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

１“旭区の花”になっているのは次のうちどれでしょうか。

Ⓐ チューリップ　　Ⓑ ハナショウブ　　Ⓒ ヒマワリ　　Ⓓ アジサイ

4 城北公園には有名な○○があり、多くの人が訪れます。さて、○○には何が入るでしょうか。

Ⓐ 桃園　　Ⓑ バラ園　　Ⓒ コスモス園　　Ⓓ 菖蒲園

5 では、問４が開園したのはいつでしょうか。

Ⓐ 昭和３０年　　Ⓑ 昭和３９年　　Ⓒ 昭和４８年　　Ⓓ 昭和５５年

しゅ るい6 また、問４にある花の種類の数は何種類でしょうか。

Ⓐ １５種　　Ⓑ ９０種　　Ⓒ ２５０種　　Ⓓ ２，５００種　　

9 旭区北部を流れる母なる川「淀川」。一般的には八幡の3川合流（桂川・宇治川・木津川）地点
から大阪湾までの３７ｋｍをいうことがありますが、河川法上は琵琶湖（瀬田川洗堰）から大
阪湾までの７５ｋｍをいいます。それでは大阪湾（大阪北港ヨットハーバー）から旭区西端（赤
川鉄橋）までの距離は、次のうちどれでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や   はた　　 　     せん  ごう りゅう   かつらがわ  　う    じ    がわ　  き    づ   がわ

           おお さか  わん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　 せん ほう じょう　　　 び    わ    こ　    せ    た   がわ あらいぜき　　　　　　　

       てっきょう　　　　　　　　　 きょ   り

Ⓐ ６ｋｍ　　Ⓑ １２ｋｍ　　Ⓒ １８ｋｍ　　Ⓓ ２４ｋｍ

12 城北川にかかっている橋は旭区内だけでいくつあるでしょうか。
Ⓐ ３　　Ⓑ １３　　Ⓒ １３０　　Ⓓ １，３００

11 城北川は全長５．６ｋｍですが、旭区内の距離は何ｋｍでしょうか。
Ⓐ ４．８ｋｍ　　Ⓑ ２．２ｋｍ　　Ⓒ ３．７ｋｍ　　Ⓓ １．９ｋｍ

8 淀川にある城北ワンド（入り江。また、川のよどみや水たまりのこと）には、環境の悪化で絶滅の
危機に瀕している国の天然記念物が生息していますが、次のうちどれでしょうか。

Ⓐ オオサンショウウオ　　Ⓑ イタセンパラ
Ⓒ ビワマス　　　　　　  Ⓓ モリアオガエル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんきょう　　　あっ  か　　　 ぜつ  めつ

き　　き　　　 ひん        　　　　　　　　　　　 てん ねん  き  ねん  ぶつ　　　せい そく　　　
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10 城北川は大川と何川を結んでいるのでしょうか。
Ⓐ 寝屋川　　Ⓑ 淀川　　© 古川　　Ⓓ 大和川

むす

やま　と　がわね   や  がわ

13 旭区民センター付近を「○○」と言い、公園には、区の花であるハナショウブをモチーフとした
噴水があります。滝もあり、付近一帯は、散策やスポーツ、レクリエーションに最適な場所と
なっています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ マリンパーク　　
Ⓑ アリアパーク　　
Ⓒ アクションランド　　
Ⓓ アクアパーク

ふん すい　　　　　　　　　　　　　　 たき　　　　　　　　　　ふ　きん いっ　たい　　　　 さん  さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい てき

14 旭区周辺の用水路は個別に淀川から取水を行っていましたが、昭和９年(1934)には、堤防
の安全性、補修費を考慮し、統一して一か所から取水するために、枚方市字伊加賀地先に新合
同樋門が建設されました。これに伴って「○○」も誕生しました。戦後の日本の発展の中でそ
の役割は、灌漑用水路から排水路へと目的が変更され、昭和４９年(1974)には完全に暗渠
化され地上から消えてしまいました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 城北川　　Ⓑ 江野川　　Ⓒ 大宮川　　Ⓓ 高瀬川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅ すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  てい  ぼう

　　　　　　　　　　　　ほ　しゅう ひ　　　 こう  りょ　　　　 とう いつ　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ  すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん ごう

どう　 ひ  もん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ともな　　　　　　　　　　　　　　　たんじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はってん

　　　　　　　　　　　  かん がい よう  すい  ろ               はい すい   ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あん  きょ 

 か

15 今市１丁目にある宝龍寺には、ご神木でもある府指定の天然記念物の大きな楠があります。
樹齢およそ何年でしょうか。

Ⓐ ８年　　Ⓑ ８０年　　Ⓒ ８００年　　Ⓓ ８，０００年

ほう りゅう  じ                       しん ぼく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くすのき

