,575円（税込）
発行：株式会社創元社

「 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
■出題範囲 … 大阪府域の「歴史」

問題のうち５０問以上が、
この中の問題及び問題を
一部変更して出題されます。

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。

大阪検定今回のテーマ

㈱ＪＴＢ西日本
資生堂販売㈱ 近畿支社
㈱錢高組
相互タクシー㈱
太子町
㈱大正銀行 本店営業部
大同生命保険㈱
辰野㈱
帝国ホテル 大阪
㈱日本政策金融公庫 大阪南支店
日本生命保険（相）
㈱阪急阪神ホテルズ
阪和興業㈱
ホテルニューオータニ大阪
三菱ＵＦＪリース㈱
㈱りそな銀行

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〜

■合格者の特典（予定）詳細は大阪検定ホームページをご確認ください。

上記をテーマとし、
「中之島とその周辺」の歴史、

合格証（合格者全員に進呈）
日本ホテル協会 大阪兵
特典 大阪府、大阪市、堺市の美術館や博物館関連施設入場料割引/（社）

●

文化、経済、地理、
また最近の動きに関わる事項

●

庫支部加盟ホテルにおける利用割引
（一部対象外）
/コンサート入場料割引、
飲食店等割引など

等から全体の15%程度出題します。まち歩きマッ

成績優秀者への特典 次回の上位級受験料優待
●合格バッジ
（3級）800円で販売
●

プを入手するなどして、中之島とその周辺の魅力

※イメージ

に直接触れてみてください。
切り取り線

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、独自の試験会場を設定できる特別試験会場制度をご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。

のり しろ

の りし ろ

投函してください。
（切手不要）

隠れるように貼り合せて

のりしろ部分にのみ糊付けして

受験申込書記入欄が

図のように折り返していただき

切り取り線で切りとった後

必要事項をご記入のうえ、

お客様の個人情報を保護するため、

プライバシー保護にご協力ください

希望しない
希望する

谷 折り

４級認証
（中学生以下及び留学生対象）

FAX
電話番号

以 下 該 当 者 のみご記 入ください

-

年

月

都道府県

日

職業

住所

（2人目以降）1,600円/人

平 成・昭 和・大 正

1,600円/人

〒

3,000円/人

生年月日

割引後の受験料

性別

同居する家族２名以上による申込

男・女

企業・法人・グループ等１０名以上の団体申込

名

割引条件

フリガナ

ファミリー割引

氏

学生団体受験割引
小・中・高等学校、大学、専修学校等
５名以上による団体申込

切り取り線

企業・法人等団体受験割引※

受験申込（3級）記入欄 -

大阪検定にはみんなで申し込めば、
お得に受験できる３つの団体受験割引制度をご利用いただけます。
詳しくは大阪検定事務センター
（06-6944-7728）
にお問い合わせください。

-

※全体の５０問以上が第4回
（平成24年度）
試験までに出題された過去問題
及び一部変更した過去問題より出題

① 製 造 業 ② 建 設・不 動 産 業 ③ 電 気・ガス・水 道 業
④ 卸 売・小 売 業 ⑤ 旅 行・運 輸 業 ⑥ 飲 食・宿 泊 業
⑦ 金 融・保 険 業 ⑧ 情 報・通 信 業 ⑨ 公 務 員 、団 体 職 員
⑩ 学 生 ⑪ 主 婦・無 職 ⑫その 他

■団体受験割引制度

①通常問題 … ８５問程度→公式テキストから80％程度を出題
②「大阪検定今回のテーマ」… １５問程度

ご職業は以下より該当する番号を下記職業欄に記入してください。

100問以内でマークシート四者択一問題
※難読漢字にルビがふられます

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、50〜59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）
■

〜記入上の注意〜

出題数・構成

受験申込用はがき

出題形式

※必ず全ての記入欄に黒のボールペン
（鉛筆不可）
を使
用し、楷書でご記入ください
※受験申込書記入欄に不備のある場合は、受験票を発行
できません。
※記入欄をご記入いただけましたら、
のりしろ部分にのみ糊
付けし、
記入欄が隠れるように貼り合せてください。
※ご記入いただいた情報は、
受験者の統計データに使用す
るほか、
大阪検定の各種情報提供に使用します。

■概要

第５回なにわなんでも大阪検定
〜夜スペシャル〜

のり しろ

＜参考＞ まち歩きマップ
・
「中之島今昔案内(第３号)」
（発行：大阪国際フォーラム）
大阪国際会議場など、
中之島主要施設で入手できるほか、
Ｗｅｂサイト
（http://www.osaka-iforum.com/）
でも公開。
・
『大阪あそ歩 まち歩きマップ集』
（大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会）

資料２

第５回「なにわなんでも大阪検定」夜スペシャル合格者特典一覧
2013年11月7日現在

●クーポン提示
対象施設

1

2

3

咲くやこの花館

4

大阪城天守閣

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合格者対象

<アクアライナー60分コース>
大阪水上バス[ア 大人1700円→1530円
クアライナー・サ 小人800円→720円
<サンタマリア デイクルーズ>
ンタマリア]
大人1600円→1440円
小人700円→630円
一般700円→630円
天保山大観覧車
大人500円→450円
入館料100円割引

