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                                  平成 29年 9月 1日 
 

 

なにわなんでも大阪検定に関する取り組みについて 

大阪検定ポスター展 2017、大阪検定関連書籍、学生受験について 

 
 
 
 
 

大阪商工会議所は、第 9回「なにわなんでも大阪検定」を 12 月 3 日(日)に実施するにあたり、

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、「大阪検定ポスター展 2017」を 8月 11日より大阪市内を走る全ての電鉄会社 8社 104駅で

開催している。このたび、駅に掲載中のポスター全てを収録した、「大阪検定ポスター展 2017全

集」を 9月 4日に発行・販売を開始する。 

また、大阪府下の書店での「大阪検定関連書籍ブックフェア」や、学生受験を促進する取り組

みも実施し同検定の認知度向上に取り組む。 

 

 

１．大阪検定ポスター展の概要 
 
① 「大阪検定ポスター展 2017」 

 
ＪＲ西日本２２駅、大阪市交通局地下鉄２１駅、近鉄 

１６駅、南海１５駅、阪急１０駅、京阪１０駅、阪神５駅、

阪堺５駅、「大阪市内を走る全ての電鉄会社８社」の合計 

１０４駅において、各駅にちなんだ問題を盛り込んだユニ

ークなポスターを掲示している。 
 
(1)協 力：西日本旅客鉄道㈱、大阪市交通局、近畿日本鉄道㈱、 

南海電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱、京阪電気鉄道㈱、阪神電気鉄道㈱、阪堺電気軌道㈱  
(2)制 作：㈱電通関西支社、(株)電通クリエーティブＸ関西支社   
(3)期 間：８月１１日～１０月２５日 
 

②「大阪検定ポスター展 2017 in 大阪ステーションシティ」 
 

「大阪検定ポスター展 2017」の全１０４駅のうち、 

ＪＲ西日本２２駅を中心とする計３８駅のポスターを 

大阪ステーションシティの広場に掲示する。 

(1)協 力：大阪ターミナルビル㈱  
(2)場 所：大阪ステーションシティ５階 時空の広場 

(3)期 間：９月１０日～９月２４日 
 

③「大阪検定ポスター展 2017」ホームページの開設 
  

「大阪検定ポスター展 2017」のポスターを紹介するホームページを新たに開設。また、 

「大阪検定 facebook」では、各駅のポスターの掲示状況等を随時投稿している。 

 

記者発表資料 

【お問合先】大阪商工会議所 地域振興部（登坂、高田、堤） 

TEL:０６-６９４４-６３２３ 

       E-mail：chishin@osaka.cci.or.jp 
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２．大阪検定関連書籍の発行等について 
 
①「大阪検定ポスター展 2017 全集」の発行 
   

「大阪検定ポスター展 2017」の全てのポスターを掲載した冊子 

を発行し、大手書店等で販売を開始する。 
 
(1)発 行：大阪商工会議所 都市活性化委員会 
 
(2)定 価：１，０００円（税込） 
 
(3)販 売：９月４日発行。紀伊国屋書店梅田店他７店舗、 

旭屋書店なんば CITY店他４店舗に加え、ネットショップ 

（日本出版販売のＥＣサイト「検定、受け付けてます本店」）で販売。 

 
②「大阪の問題集ベスト選＋要点集」（株式会社創元社）の発行 

これまでの受験者の要望を受け、問題集を初めて改定。前年度の 

過去問題を解説するだけの問題集を改め、精選した過去問題約 400問 

を解説する問題集を発行。 

(1)発 行：株式会社創元社  
(2)定 価：１，６２０円（税込）  
(3)販 売：８月１０日発行。全国の書店で販売中。 

 
③「大阪鉄道大百科」（株式会社 KADOKAWA）の発行 

出版社 KADOKAWAとタイアップし、大阪検定参考書籍として 

「大阪鉄道大百科」を発行。今年の大阪検定のテーマ「大阪の鉄道 

と企業家」にちなんだ内容となっている。加えて、前回（95駅）と 
今回（104駅）のポスター展の全ポスター（計 199枚）も掲載。 

(1)発 行：株式会社 KADOKAWA  
(2)定 価：１，６２０円（税込）  
(3)販 売：７月３１日発行。全国の書店で販売中。 

 
④大阪検定関連書籍ブックフェアの実施 

  
「大阪検定ポスター展 2017全集」の販売に加え、公式テキスト「大阪の教科書」、 

公式問題集「大阪の問題集 ベスト選」、ならびに、参考書籍である「大阪鉄道大百科」 

「すごいぞ！私鉄王国・関西」）のブックフェアを大阪府下６２の書店で展開中。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪府下６２の書店で 