じゅ  れい

2 では、問１の“花言葉”は何でしょうか。

Ⓐ やさしい心　　Ⓑ 美しい心　　Ⓒ 強い心　　Ⓓ 信じる心

はな  こと   ば

3 城北公園が開園したのはいつでしょうか。

Ⓐ 明治９年５月２０日　　
Ⓑ 大正９年５月２０日　　
Ⓒ 昭和９年５月２０日　　
Ⓓ 平成９年５月２０日

しろ きた  こう  えん　    かい えん

もも えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょう ぶ  えん

7 かつて淀川には○○種以上の魚が確認され、その多くがワンドで生まれ育っていました。
さて、〇〇に入る数字はどれでしょうか。

Ⓐ ２０種　　Ⓑ ４０種　　Ⓒ ６０種　　Ⓓ 100種

よど がわ　                                                          かく  にん
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25『寺西化学工業株式会社』と『株式会社内田洋行』が共同開発し、日本ではじめて販売された
製品は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ ボールペン　　Ⓑ マジックインキ　　© 蛍光マーカー　　Ⓓ 万年筆
けい こう　　　　　　　　　　　　　　　　　  まん ねん ひつ

28“えんじ色”の車体でおなじみのタクシー会社は、区内に本社があります。その会社の名前は
次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 株式会社旭タクシー　　　Ⓑ 日本タクシー株式会社
Ⓒ 大阪タクシー株式会社　　Ⓓ 株式会社関西タクシー

18 では、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。

 かがや

Ⓐ 心　　Ⓑ 光　　Ⓒ 笑い　　Ⓓ 思い

Ⓐ デュークエイセス　　Ⓑ ダークダックス　　Ⓒ ボニージャックス　　Ⓓ クールファイブ

17 千林商店街にはおなじみのテーマソングがあります。全国的に有名なコーラスグループが
歌っています。さてそのグループ名は次のうちどれでしょうか。　

16 千林には数多くの商店街が連なり、網の目のように交差しています。そのうちの１つ、京阪千
林駅と地下鉄千林大宮駅の間を結ぶ「千林商店街」の長さはどの位でしょうか。

Ⓐ ６０ｍ　　Ⓑ １６０ｍ　　Ⓒ ６６０ｍ　　Ⓓ １，６００ｍ
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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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

27 ジェネリック医薬品（後発医薬品）のテレビＣＭでおなじみの、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年に製薬株
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。

Ⓐ 大正薬品　　Ⓑ シオノギ製薬　　Ⓒ 大鵬薬品　　Ⓓ 沢井製薬

　　　　　　　　　　　　　　  い   やく  ひん     こう  はつ  い  やく  ひん 　　　  せい やく  がい しゃ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう ぎょう

　　　　　　　　　　　はっ  てん

たい ほう

29 高殿１丁目にある『伊吹工業株式会社』は日本で唯一小型船舶から大型船舶に搭載されるあ
らゆる○○を製造している会社です。○○には何が入るでしょうか。

Ⓐ スクリュー　　Ⓑ エンジン　　Ⓒ 汽笛　　Ⓓ 錨

い  ぶき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆい いつ　こ   がた せん  ぱく　　　　　 おお がた せん  ぱく　　　とう  さい

き  てき                   いかり

26 では、問２５のペン先には次のうち何を使っているでしょうか。
Ⓐ 馬の毛　　Ⓑ 羊毛フェルト　　Ⓒ 紙　　Ⓓ ステンレス

よう もう

23 城北公園近くにある和菓子屋『松福堂正一』。平成１０年の第２３回全国菓子大博覧会で内閣
総理大臣賞を受賞した商品は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 浪花の渦　　Ⓑ 城北しぐれ　　Ⓒ 姫菊　　Ⓓ いちご大福
なみはな　　　うず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひめ ぎく

しょう ふく どう しょう いち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜん こく   か    し   だい はく  らん かい　　　 ない かく

そう   り  だい  じん しょう　　　じゅ しょう

しょう てん がい        つら      　　　　あみ　　　　　　　　　　　　　　　こう　さ

19 旭区にある千林商店街は現在でも存在する大手スーパーマーケット発祥の地としても有名です
が、ではその大手スーパーマーケットの名前は何でしょうか。　

Ⓐ イオン　　Ⓑ イズミヤ　　Ⓒ イトーヨーカドー　　Ⓓ ダイエー

そん  ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はっ しょう

20 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街と呼んでいます。新森ロータ
リー側の商店街を○○商店街と呼んでいます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ ロータリー　　Ⓑ 森小路駅前　　Ⓒ 古市　　Ⓓ 新森

