
 

 

        

平成２６年１月１０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６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６回「なにわなんでも大阪検定」の公開試験を平成２６年７月６日(日)に実施する。 

○本検定試験は、多くの人に大阪の持つ歴史・文化の奥深さや新たな魅力を再発見してもらい、大

阪の都市ブランド向上に資することを目的に平成２１年より毎年実施しており、延べ受験者数は

１万８０００人以上に上る。 

○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５１名が合格し、大阪本の執筆や

各種講演活動、さらにまち歩きガイドなどとして大阪の魅力発見・情報発信に向けて取り組んで

いる。 

【今年のテーマ「商都大阪の軌跡～誇るべき大阪の企業と企業家～」】 

○本検定は、毎回テーマを設定しているが、今回のテーマは、「商都大阪の軌跡～誇るべき大阪の企

業と企業家～」。江戸時代以降、流通・経済の中心を担った大阪では、自由と合理主義の精神から

多くの商家が生まれ、近代においても我が国経済のけん引役となる企業が数多く勃興し、今なお

その功績が語り継がれる企業家を数多く輩出している。このことは大都市大阪の魅力を語るうえ

で不可欠であることから、今回、テーマとして取り上げる。 

○各級とも全体の２０％程度をテーマ問題として出題する。 

○また、本テーマに合わせて、大阪商工会議所が設置・運営する大阪企業家ミュージアムとの連携

事業や特別講座を実施する予定。 

【新たな特典の提供】 

○本検定合格者には様々な特典を提供しているが、新たに第６回の準１級（１級受験者のうち７５

～７９点を獲得した方）・２級合格者のみを対象に、個人では通常視察しにくい工場・文化施設

等の見学会を実施する。 

○見学先は国立文楽劇場、造幣局、大阪市中央卸売市場（本場）を予定しており、本年１０～１１

月実施予定。定員あり、有料。 

【「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」の実施】 

○３級受験者が５名以上で団体受験する企業・団体を対象に、３級受験者の上位５名の合計点を競

い、上位３位の企業・法人を決定する「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」を実施する。入賞団

体には後日、表彰を行う。 

【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）」に記載するとともに、「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６回「なにわなんでも大阪検定」試験実施概要について 

  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 

記者発表資料 

【お問合先】○大阪商工会議所 地域振興部（中野、笹本、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。 
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第６回「なにわなんでも大阪検定」試験実施概要について 

 

 

検 定 名 称 第６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 

大阪府、大阪市、堺市、堺商工会議所、 

大阪観光局、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 

試 験 日 

平成２６年７月６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２６年４月１６日（水）～５月２８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 

（予定） 

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） 

※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。 

 

１．概 要 

 

平成２６年１月１０日 

資料１ 
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○「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」の実施 

・本決定戦は、第６回大阪検定を団体受験する法人（企業・団体）で、

３級受験者が５名以上の法人が参加対象。各法人の３級受験者の上位

５名の合計点を競い、上位３つの企業・団体を決定するもの。 

・過去の合格者が再度３級を受験することも可能（ただし、１級合格者

を除く）。 

・参加を希望する法人は別途申し込みが必要。 

・入賞３法人は、団体名ならびに得点・順位を公表し、大阪力の高い法

人として、表彰する。４位以下の順位については公表しない。 

【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 

・社団法人日本ホテル協会 大阪兵庫支部加盟ホテルの宿泊・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 

・大阪城天守閣や大阪水上バスなど大阪府下約４０施設等の割引や優待 

・合格者バッジ、大阪案内人カードの限定販売（有料） 

【準１級・２級】 

（新規）・個人では見学しにくい工場、文化施設等の見学会の実施 

（Ａ）国立文楽劇場見学＆観劇 

（Ｂ）造幣局特別見学＆ランチ 

（Ｃ）天下の台所見学＆クルーズ 

※１０～１１月実施。いずれも有料。 

【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２１世紀科学研究機構 大阪検定客員研究員への推薦 

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 
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●「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：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５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：平成２６年２月中旬予定 

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) 

●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) 

●季刊「大阪春秋」／新風書房（※26.4.1発行の春号にて大阪検定の小特

集記事を掲載予定）●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  
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統一テーマ 

「商都大阪の軌跡～誇るべき大阪の企業と企業家～」 

上記テーマを級統一テーマとし、１級～３級でそれぞれ２０％程度出題する。 

（出題のポイント） 

○大阪企業家ミュージアムで紹介される企業家や企業の商品、サービス、ビジネスモデ

ル、社会貢献等その他の活動などを出題する 

○現在活躍する企業や企業家、かつて大阪に存在した企業も対象とする 

○原則として３級は『大阪の教科書』に記載のある企業、企業家を対象とする 

（学習方法） 

○１０５名の大阪の企業家が紹介されている大阪企業家ミュージアム。企業家を学ぶ上

で参考となる社史・伝記、企業家インタビュービデオを常設。 

○大阪企業家ミュージアムと連携して、大阪の企業と企業家について有識者が解説する

講座「大阪まなぼ」（５月１０日予定）をはじめとするセミナー・講演会を実施。 

○大阪検定と連携した特別展示（『地図・絵葉書・写真で見る企業家』（仮称） 6/3～8/29）

の実施。 

○『大阪企業家ミュージアムガイドブック』（１冊 500円）を参考図書に加える。 

＜大阪企業家ミュージアム概要＞ 

開 館 日：火～土曜日（日・月・祝休日休館） 

開館時間：火・木・金・土曜日 10：00～17：00（入館は 16：30まで） 

水曜日 10：00～20：00（入館は 19：30まで） 

所 在 地：大阪市中央区本町 1-4-5大阪産業創造館Ｂ１Ｆ(地下鉄堺筋本町駅 5分) 