大阪検定コーナーを設

けている。 
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３．学生受験について 
 
① 大阪府下の小中高校生を対象とした制度 

大阪府内の小中高校に通う児童・生徒を対象として、初級試験の受験料を無料とする 

（先着 300名限定）。申込方法等詳細については、下記ホームページを参照。 

※第９回なにわなんでも大阪検定 初級無料受験のご案内 http://www.osaka-kentei.jp/gakusei/ 

 
② 学生のクイズ研究会を対象とした制度 

高校や大学のクイズ研究会のメンバーが、初級試験 5名、上級試験 3名で受験する場合、 

受験料を無料とする。ただし、大阪力 No,1企業・団体決定戦へエントリーすることが 

条件。詳細は下記事務局まで。 

※学生料金 1,000円（初級のみ）、一般料金 上級 5,800円、初級 3,800円 
 

以 上 

 

【なにわなんでも大阪検定】 

なにわなんでも大阪検定は、大阪が持つ歴史・文化を再発見することで、大阪に対する

郷土愛と誇り（シビックプライド）の醸成につなげることを目的に、平成２１年度から実

施。過去８回の開催で累計２７，２１５人が受験しており、全国で２番目に受験者が多い

ご当地検定でもある。 

試験には、初級試験と上級試験の２種別があり、初級試験では３級と４級を、上級試験

では１級、準１級、２級を得点に応じて認定する。 

大阪検定では毎回テーマを設定し、各級とも一定割合をテーマ問題として出題している。

１２月３日に実施する第９回では「大阪の鉄道と企業家」をテーマとして、１０～１５％

程度を出題する。 

 

 
＜添付資料＞ 

資料１ 「なにわなんでも大阪検定」の受験申込み推移について 

資料２ 「大阪検定ポスター展 2017」ポスター掲出駅一覧 

資料３ 「大阪検定ポスター展 2017 全集」取り扱い書店ならびに「大阪検定ＰＲ協力店」 

資料４ 大阪なるほど再発見！なにわなんでも大阪検定のご紹介 

 

 



 資料１  

「なにわなんでも大阪検定」の受験申込み推移について 
 
  

受験申込者数について 
 
 
（１）第１回（平成２１年）の６，４１０人以降、６年連続で受験申込者は減少していたが、第８ 

回、初めて前回実績を上回った。 
 

（２）申込者数は３，３６２人。前年の２，４９１人から３５．０％（８７１人）増加した。 
 
（３）申込者の内、団体（１０人以上）が２，２８０人（６７．８％）、個人が１，０８２人（３２．２％）。 

団体申込比率が年々増加している。 

    
【図 ①】申込者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図 ②】団体申込数と個人申込数 
 

 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 

団体 0人 1,165人 1,378人 1,416人 1,647人 1,504人 1,360人 2,280 人 
個人 6,410人 2,847人 2,136人 1,739人 1,493人 1,402人 1,131人 1,082 人 

合計 6,410人 4,012人 3,514人 3,155人 3,140人 2,906人 2,491人 3,362 人 
 
【図 ③】団体申込と個人申込の比率  

 

 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 

団体 団体受験 

制度なし 

29.0% 39.2% 44.9% 52.5% 51.8% 54.6% 67.8% 
個人 71.0% 60.8% 55.1% 47.5% 48.2% 45.4% 32.2% 

対前回比 35.0％（871 人）増。 

過去初めて増加に転じる。 

6,410 

4,012 
3,514 

3,155 3,140 
2,906 

2,491 

3,362 

団体申込比率が年々増加。 

今回は 67.8％（前回 54.6％） 

 

 



