
 

          平成２９年１１月１６日 

大阪経済記者クラブ会員各位                         

（同時配布：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９回「なにわなんでも大阪検定」受験申込者数等について 

～前年から８．０％増の３，６３０人が受験申込み。２年連続で増加！～ 
 

 

 

 

 

 

 

 
１．受験申込者数（有料受験）について （資料１、１．） 
（１）大阪商工会議所が、平成２９年１２月３日（日）に実施する第９回「なにわなんでも大阪検定 

（以下：大阪検定）」の受験申込者数（有料受験）は３，５４９人となった。前年の３，３６２人 
から５．６％（１８７人）増加、２年連続で前回実績を上回り、過去３番目の水準に回復した。 

【級別内訳】初級（３・４級）２，５２０人、上級（１・準１・２級）１，０２９人 
 

（２）団体（１０人以上）での申込みは２，３８７人と、前回比４．７％（１０７人）増で過去最高。 
また、個人での申し込みは１，１６２人で、前回比７．４％（８０人）増となり、初めて前年度を
上回る結果となった。 

 
２．受験申込者数（無料受験）について （資料１、２．） 
（１）大阪府内の小学校・中学校・高等学校に通う児童・生徒を対象として、今回初めて実施した初級無

料受験には、３４校・８１名から申込みがあった。 
 
３．受験申込者数（有料受験＋無料受験）について （資料１、３．） 
（１）上記１、２を合計した全体の受験申込者数は３，６３０人（前年比８．０％増）（団体２，３９１人、

個人１，２３９人）に上った。 
 

（２）うち、学生の申込総数は、６８校１５０人となった。（前回３２校、６０人） 
 

４．試験当日および合格者特典について  
（１）試験は以下の通り実施する。 
 ①試験日時：１２月３日（日）初級（３・４級）１１：００～ 上級（１・準１・２級）１４：３０～ 

  ②会  場：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス、大阪工業大学大宮キャンパス、 
大阪工業大学梅田キャンパス、りそなグループ大阪本社ビル ほか 

③今年のテーマ「大阪の鉄道と企業家」に関する問題を、各級とも全問題の１０～１５％程度出題予
定。あわせて、１０月２５日まで実施した「大阪検定ポスター展 2017」の問題からも出題を予定し
ている。大阪検定ポスター展 URL http://www.osaka-kentei.jp/poster/ 

 
（２）当日の取材は、大阪工業大学梅田キャンパスでのみ受け付ける。ご取材いただける場合は、事前に

申込みください。(取材要領は資料２を参照) 
 

（３）なお、合格者は大阪府、大阪市、堺市の文化・スポーツ施設、日本ホテル協会大阪兵庫支部加盟ホ
テル、飲食店等、６０施設で優待特典（割引や粗品進呈）を受けられるほか、抽選でユニバーサル・
スタジオ・ジャパン等の入場券などを進呈する。詳細はホームページに掲載  
URL http://www.osaka-kentei.jp/tokuten/index.html 

以 上 
資料１  ：第９回「なにわなんでも大阪検定」の受験申込状況について 
資料２  ：第９回「なにわなんでも大阪検定」試験当日の取材について 

 
【お問合先】 ○大阪商工会議所 地域振興部（登坂、高田、堤） 

☎ ０６－６９４４－６３２３  

○なにわなんでも大阪検定事務センター 

☎ ０６－６９４４－７７２８ 

http://www.osaka-kentei.jp/ 
※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、URLのご掲載をお願いいたします。 

記者配布資料 
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平成２９年１１月１６日 

第９回「なにわなんでも大阪検定」について 
 

 

１．受験申込者数（有料受験）について 
 
（１）今回の受験申込者数（有料受験）は３，５４９人（前回比５．６％増、１８７人増）。２年連続で増加し、過去 

３番目の水準にまで盛り返した。 

（２）内、個人申込者数は１，１６２人（前回比７．４％増、８０人増）。初めて個人申し込みが増加した。 
    
【図 ①】受験申込者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 
 
 

【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 第９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 2,387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 1,162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 3,549人 

 

