
 

 

  

平成２７年１月１４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７回「なにわなんでも大阪検定」の実施概要について 
～「大阪城と大坂の陣４００年」をテーマに、１１月に実施～ 

 
 
 
 
 
 
○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４団体との共催によ

り、第７回「なにわなんでも大阪検定」の公開試験を、平成２７年１１月２９日(日)に実施する。 

 これまで夏期（６～７月）に実施してきた試験時期を変更するのは初めて。 

○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

２万１８８６名に上る。最難関の１級にはこれまで延べ５８名が合格し、合格者は大阪府立大学

での研究活動、大阪本の執筆や各種講演活動、さらに、まち歩きガイドや小学校への出前授業な

どを通じ大阪の魅力発見・情報発信に向けて取り組んでいる。 

○申込は８月４日（火）から１０月７日（水）まで受け付ける。受験要項（受験申込書付）は５月

頃より本会議所ほか、大阪府、大阪市、堺市の関連施設、受験申込取扱い書店などで配布する予

定。また、「大阪検定公式ホームページ」（http://www.osaka-kentei.jp）にも掲載する。 
 
～第７回試験のトピックス～ 

【試験日を１１月に変更】 

○例年、夏期（６～７月）に実施してきたが、近年、受験が増加している企業・団体受験の利便性 

向上および夏の暑さへの対処を希望する受験者の声を受け、試験日を秋期（１１月）に変更する。 

【今年のテーマは「大阪城と大坂の陣４００年」】 

○本検定では毎回テーマを設定し、各級とも全体の２０％程度をテーマ問題として出題している。 

今年は「大坂夏の陣」（１６１５年）から４００年にあたるシンボルイヤーにあたることから、 

「大阪城と大坂の陣４００年」をテーマとし、受験者に大阪城の魅力や大坂の陣について深く学 

んでもらう。 
【個人表彰「大阪の達人」「大阪の超人」「大阪の鉄人」制度の新設】 

○大阪検定を継続して受験され一定の基準（以下参照）を満たした方に、称号を授与し表彰する。 

・1級に３回合格 した方        ⇒「大阪の達人」 

・1級に５回合格 した方        ⇒「大阪の超人」 

・受験級に関わらず累計１千点獲得した方⇒「大阪の鉄人」 

（参考：第６回終了時点で、１級に３回合格した方は３名、２回合格した方は５名、 

900点以上獲得した方は５名） 

【「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」２級の部の新設と３級の部の拡充】 

○企業・団体の３級受験者を対象に実施している「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」について、

２級受験者の上位３名の合計点を競い、上位３者を表彰する「２級の部」を新設するとともに、

「３級の部」について、従来まで行ってきた上位３者の表彰に加え、受験者全員の平均点が最高

得点となった企業・団体（上記表彰企業を除く）を「敢闘賞」として表彰する。 

以上 

添付資料： 資料１ 第７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 

記者配布資料 

【お問合先】○大阪商工会議所 地域振興部（槇山、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７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７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 

後援（予定） 国土交通省近畿運輸局、大阪府商工会議所連合会 

試 験 日 

平成２７年１１月２９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 

受験申込期間 平成２７年８月４日（火）～１０月７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） 

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。 

※上記以外を会場に設定するなど変更する場合があります。 

出 題 範 囲 

大阪府域の「ことば」、「地理」、「歴史」、「企業」、「スポーツ」、「芸術・娯

楽」、「食」、「生活・遠足」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：企業などの法人・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２７年１月１４日 

資料１ 
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【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） 

団体表彰 

○「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」の実施 

・本決定戦は、第７回大阪検定を団体受験する法人（企業・団体）が参

加対象（希望する法人は別途申し込みが必要）。 

（３級の部） 

各法人の３級受験者の上位５名の合計点を競い、上位３者の法人を

決定するもの。 

また、３級受験者全員の平均点が最高得点となった法人（上記表彰 

法人を除く）を「敢闘賞」として表彰する。【新規】 

（２級の部） 

各法人の２級受験者の上位３名の合計点を競い、上位３者の法人を

決定するもの。【新規】 

・過去合格者が再度受験することも可能（ただし、過去の１級合格者に

よる３級受験は計算対象から除く）。 

・入賞した法人は、法人名ならびに得点・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・得点については公表しない。