大阪城西の丸庭 大人200円→180円
園
大阪市立東洋陶 （特別展・企画展・常設展とも）
磁美術館
入館料を団体入館料金扱いに
(平常展のみ)
大阪市立美術館 一般300円→150円
高大生200円→100円
大人400円→320円
大阪市立科学館 高大生300円→240円
(プラネタリウム・全天周映像除く)
(常設展のみ)
大阪歴史博物館 大人600円→540円
高大生400円→360円
・天王寺動物園 大人500円→450円
天王寺動物園・
（天王寺公園の入園料含む）
天王寺公園
・天王寺公園 大人150円→135円
大阪市立長居植
大人200円→180円
物園
(常設展のみ）
大阪市立自然史
大人300円→270円
博物館
高大生200円→180円
キッズプラザ大 大人1200円→960円
阪
小中学生600円→480円
（常設展のみ）
大阪くらしの今昔
大人 600円→500円
館
高大生300円→200円
大人400円→320円
交通科学博物館
小人(4歳以上)100円→80円
大人 700円→630円
空中庭園展望台 中学生500円→450円
小学生300円→270円
入場料割引（本人と同伴者5名まで）
大阪府咲洲庁舎 大人 500円→400円
展望台
中学生400円→100円、小学生200円→100円
大人(中学生以上)700円→630円
キャプテンライン
小学生400円→360円
大阪府立花の文 一般500円→400円
化園
高校生300円→200円
（常設展）
一般300円→240円
高大生・65歳以上200円→160円
（企画展）
大阪府立弥生文
一般400円→320円
化博物館
高大生・65歳以上300円→240円
（特別展）
一般600円→480円
高大生・65歳以上400円→320円

1

21

22

23

24

25

26

27

28

（常設展）
一般300円→240円
高大生・65歳以上200円→160円
大阪府立近つ飛 (企画展)
一般400円→320円
鳥博物館
高大生・65歳以上300円→240円
（特別展）
一般600円→480円
高大生・65歳以上400円→320円
ピースおおさか 一般250円→200円
（大阪国際平和 高校生150円→100円
センター）
服部緑地ウオー 大人1,000円→700円
ターランド
４歳〜中学生 500円→350円
大阪府立大型児 入場料２割引（本人）
童館ビッグバン
堺市茶室「伸庵」 立礼席呈茶料（抹茶一服干菓子付)300円→240円
堺市 大仙公園
日本庭園
堺のんびりク
ルーズ
大阪企業家
ミュージアム

一般200円→160円
小中学生100円→80円
大人1000円→800円
小人500円→400円
入館料割引
（大人300円→100円）

29

OSAKA旅めがね ツアー通常料金より1000円引き

30

直営レストラン：通常料金の10％割引 ※一部店舗除く （除外日あり）
ANAクラウンプラ
他の割引・クーポンとの併用不可
ザホテル大阪
合格者対象
成績優秀者
（上位5名）

次年度の２級受験料無料

●会員証提示
31

協会主催マンスリーコンサート（2013年9月1日〜2014年8月31日開催分）の入場料
日本テレマン協
金を合格者本人1名に限り3000円→1000円（複数開催日の利用可）
会

●会員証提示（日本ホテル協会大阪兵庫支部）
対象施設
ホテルグランヴィ
宿泊：通常料金の10％割引
32 ア大阪
レストラン：通常料金の10％割引
ホテルニュー
オータニ大阪
33

合格者対象

宿泊 通常料金の10％割引
直営レストラン 通常料金の5％割引

ホテル・アゴーラ
宿泊：通常料金の10％割引
34 リージェンシー堺
レストラン：通常料金の10％割引
35

帝国ホテル大阪 宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン＆バー・ラウンジ：通常料金の10％割引

36

ホテルオ−クラ
神戸

37

神戸ポートピアホ
宿泊：通常料金の10％割引
テル

レストラン＆バー 通常料金の10％割引

ウエスティンホテ
ル淡路
宿泊：通常料金の10％割引
38
レストラン：通常料金の10％割引

2

大阪キャッスル 宿泊：通常料金の10％割引
直営レストラン：通常料金の5％割引
ホテル
リーガロイヤルホ
宿泊：通常料金の10％割引
40 テル（大阪）
直営レストラン：通常料金の10％割引
39

ホテル・アゴーラ 宿泊：通常料金の10％割引
大阪守口
レストラン：通常料金の10％割引
大阪第一ホテル
宿泊：通常料金の10％割引
42
直営レストラン カラット：通常料金の10％割引
ホテル阪急イン 宿泊：通常料金の10％の割引
43
ターナショナル
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
大阪新阪急ホテ 宿泊：通常料金の10％の割引
44
ル
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
新阪急ホテルア
45
宿泊：通常料金の10％の割引
ネックス
ホテル阪神
宿泊：通常料金の10％の割引
46
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
千里阪急ホテル 宿泊：通常料金の10％の割引
47
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
ホテル阪急エキ
宿泊：通常料金の10％の割引
48
スポパーク
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
宝塚ホテル
宿泊：通常料金の10％の割引
49
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
六甲山ホテル
宿泊：通常料金の10％の割引
50
直営レストラン：通常料金の5％割引 （※一部店舗を除く）
41

●会員証提示（大阪「川の駅」設置推進チーム）
対象施設
３級合格者対象
シティプラザ大阪 宿泊：基本料金の10％割引
51
直営レストラン：通常料金の5％割引（※一部店舗を除く）
52

53

54

アジア舟

代金10％割引＋台湾ビール1本プレゼント

カジュアルレスト グループ全員に、グラススパークリングサービス(他のサービスクーポン券不可。ディ
ラン【ＯＵＩ】
ナータイムのみ)
ULTRA
COFFEE
DINER

2nd エスプレッソ１杯200円、天満橋ねぎ食+コーヒーを600円
AND

3