西日本旅客鉄道
（22駅）

大阪市営地下鉄
（21駅）

近畿日本鉄道
（16駅）

南海電気鉄道
（15駅）

大阪 御堂筋線（4駅） 大阪難波 天下茶屋
天満 昭和町 大阪上本町 住吉大社

桜ノ宮 長居 鶴橋 七道
京橋 新金岡 布施 北助松

大阪城公園 なかもず 近鉄八尾 泉大津
森ノ宮 谷町線（4駅） 高安 忠岡
玉造 大日 恩智 蛸地蔵
鶴橋 東梅田 大阪阿部野橋 貝塚
桃谷 出戸 矢田 岡田浦

寺田町 八尾南 河内天美 箱作
天王寺 四つ橋線（2駅） 藤井寺 帝塚山
新今宮 花園町 古市 我孫子前
今宮 住之江公園 八戸ノ里 大阪狭山市

芦原橋 中央線（2駅） 東花園 三日市町
大正 大阪港 瓢簞山 汐見橋

弁天町 谷町四丁目 富田林
西九条 千日前線（2駅）
野田 新深江
福島 南巽

北新地 堺筋線（2駅）
ＪＲ難波 天神橋筋六丁目

桜島 動物園前
長堀鶴見緑地線（2駅）

心斎橋
門真南

今里筋線（3駅）
井高野

瑞光四丁目
緑橋

阪急電鉄
（10駅）

京阪電気鉄道
（10駅）

阪神電気鉄道
（5駅）

阪堺電気軌道
（5駅）

十三 中之島 姫島 住吉
梅田 淀屋橋 野田 大小路
箕面 天満橋 福島 宿院
池田 京橋 千鳥橋 東天下茶屋
石橋 千林 九条 神ノ木
豊中 萱島

茨木市 寝屋川市
高槻市 枚方公園
山田 枚方市

南千里 交野市

計　１０４　駅

「大阪検定ポスター展 2017」ポスター掲出駅一覧

資料２



 

 資料３  

 

「大阪検定ポスター展 2017全集」 取り扱い書店ならびに「大阪検定ＰＲ協力店」 
 

１.「大阪検定ポスター展 2017 全集」取り扱い書店等 
 

①紀伊國屋書店（８店舗） 

(1)梅田本店、(2)グランドビル店、(3)グランフロント大阪店、(4)京橋店、(5)本町店 

(6)堺北花田店、(7)泉北店、(8)高槻店  

②旭屋書店（５店舗） 

(1)なんば City店、(2)天王寺 MIO店、(3)梅田地下街店、(4)京阪守口店、(5)池袋店 

③ネットショップ 

日本出版販売のＥＣサイト「検定、受け付けてます本店」（https://shop.kentei-uketsuke.com/） 

（この他、大手書店での販売依頼中） 

２.大阪検定ＰＲ協力店 

旭屋書店京阪守口店 ジュンク堂書店梅田ヒルトンプラザ店  西日本書店 OAP 店 

旭屋書店天王寺 MIO 店 ジュンク堂書店大阪本店 西日本書店本店 

旭屋書店なんば CITY 店 ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 ヒバリヤ書店本店 

アセンス針中野店  ジュンク堂書店高槻店 ブックスファミリア外環羽曳野店  

梅田蔦屋書店 ジュンク堂書店天満橋店 ブックスファミリア岸和田田治米店  

大阪市立大学生活協同組合 

 書籍部シェリー 
ジュンク堂書店難波店 ブックスファミリア堺中百舌鳥店  

大阪工業大学大宮キャンパス 心斎橋アセンス ブックスファミリア堺日置荘店  

大阪大学生活協同組合 

 豊中書籍ショップ 
ダイハン書房高槻店  文教堂中之島フェスティバルプラザ店  

大阪府立大学生活協同組合 書籍部  田村書店千里中央店 文教堂淀屋橋店 

紀伊國屋書店梅田本店 
TSUTAYA BOOKSTORE 

ららぽーと EXPOCITY 店 
MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 

紀伊國屋書店京橋店 TSUTAYA 天美店 丸善高島屋大阪店 

紀伊國屋書店グランドビル店 TSUTAYA アミ中百舌鳥駅前店 水嶋書房泉大津店 

紀伊國屋書店グランフロント大阪店 TSUTAYA アミ深井店 水嶋書房くずはモール店 

紀伊國屋書店堺北花田店 TSUTAYA アミ府大前店 水嶋書房枚方市駅店 

紀伊國屋書店泉北店 TSUTAYA 香里園店 未来屋書店りんくう泉南店 

紀伊國屋書店高槻店 TSUTAYA 長尾店 リブロイオンモール鶴見店 

紀伊國屋書店本町店 TSUTAYA 東香里店 リブロ江坂店  

キャップ書店オ－ク 2 番街店 TSUTAYA 藤井寺駅前店 リブロ新大阪店  

キャップ書店河内長野店 中村興文堂書店 リブロなんばウォーク店  

近畿大学生活協同組合ショップ

Leaf（リーフ） 
中村興文堂書店交野店 ルーブル 1980 

ジュンク堂書店上本町店 中村興文堂書店豊津店 計 ６２店舗 

以 上 

 