２．受験申込者数（無料受験）について  
 
（１）上記、有料受験に加え、今回初めて実施した学生の無料受験（大阪府内の小・中・高校に通う学生に限り 

初級受験料を無料とするもの）には、３４校から８１人（小学生１７人、中学生１１人、高校生５３人） 

の申込みがあった。 
 

【図 ③】受験申込者数（無料受験）の内訳 
 

 小学校 中学校 高  校 合  計 

学校数 １５ 校 １１ 校       ８ 校 ３４ 校 

人  数 １７ 人 １１ 人     ５３ 人 ８１ 人 

学校名 

 
ｶｯｺ内は受験

者数。学校名

順は受験者

数順および

五十音順 

大阪市立豊里南小学校(2) 

豊中市立新田小学校(2) 

大阪市立生魂小学校 

榎並小学校、島屋小学校 

成育小学校、晴明丘小学校 

苗代小学校、東中浜小学校 

南住吉小学校、森之宮小学校 

堺市立中百舌鳥小学校 

錦西小学校、高槻市立五百住小学校

八尾市立用和小学校 

泉南市立西信達中学校 

大阪教育大学附属池田中学校 

大阪市立加美中学校、蒲生中学校 

墨江丘中学校、阪南中学校 

大阪信愛女学院中学校 

大谷中学校 

関西学院千里国際中等部 

樟蔭中学校 

東大阪市立盾津東中学校 

扇町総合高校(34) 

八尾北高校(12) 

城東工科高校(2) 

あべの翔学高校 

今宮高校 

大阪産業大学付属高校 

大谷高校、樟蔭高校 
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【資料１】 



 

 

３．受験申込者総数（有料受験＋無料受験）について 
 
（１）１、２を合計した全体の受験申込者数は、 

３，６３０人（団体２，３９１人、個人１，２３９人） 

 
                                                       以 上 

 

 
 
≪その他≫ 
 

１．学生による申込み(全体)について  
 
（１）１の受験申込者数（有料受験）の内、大阪府外の小・中・高校に通う学生及び大学・専門学校等の 

学生による受験者数は３４校６９人となった。 
  

【図 ④】受験申込者数（有料受験）の内、学生の申込み 
 

 
高校・中学校・小学校 

（大阪府外） 
大  学 大学院・各種学校 合  計 

学校数 ２ 校 ２６ 校 ６ 校 ３４ 校 

人  数 ２ 人 ５９ 人 ８ 人 ６９ 人 

学校名 

 
ｶｯｺ内は受験

者数。学校名

順は受験者

数順および

五十音順 

甲陽学院高等学校 

-------------------- 

西宮市立瓦木小学校 

関西大学(7) 、立命館大学(5) 

大阪経済大学(4)、関西学院大学(4) 

龍谷大学(4)、大阪大学(3)、近畿大学(3) 

放送大学(3)、大阪教育大学(2) 

大阪国際大学(2)、大阪府立大学(2) 

関西外国語大学(2)、甲南大学(2) 

中央大学(2)、武庫川女子大学(2) 

和歌山大学(2)、大阪市立大学 

大阪人間科学大学、京都大学 

京都産業大学、神戸女学院大学 

摂南大学、帝塚山学院大学、同志社大学 

桃山学院大学、早稲田大学 

京都大学大学院（2） 

大阪市立大学大学院 

近畿大学大学院 

-------------------- 

大阪観光専門学校(2) 

日本分析化学専門学校 

ホスピタリティツーリ

ズム専門学校 

 

  
 

（２）学生の有料受験に無料受験を加えた学生の申込総数は、 

小学校から大学院まで６８校１５０人となった。（前回は３２校６０人） 

 

２．試験について 
 
（１）試験日：  １２月３日（日）初級 １１時～、上級 １４時３０分～ 

（２）試験会場： 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス、大阪工業大学 大宮キャンパス、 

大阪工業大学 梅田キャンパス、りそなグループ 大阪本社ビル 

（３）テーマ：  大阪の鉄道と企業家 

（４）スケジュール：１１月２２日（水）受験票発送、１月１９日（金）結果通知発送 

 

