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【商業・産業】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。

【歴 史】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。

15 旭区は大阪市内でも有数の○○商店街をはじめ、多くの商店街があり、生活するうえで便利
で明るい雰囲気を持った住宅地域です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 一枝　　② 十木　　③ 百林　　④ 千林

 

 ふん  い   き

 しん  し しゅ  ふ

14  もり しょう じ 

京阪電車森小路駅から国道１号線までの商店街を森小路商店会と呼んでいます。ロータリー
側の商店街を○○商店会と呼んでいます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① ロータリー　　② 森小路駅前　　③ 古市　　④ 新森

23 生江にある『寺西化学工業』は、はてなマーク「？」で馴染み深い油性マーカーを日本で最初
に開発されました。商品名は次のうちどれでしょうか？

① ラッションペン　　② サインペン　　③ マジックインキ　　④ フェルトペン

 てら  にし  か  がく な    じ ゆ  せい

18 旭区ブランドに認定されている、森小路京かい道商店街にある「双基」は何のお店でしょうか。 そう  き 

① うどん屋　　② 喫茶店　　③ お好み焼屋　　④ 焼鳥屋

19 千林商店街のテーマソングの１番の歌詞『○○あふれる　輝きと　こぼれる笑顔に迎えられ　
一、十、百、千、千林～～♪』、○○に入る言葉は何でしょうか。

① 心　　② 光　　③ 笑い　　④ 思い

 かがや え  がお むか

20 デュークエイセスの唄でおなじみの千林商店街のテーマソングの出だしは、有名な唱歌の出
だしにとてもよく似ています。さてその唱歌はどれでしょうか。

① 春の小川　　② 夏の思い出　　③ 赤とんぼ　　④ 雪山賛歌
 さん  か

 しょう か

24「古市小学校」「古市連合振興町会」「古市会館」などに「古市」の地名は使われていますが、現在
の旭区内には「古市」という町名は見当たりません。この「古市」という命名は何に由来している
のでしょうか。

① 豪族の名前 　　② 村の位置から　　 ③ 神社の名前　　 ④ 古代の地名

  ふる いち  れん ごう  しん こう　   　　　　    

 めいめい ゆ  らい 

26 豊臣秀吉が大阪城築城のとき天守閣の棟が上がらず工事が難航していた際、秀吉の夢枕に大
きなあるモノが現れ「城北の大楠の主である」と告げられました。
大楠の場所に神社（現在は宝龍寺）を建立したと言われています。あるモノとは何でしようか。

① 白馬　　② 白蛇　　③ 白ガエル　　④ 青竜

 ちくじょう てんしゅかく むね なん こう ゆめまくら

 こん りゅう

25 旭区内には、大阪と京都を結ぶ京街道が通っていますが、文禄年間にこの街道を築いたのは誰
でしょうか

① 徳川家康　　② 織田信長　　③ 豊臣秀吉　　④ 伊達政宗

 かい どう ぶ ん ろく  き づ

 とく がわ いえ やす お   だ   のぶ なが とよ とみ ひで よし だ   て   まさ むね

27 旭区は、大阪市の東北部に位置し、区の歴史は古く森小路遺跡で知られるように、遠く弥生時
代には、すでに集落が発生していました。中世以降は、京都と大阪を結ぶ地として栄え、水路
では○○などで淀川を上下し、陸路では京街道が有名で、大阪から京都に至る古来の主要交
通路として、江戸時代には、参勤交代をする大名行列などでにぎわい古くからの水上ならびに
陸上交通の要衝でした。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 一石船　　② 十石船　　③ 三十石船　　④ 百石船
 こく

 い  せき や  よい

 しゅうらく 

 さん きん  こう たい だいみょうぎょうれつ

 よう しょう

28 現在の旭区の区域が大阪市に編入されたのは、東成郡と西成郡を併合した○○１４年４月１
日で、当時の清水村、古市村、城北村、城東村、榎本村、鯰江村、榎並町、生野村、鶴橋町、中本
町、神路村、小路村など四町八か村が新設の東成に属しました。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