～ お客さん・お得意さんとのコミュニケーションに役立つ ～                      
 

大阪なるほど再発見！ なにわなんでも大阪検定 のご紹介 

１．実施概要 

(1)試 験 日 平成２９年１２月３日（日） 
(2)受験申込期間 平成２９年７月２５日（火）～１０月２５日（水） 

(3)実 施 時 間 

初級試験＜３・４級＞     １１：００～１１：１５ 説明 
１１：１５～１２：４５ 試験（制限時間９０分） 

上級試験＜１・準１・２級＞ １４：３０～１４：４５ 説明 
１４：４５～１６：１５ 試験（制限時間９０分） 

(4)受 験 料  
初級試験＜３・４級＞ ３，８００円（大阪府下の学校に通う小・中・高校生無料＜先着 300名＞） 
上級試験＜１・準１・２級＞ ５，８００円 

(5)試 験 会 場 

①大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス（堺市中区学園町１－１） 
②大阪工業大学 大宮キャンパス（大阪市旭区大宮５－１６－１） 
③大阪工業大学 梅田キャンパス（大阪市北区茶屋町１－４５） 
④りそなグループ 大阪本社ビル（大阪市中央区備後町２－２－１） 
※団体受験の試験会場（特別試験会場を除く）は、①または②から受験者毎に選択していただきます。 

２．検定概要 

(1)主 催 大阪商工会議所 
(2)共 催 大阪府、大阪市、堺市、堺商工会議所、(公財)大阪観光局、（公財）関西・大阪２１世紀協会 
(3)後   援 経済産業省近畿経済産業局、国土交通省近畿運輸局、大阪府商工会議所連合会 

(4)協   力 

大阪府教育庁、（特定）大学コンソーシアム大阪、（特定）南大阪地域大学コンソーシアム、 

（一社）大阪府専修学校各種学校連合会、大阪私立中学校高等学校連合会、（一社）大阪銀行協会、 

大阪府信用金庫協会、（一社）大阪府信用組合協会、（公財）大阪タクシーセンター、 

（一社）日本ホテル協会大阪兵庫支部、（協）大阪府旅行業協会、大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合、

大阪タウンホテル協議会 

(5)特 別 協 力 公立大学法人大阪府立大学、学校法人常翔学園、りそなグループ 

(6)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

に出題します。 

(7)出 題 形 式 

  合 格 点 

初級試験 
マークシート形式（四者択一方式）、１００問以内 
【合格点】６０点以上➡３級合格、４０点～５９点➡４級合格  

上級試験 
マークシート形式（四者択一方式）と記述問題、７５問以内 
【合格点】８０点以上➡１級合格、７５点～７９点➡準１級合格、５０点～７４点➡２級合格 

(8)今 回 の 

テ ー マ 

大阪の鉄道と企業家 （初級試験と上級試験で、それぞれ全体の 10～15％程度出題します。） 

参考書籍： １）『大阪鉄道大百科）』（発行：ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 
      ２）『すごいぞ！私鉄王国・関西』黒田一樹（発行：１４０Ｂ） 
      ３）『熱き男たちの鉄道物語』橋爪紳也ほか（発行：ブレーンセンター） 

３．団体受験 （対象：企業・団体・グループ等１０人以上によるお申し込み） 

(1)企業・法人等 

団体受験割引 

初級試験＜３・４級＞ ３，４２０円 ／ 上級試験＜１・準１・２級＞ ５，２２０円 

※貴社・団体だけでなく、グループ会社の方も対象となります。また、従業員の皆様に加え、従業員

のご家族の方も団体としてお申込み頂けます。皆様お誘い合わせの上、お申込み下さい。 

(2)特別試験 

会場制度 

受験者が２０人以上の場合には、独自の試験会場を設けて受験できる特別試験会場制度を 

ご利用いただけます。 

※試験は一般会場と同一日時で実施していただきます。 
※当日の試験運営はお申込みいただいた企業・団体にて行っていただきます。 

(3) 大阪力 

NO.1 企業 

・団体決定戦 

受験の申込み時にエントリーいただいた企業・団体を対象に「初級の部」と「上級の部」で実

施いたします。「初級の部」では受験者の上位５名、「上級の部」では受験者の上位３名の合計

点を競い、優秀な成績を収めた団体を表彰します。 
 

 資料４  

 
 