（敢闘賞の法人は順位・得点は公表しないが平均点は公表する） 

個人表彰 

○各級最高得点者を表彰【新規】 

○１級を複数回合格した方に、以下の称号を授与し表彰【新規】 

1級３回合格 ⇒ 「大阪の達人」 

1級５回合格 ⇒ 「大阪の超人」 

 到達順にナンバリング（１号～）を振る。複数名が同時に到達した場合、

到達者の１級合格答案で得た得点の累計が高い方を優先する。累計得点も

同点の場合は年長者を優先する。 

○繰り返し、受験していただいた方に、以下の称号を授与し表彰【新規】 

受験級に関わらず累計１千点獲得者 ⇒「大阪の鉄人」 

 累計１千点に到達した順にナンバリング（１号～）を振る。同時に到達

した場合は、過去の答案（合格、不合格は問わない）で得た得点の累積が

高い方を優先する。総得点も同点の場合は年長者を優先する。 

主な合格特典 

（予定） 

※記載内容は

第６回におけ

る合格特典を

【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 
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記載 ・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 

・次年度の上位級受験料無料（2・3級のうち成績優秀者） 

・テーマパークやコンサートの入場券進呈（抽選） 

・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】 

・工場、文化施設等の見学会への参加 

【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推薦（希望 

者のみ・選考あり） 

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：１，９００円（税別） 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：１，０００円（税別） 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～第５回まで、各回の問題集を発行 

「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：１，５００円（税別） 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６回大阪の問題集－大阪検定公式出題・解説集」は後日発売予定

（発売日未定） 

参考図書 

（順不同） 

(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) 

●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  

(その他) 

●大大阪モダン建築／橋爪紳也[他]．青幻社 ●カリスマ案内人と行く大

阪まち歩き／栗本智代．創元社 ●にっぽんの旅「堺」／昭文社 ●大阪
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まち物語／なにわ物語研究会．創元社 ●雑誌「大阪春秋」／新風書房 ●

大阪の電車 青春物語／橋本雅夫．草思社 ●大阪の近代建築と企業文化

／橋爪紳也[他]．ブレーンセンター 

（今回のテーマに関する参考図書） 

●大阪城ふしぎ発見ウォーク／北川央．フォーラム・Ａ  

●「豊臣秀吉と大坂城」／跡部信．吉川弘文館 

●「歴史 REAL大坂の陣と真田戦記」／洋泉社リアル MOOK 

●「大坂の陣 400 年天下一祭公式ガイドブック」／ぴあ MOOK関西 

●「大坂落城 戦国終焉の舞台」／渡邊大門．角川学芸出版 

 

 

 

 

 

統一テーマ 

「大阪城と大坂の陣４００年」 

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。 

（出題範囲） 

以下の【A】【B】を含む範囲とする 

【A】大阪城にまつわる歴史（築城から現代まで）と最近の動き 

【B】豊臣秀吉の大坂城築城（1583 年）から「大坂の陣」終結（1615年）までの大坂（現 

在の大阪府域）に起こった事象や現在に残る史跡、建造物など 

（学習方法） 

●大阪城公園内では、大阪城天守閣付近を中心に大阪観光ボランティアガイド協会のガイ 

ドが日中（10:00～16:00）、常駐しており、受験者がエリア内の案内を受けることが可能。 

●大阪検定提携講座「大阪まなぼ」を学識経験者や検定合格者などを講師に実施する予定。

（詳細は決まり次第、大阪検定公式ホームページにて案内） 

●大阪城天守閣や大阪歴史博物館などで行われる企画展等を見学する。 

（詳細は大阪検定メールマガジンなどでもご案内いたします） 

＜ご参考＞大阪歴史博物館では４月１８日から６月８日まで特別展「大坂の陣４００年

大坂－考古学が語る近世都市－」が開催されます。 

●「第３回大阪の問題集」を用いて、第３回「大阪検定」（テーマ：探検！大阪城）で出題 

されたテーマ問題を解き、解説も含め学習する。 

 