① 明治　　② 大正　　③ 昭和　　④ 平成

 へんにゅう 
21 テレビでお馴染みの高橋英樹さんがジェネリック医薬品（後発医薬品）のＣＭをしているのを

ご覧になったことがあると思いますが、その製薬会社の大阪工場が旭区赤川にあります。この
会社は、昭和４年薬局として旭区で創業され、その後、昭和２３年製薬株式会社に発展してい
きました。現在の本社は淀川区に移転していますが、旭区生まれの会社です。さて、その会社
は次のうちどれでしょうか。

① 大正薬品　　② シオノギ製薬　　③ 大鵬薬品　　④ 沢井製薬
 たい ほう さわ  い

 な　 じ たか はし ひで   き い  やく  ひん こう はつ

 らん せい やく

 そう ぎょう はっ てん

 い   てん

① イズミヤ　　② ニチイ　　③ 長崎屋　　④ イトーヨーカドー
 なが さき   や

17 旭区にある千林商店街の付近にはかつてダイエーをはじめとして多くの大手スーパーマー
ケットが出店していましたが、出店しなかったスーパーマーケットはどれでしょうか。

16 京阪電鉄千林駅前はスーパー「ダイエー」創業の地として有名ですが、創業時は「○○の店」
という名称でした。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 紳士　　② 赤ちゃん　　③ 主婦　　④ 子ども

 せんばやし そう ぎょう 

22 高殿にある『伊吹工業』は世界最大級の豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」や「飛鳥Ⅱ」といっ
た大型船舶用の汽笛を製作しています。さて、その汽笛シェアは国内○○パーセント、世界でも
５０パーセントを占めています（2006年現在）。○○に入る数字は何でしょうか。

① ９５　　② ８５　　③ ７５　　④ ６５

 い  ぶき ごう   か あす   か

 せんぱく きてき せいさく

あさひ、だいすき♪『旭区検定』
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【交 通】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。

30『日本書紀』によると、○○の頃、淀川の治水対策として、茨田堤(まんだのつつみ・堤防)を築
いたとあります。当時、堤防を築いても大雨が降るとすぐに決壊して築堤が困難でした。ある
夜、夢に「武蔵の人強頸（こわくび）と、河内の人茨田連衫子（まむたのむらじころものこ）の二
人をいけにえとして、河の神にまつれば、崩れない築堤が成就する」と言う神のお告げがあり、
この二人が人柱として選ばれました。衫子は策を用いて難を逃れましたが、強頸は泣く泣く人
柱にたち、堤は完成したと言います。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 仁徳天皇　　② 聖徳太子　　③ 神武天皇　　④ 崇神天皇
 にん とく じん む す  じん

 に  ほん  しょ   き ち  すい  たい  さく てい ぼう

 けっ  かい ちく  てい こんなん

 む　さし かわ　ち

 じょうじゅ

 ひとばしら さく なん

29  ど   しゃ

 いなさく はんえい

 はん らん ひ  がい およ

３世紀頃、河内潟のかなりの部分が淀川と○○の土砂で埋まっていきました。旭区周辺に出
来上がった土地でも稲作が始まり、ますます繁栄していきました。しかし、森小路村落の北側
の淀川はたびたび氾濫して、せっかく出来上がった農作物に大きな被害を及ぼしていました。 
○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 加茂川　　② 桂川　　③ 中津川　　④大和川
 か    も かつら なか  つ やま  と

36「南島村」（現在の大宮付近）は低湿地で、湿田が多く、米作の他、大消費地に近いため、野菜
の収穫も盛んで、その作付けは全耕地の３割を占めていました。毛馬○○、大根、マクワウ
リ、レンコン等の他、菜種や綿実、梨(長十郎など)ブドウ(甲州物)が作られていました。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

① キャベツ　　② ハクサイ　　③ ニンジン　　④ キュウリ

 てい  しっ  ち しつ でん

 しゅう かく こう   ち け    ま

33 昭和２０年（1945）の大阪大空襲で、市内いたるところに身元不明の遺体が多数放置されまし
た。それらの遺体は市民奉仕で城北公園裏の淀川の堤に集められ、遺体が荼毘（だび）に付されま
した。遺骨は土中に葬られ、いつしか雑草に埋もれて忘れ去られようとしていました。これを見た
区民の方が、庭石に「○○つか」と刻んで遺骨の眠る上に置き、その冥福を祈って安置されたのが
由来です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 十人　　② 百人　　③ 千人　　④ 万人