入 館 料：大人 300円、大阪商工会議所会員 200円、学生 100円（小学生以下は無料） 

 

 

 

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８０％程度を出題） 

②「大阪検定今年のテーマ」１０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 

大阪の新春を彩る十日戎は、毎年 1 月 9 日から 11 日まで行われ、大阪市浪速

区の今宮戎神社をはじめ、各地の戎神社では「商売繁盛で（   ）持って来

い！」と掛け声が響き渡ります。掛け声の中の（   ）に入る言葉は次のう

ちどれでしょう？               （第５回大阪検定出題問題） 

①金  ②餅  ③笹  ④鯛 

【答え】③笹 

２．今回のテーマと各試験級の概要 

 

３級 大阪の知識について問う基本的なレベル 

 

★「大阪検定今年のテーマ」 
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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 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 

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 

・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 

○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、ひらかた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 

中之島にある国立国際美術館は、2004 年（平成 16 年）11 月 3 日に現在の場所

に移転し、2012年（平成 24年）10月には、1977 年（昭和 52 年）の開館以来

の入館者数が 1,000 万人を突破しました。移転前は何市にあったでしょう？ 

（第５回大阪検定出題問題） 

①吹田市  ②東大阪市  ③堺市  ④茨木市 

【答え】①吹田市 

 

 

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】 

かつて大阪では、たとえや遠回しな表現を使い、直接的な表現を避けるしゃれ

言葉が日常的に使われていました。現在ではほとんど聞かれることがなくなり

ましたが、しゃれ言葉も大阪ことばの大きな特徴の一つといえます。次のうち、

しゃれ言葉とその意味の組み合わせとして正しいものはどれでしょう？ 

２級 大阪の知識について問う中級程度のレベル 

 

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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①うさぎのとんぼがいり ― 活きがいい 

②うどん屋の鰹     ― 出し抜かれた 

③やすもんの稲荷さん  ― 正直者 

④ちびった鋸      ― 歯が立たない 

 【答え】②うどん屋の鰹 ― 出し抜かれた 

 

【語句記述問題】 

右の写真は、大阪市内で現役として機能して

いる最古の橋です。今年、架橋 100 年を迎え

るこの橋の名称を漢字 2 文字で書いてくだ

さい。 

 

       【答え】本町橋 

（両問ともに第５回大阪検定出題問題） 

 

 

 

平成２６年３月中旬  ○第６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 

４月１６日(水) ○第６回大阪検定受験申込受付開始 

５月２８日(水) ○第６回大阪検定受験申込締切 

７月 ６日(日) ○第６回大阪検定試験実施 

以上 

３．第６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 

１級 実施せず 

２級 ２，０３７人 １，８５８人 １，３２７人 ７１．４％ ６７．９点 ６３点 ９８点 

３級 ４，３７３人 ３，９６４人 ３，８７７人 ９７．８％ ８０．５点 ５４点 １００点 

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 

１級 ５９０人 ５５１人 １０人 １．８％ ５３．０点 ８０点 ９１点 

２級 １，４６３人 １，３１９人 ２２７人 １７．２％ ５８．５点 ７０点 １０１点 

３級 １，９５９人 １，７７４人 １，０１０人 ５６．９％ ６１．３点 ６０点 ９７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 

１級 ３８９人 ３６７人 ２５人 ６．８％ ６０．６点 ８０点 ９１点 

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

３級 １，９５４人 １，７４９人 １，１２８人 ６４．５％ ６４．１点 ６０点 ９３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 

 

 

試験日時：平成２５年６月３０日(日) 

試験会場：大阪府立大学、常翔学園大阪工業大学、りそな銀行大阪本社 

 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 

１級 ３１５人 ３０１人 ３人 １．０％ ４９．５点 ８０点 ８４点 

準１級 － － ※２３人 － － － － 

２級 ８６５人 ７９４人 １８６人 ２３．４％ ５９．７点 ７０点 ９５点 

３級 １，９６０人 １，８１４人 １，４５８人 ８０．４％ ７０．９点 ６０点 ９９点 

合計 ３，１４０人 ２，９０９人 １，６４７人 ５６．６％ － － － 

※２３名中、１級で７５～７９点を獲得した準１級合格者は９名、２級を８０点以上で通算２回以上合格した準１級合

格者は１４名となった 

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 

１級 ３１１人 ２９２人 １３人 ４．５％ ５５．７点 ８０点 ９２点 

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

３級 １，８８１人 １，７３６人 １，０１６人 ５８．５％ ６２．８点 ６０点 ９６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２６年１月１０日 

第２回試験結果 

 

第３回試験結果 

 

第４回試験結果 

 

第５回試験結果 
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