 

４．学生受験について 
 

(1)大阪府下の小中高校生 

を対象とした制度 

大阪府内の小中高校に通う児童・生徒を対象として、初級の受験料を無料とす

る（先着 300名限定）。申込方法等詳細については、下記ホームページを参照。 

※第９回なにわなんでも大阪検定 初級無料受験のご案内 

 http://www.osaka-kentei.jp/gakusei/ 

(2)学生のクイズ研究会 

    を対象とした制度 

高校や大学のクイズ研究会のメンバーが、初級試験５名、上級試験３名で受験

する場合、受験料を無料とする。ただし、大阪力 No.1 企業・団体決定戦へエン

トリーすることが条件。詳細は下記お問い合わせ先まで。 

 
５．公式テキスト／問題集 

 
「大阪の教科書（増補改訂版） 

－大阪検定公式テキスト」 

定価：２,０５２円（税込） 
監修：橋爪紳也 
発行：株式会社創元社 
協力：大阪商工会議所 

 

 
「大阪の問題集ベスト選 ＋要点集 

－大阪検定精選 400問と出題傾向・対策」 

定価：１,６２０円（税込） 
監修：橋爪紳也 
発行：株式会社創元社 
協力：大阪商工会議所 

６．これまでの受験企業・団体＜抜粋＞            企業・団体名五十音順 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

大阪商工会議所地域振興部（登坂、高田）TEL:06-6944‐6323  FAX:06-6944-6330 

E-mail：chishin@osaka.cci.or.jp   URL: http://www.osaka-kentei.jp 

①製造業、電気・ガス・水道業 

大阪ガス（株）、（株）サクラクレパス、サッポロビール（株）、サント

リーホールディングス（株）、塩野義製薬（株）、辰野（株）、田辺

三菱製薬（株）、日立造船（株）、（株）マンダム 

②商社、卸売、小売業 

国分（株）、資生堂販売（株）、阪和興業（株）、丸紅（株） 

③飲食・宿泊・サービス業 

（有）あずさ監査法人、ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪、ＡＮＡ

セールス（株）、がんこフードサービス（株）、（株）ＪＴＢ西日本、帝

国ホテル 大阪、（株）阪急阪神ホテルズ、ホテルニューオータニ

大阪、（株）美々卯、リーガロイヤルホテル（大阪） 

④運輸業 

大阪ターミナルビル（株）、関西ハイタク事業協同組合、京阪電

気鉄道（株）、さくらタクシーグループ、相互タクシー（株）、東京・

日本交通（株） 

⑤建設業 

（株）錢高組、ダイダン（株）、（株）竹中工務店 

⑥金融業 

尼崎信用金庫、（株）池田泉州銀行、大阪シティ信用金庫、

大阪信用金庫、（株）関西アーバン銀行、北おおさか信用

金庫、紀陽銀行（株）、（株）大正銀行、日本銀行、(株)三菱

東京ＵＦＪ銀行、（株）りそな銀行、損害保険ジャパン日本興

亜（株）、日本生命保険相互会社、三井住友海上火災保険

（株）、大同生命保険（株）、三菱ＵＦＪリース（株） 

⑦情報通信業 

朝日放送（株）、（株）ＮＴＴドコモ、ＮＴＴビジネスソリューショ

ンズ（株）、（株）オージス総研、（株）Ｊプロデュース、（株）電

通、富士電機ＩＴソリューション（株） 

⑧自治体等の団体 

大阪市、大阪商工会議所、大阪府、堺市  

「なにわなんでも大阪検定」を受験いただいた団体様の声 

①お客様との距離が近づく 
地元の神社や商店街の歴史など、大阪検定で得た知識

をお客様との話題にすると、非常に話が弾み、距離感が

ぐっと近づきます。地域を知ることで、お客様からの安心

感・信頼感が芽生え、相談業務から実際のお取引に繋

がることが数多くあります。            （信用金庫） 

②社内のコミュニケーションに役立つ 
社内広報誌で試験実施前から過去問題を出題するなど、

受験者募集段階から継続的な取り組みを実施している。

試験結果発表後には、社長から若手まで受験者全体での

懇親会も実施した。                 （製造業） 

「なにわなんでも大阪検定」団体受験に関するお問い合わせ先 

mailto:chishin@osaka.cci.or.jp

	
	Sheet1