                                         



 
平成２９年１１月１６日 

 

 

第９回「なにわなんでも大阪検定」試験当日の取材について 
 

大阪商工会議所 

 

 

大阪商工会議所が実施する第９回「なにわなんでも大阪検定」の当日の取材方法に 

つきまして、下記の通りご案内申し上げます。取材をご希望の場合は、下記の要領にて

お申し込みください。なお、尾崎裕大阪商工会議所会頭は上級試験を受験する予定です。 

 

記 
 
■取材会場：大阪工業大学 梅田キャンパス（大阪市北区茶屋町１－４５） 

※上記以外の会場での取材はご遠慮ください。 

 

＜略図＞ 

 

 

■報道関係者受付時間／１０：００～１５：００ 

 

■報道関係者受付場所／３階・３０１会議室（試験本部） 

 

■試験会場内での取材可能時間／【初級試験】１０：５５～１１：１０、 

【上級試験】１４：２５～１４：４０ 

 【資料２】 



■注意事項： 
 
【取材申込】 

○取材申込票（次頁）にて１１月２９日（水）１７：００までにＦＡＸにてお申し

込み下さい。 

○試験会場に駐車場はございません。お近くのパーキングを利用下さい。なお、駐

車料金は各社でご負担下さい。 

 

【受付】 
○試験本部(３階・３０１会議室)にお越しいただき、受付をお済ませ下さい。 

 

【取材全般】 

○取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 
○取材中は、試験の妨げにならないよう騒音防止に努めて下さい。 
○試験会場内での受験者個人への取材については、ご本人が了解された場合のみ、

取材可能エリア内で行っていただきますようお願いいたします。 
 

【試験会場内での取材】 

○試験会場内での取材は、試験に関する注意事項説明時間（初級１０：５５～ 

１１：１０、上級１４：２５～１４：４０）となります。 

○試験会場には、初級１０：５５／上級１４：２５にご案内します。 

○試験会場での取材は取材可能エリア内でお願いします。 

○試験会場の電源は使用しないで下さい。 
○試験会場内での取材の終了時刻（試験開始時刻前）になりましたら担当者よりご

案内いたしますので速やかにご退出下さい。 

 

【試験問題・解答速報の配布】 

○試験問題・解答速報を希望される場合は、初級については１２：００以降、上級

については１５：３０以降に、１社につき１部を試験本部にて配布いたします。

後日の郵送も承ります。貴社紙面・番組内で試験問題をご紹介いただく場合は、

事前にご連絡ください。なお、大阪検定ホームページでも正答を平成３０年１月

１９日（金）に公開予定です。 

 

以 上 
 

 

 

 

＜本件担当＞大阪商工会議所 地域振興部 登坂、高田 

        TEL:06-6944-6323  E-mail：a-tosaka@osaka.cci.or.jp (登坂) 

            試験当日の連絡先：090-3030-2216 



 

１１月２９日(水)１７：００ 申込締切  

【ＦＡＸ：（大阪０６）－６９４４－６３３０】大阪商工会議所地域振興部 登坂行 

 

「なにわなんでも大阪検定」取材申込票 

 

貴社名：                   

役職名：                   

ご氏名：                   

電 話：                   

携 帯 
電 話：                   

E-mail：                   

種 別： スチールカメラ ／ ＴＶカメラ   

補助者人数：          人      

 

 

 

 

 

 

本取材申込票に記載いただきました個人情報は、「なにわなんでも大阪検定」に関

するご連絡以外には一切使用いたしません。 
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大阪工業大学梅田キャンパス試験会場の取材可能エリア

演　 台

出
入
口

出
入
口

出
入
口

取材可能
（撮影含む）

移動可、撮影不可

試験会場内取材の注意事項

１）会場前方の入口からお入りください。

２）取材中は、自社腕章の着用をお願いします。

３）各教室での取材は指定範囲内からお願いします。

４）試験会場の電源は使用しないでください。

５）取材中は、試験の妨げにならないよう騒音防止に努めてください。

６）試験会場内での受験者への取材については、ご本人が了解された場

取材可能
（撮影含む）
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