 くうしゅう み   もと い  たい ほう  ち

 つつみ

 い  こつ ほうむ ざっそう う

 きざ めい ふく

34 文治元年（1185）、源義経は平氏追討ちのため、一の谷に赴く途中、この地で霊光を見ました。
義経はこれ宇佐八幡宮の顕現であると考え、後鳥羽上皇に奏上しました。そして、霊光のあった場
所に神社を営み、○○と称しました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 住吉八幡宮　　② 伊勢八幡　　③ 百舌八幡宮　　④ 大宮八幡宮
 い   せ も   ず  

 みなもとよしつね おもむ れい こう

 けん げん そうじょう 

 いとな 

37 弥生時代は日本列島内で、稲作農耕が行われ、米を主食にした最初の時代であった。森小路遺
跡でもこの地で稲作が行われた事を示す石包丁(稲の穂を摘み取る石器)や木製の鍬・臼などの
農具をはじめ、籾跡の見られる○○などが出土し、旭区民センターでも展示されています。○○
に当てはまるものは何でしょうか。

① 銀器　　② 土器　　③ 鉄器　　④ 銅器

  いな さく

　　 ほうちょう つ　　 くわ うす

　　 もみ あと

39 明治４３年（1910）に京阪電車が開業した時は何駅と何駅の間だったでしょうか。
① 京橋～三条 　② 天満橋～五条　　③ 京橋～五条　　④ 淀屋橋～三条

 かいぎょう

38 ○○街道は、旭区内を東西に横切り、守口の寺方、門真市三ツ島を通って○○観音（慈眼寺）へ
至ることからそう呼ばれました。江戸時代から明治末期頃まで、お参りをする人たちで賑わいま
した。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 山崎　　② 野崎　　③ 城之崎　　④ 仙崎

 にぎ 

40 旭区の真ん中を国道１号線が通っていますが、それはどこからどこへ通じる道でしょうか。
① 東京～大阪 　② 京都～大阪　　③ 京都～福岡　　④ 大阪～神戸

41 旭区役所の所在地は、旭区大宮1-1-17です。最寄り駅は、○○「森小路」西出口、地下鉄谷
町線「千林大宮」４号出口で、市バス「旭区役所区民センター前」が便利です。○○に当てはま
るものは何でしょうか。

① 阪急電鉄　　② 京阪電鉄　　③ 近畿日本鉄道　　④ ＪＲ東西線

 も    よ 

 べん  り

① 太子橋　　② 豊郷　　③ 沢田　　④ 平太

32  

 

 と  せん ゆ   らい

延宝４年（1676）頃、個人経営の渡しとして始まりました。昭和２３年（1948）年４月から大
阪市の直営となり、周辺部の市街化で利用者が急増しましたが、豊里大橋開通にともない昭
和４５年（1970）３月３１日に、渡船場は姿を消すことになりました。旭区では人名を由来とす
る「○○の渡し」と呼ばれています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

31 京街道は、大阪城の京橋口がこの街道の起点で、ここから現在の片町・蒲生・関目・○○そして守口・
枚方・橋本・伏見を経て京に至るのがその経路でした。○○に当てはまるものは何でしょうか。

 が もう  せ き め

① 赤川　　② 今市　　③ 清水　　④ 大宮

35 旭区が農村地帯であった当時、井路川と呼ばれる淀川水系の用水路、交通水路が発達してお
り、そこを「○○」と言う幅三尺（約９０センチ）、長さ三間（約５．４メートル）の小舟を自在に操っ
て、農民たちは農作物や肥料を運搬し、村内を自由に往来していました。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。

① 一枚岩　　② 二枚舌　　③ 三枚板　　④ 四万十

 はっ たつ

  じ  ざい  あやつ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うん ぱん  おう らい

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

【歴 史】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。
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