 

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」２０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 

※過去問題には「第５回夜スペシャル」問題が含まれません 

※難読漢字にルビがふられます 

合格基準 ・６０点以上で合格 

２．今回のテーマと各級の概要 

 

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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・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（申込時の事前申請が必要） 

問 題 例 

堺に生まれ、豊臣秀吉に仕えながら、後年切腹を命じられたわび茶の大成者と

は誰でしょう？               （第６回大阪検定出題問題） 

①高山右近   ②村田珠光   ③与謝蕪村   ④千利休 

【答え】④千利休 

 

 

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 

※過去問題には「第５回夜スペシャル」問題が含まれません 

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（申込時の

事前申請が必要） 

 指定ご当地検定と加点条件 

○旭区検定   初級以上  ○いずみさの検定２級以上【新規】 

○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）初級以上 

○泉南市観光 100問検定 ２級以上【新規】 

○だいとう検定 ３級以上  ○ひらかた検定 合格者 

※池田学検定、だいとう検定、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 

関西に居を構える歌舞伎役者の六代目片岡愛之助は、2013年 7月から 9月まで

テレビ放映された日曜劇場「半沢直樹」で、金融庁検査局主任検査官の黒崎駿

一役を演じました。六代目片岡愛之助の屋号は何でしょう？ 

（第６回大阪検定出題問題） 

①松嶋屋   ②成駒屋   ③成田屋   ④河内屋 

【答え】①松嶋屋  

 

 

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 

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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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 

・７５点以上８０点未満を獲得した方は、準１級合格 

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。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次のうちどれでしょう？ 

①魚屋のごみ箱 ― 改まっている    

②雪隠場の火事 ― 尻に火がつく 

③四国のひでり ― はしゃぐ      

④新米のすし屋 ― おもしろくない 

 【答え】①魚屋のごみ箱 ― 改まっている  

 

【語句記述問題】 

大阪検定公式テキスト『大阪の教科書』によると、大阪の三大畜産物（ブラン

ド）が紹介されています。年々、大阪・関西の飲食店でも認知度が高まってい

ますが、そのうち二つは、泉佐野市の「犬鳴豚」、堺市の「大阪ウメビーフ」で

す。あと一つの畜産物名を漢字 3文字で書いてください。 

       【答え】河内鴨 

（両問ともに第６回大阪検定出題問題） 

 

 

 

平成２７年５月中旬  ○第７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 

８月 ４日(火) ○第７回大阪検定受験申込受付開始 

１０月 ７日(水) ○第７回大阪検定受験申込締切 

１１月２９日(日) ○第７回大阪検定試験実施 

以上 

３．第７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、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、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 １，６７０人 ５７．４％ － － － 

 

 

 

 

 

 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２７年１月１４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 

 



 

 

 

 

試験日時：平成２６年２月５日(日)  

試験会場：りそな銀行大阪本社、大阪シティ信用金庫本店、相愛大学本町学舎、大阪商工会議所 

 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 

３級 ８５５人 ７６３人 ５４２人 ７１．０％ ６６．３点 ６０点 ９７点 

 

 

 

試験日時：平成２６年７月６日(日) 試験会場：大阪府立大学、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 ２９０人 ２６９人 ７人 ２．６％ ５２．２点 ８０点 ９１点 

準１級 － － ８人 － － － － 

２級 ８０８人 ７３４人 ２２４人 ３０．５％ ６１．６点 ７０点 ９３点 

３級 １，８０８人 １，６８１人 １，２３２人 ７３．３％ ６８．６点 ６０点 ９８点 

合計 ２，９０６人 ２，６８４人 １，４７１人 ５４．８％ － － － 

 

 

以 上 

第６回試験結果 

 

第５回～夜スペシャル 試験結果 

 