けい はん でん  しゃ  もり しょう  じ  えき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もり しょう  じ  しょう てん がい

21 夏はアイスモナカ、冬は廻転焼き…かき氷のメニューの多さもびっくりの森小路京かい道商
店街にある『角屋』。このお店でちょっと変わった注文方法があります。さて、その方法とは次
のうちどれでしょうか。

Ⓐ 自分で紙に書く　　Ⓑ 自分でレジを打つ　　Ⓒ 大声でさけぶ　　Ⓓ セルフサービス

　　　　　　　　　　　　　　　　かい てん   や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　　　　　 どう

　　　  かど   や

22 まちの社交場ともいわれる銭湯。「旭わがまちお宝」として認定されている『神徳温泉』には、次
のうち、１つだけ無いものがあります。それはどれでしょうか。

Ⓐ 年中無休の営業　　　　　　　　 Ⓑ 直径２メートルの大時計
Ⓒ “美肌の湯”ともいう軟水を使用　　Ⓓ 露天風呂

しゃ  こう   ば　　　　　　　　　　　　　　　せん  とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にん てい　　　　　　　　　　　　　　しん  とく  おんせん

び  はだ                                    なん すい　                                    ろ  てん  ぶ   ろ

24 大阪の“粉もん文化”にとって欠かせないのがソース。旭区にあるソースの製造会社の名前は次
のうちどれでしょうか。

Ⓐ 株式会社大黒屋　　           Ⓑ イカリソース株式会社　　
Ⓒ 株式会社金紋ソース本舗　　Ⓓ オタフクソース株式会社

 だい こく   や

きん もん　　　　　　　 ほん  ぽ

せい  ぞう
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41 延宝４年（1676）頃、個人経営の渡しとして発足しました。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。

Ⓐ 太子橋　　Ⓑ 豊郷　　Ⓒ 沢田　　Ⓓ 平太

31 旭区は、昭和７年に○○区から分かれて生まれました。○○には何が入るでしょうか。
Ⓐ 北　　Ⓑ 西成　　Ⓒ 東成　　Ⓓ 東淀川

34 問３３の街道の一部を敵の兵の様子を察知し、少しでも軍の進路を遅らせるためにわざと道路を
せまく、曲がりくねらせたといわれています。その場所は何とよばれているでしょうか。

Ⓐ 辻曲がり　　Ⓑ 七曲がり　　Ⓒ へそ曲がり　　Ⓓ 角曲がり
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【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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

30 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、鯰江町、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。

Ⓐ 明治　　Ⓑ 大正　　Ⓒ 昭和　　Ⓓ 平成

　　　　　　　　　　　　　　く　いき　　　　　　　　　　　　 へんにゅう　　　　　　　　　　　　　ひがしなり ぐん　　　にし なり ぐん　　  へい  ごう

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えの もと　　　 なまず え　　　　　え　なみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かみ じ

しょう じ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん せつ　　　　　　　　　　ぞく        

Ⓐ 城東区　　Ⓑ 都島区　　Ⓒ 守口市　　Ⓓ 東淀川区

32 昭和１７年２月、区域の再編が実施される以前は太子橋地区のほとんどは○○にありました。
○○には何が入るでしょうか。

さい  へん 　　　じっ　し　　　　　　　　　　　　　　　　たい  し   ばし

33 旭区内には、豊臣秀吉が大阪（大阪城京橋口）を出発点に京（伏見）へ結ぶ最短道路として築いた
街道の一部があります。その街道とは、どれでしょうか。

Ⓐ 京街道　　Ⓑ 鳥羽街道　　Ⓒ 東高野街道　　Ⓓ 熊野街道

とよ とみ ひで  よし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふし  み  　　　  むす    　さい  たん  どう  ろ　                きづ

かい  どう

きょうかい  どう　　　　　　　　　と　 ば　かい どう　　　　　　　　ひがしこう　や　かい どう　　　　　　　　  くま  の  かい どう

てき　　　へい　　　　　　　　　　さっ　 ち　　　　　　　　　　　　　  ぐん　　　 しん ろ　　　  おく

つじ  ま　　　　                     なな  ま　

35 ○○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○○観音慈眼寺に至
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。

Ⓐ 山崎　　Ⓑ 野崎　　Ⓒ 城之崎　　Ⓓ 仙崎

かん のん   じ   げん  じ　　　 いた

      　　　にぎ

やま  ざき 　　　　　　　　 の   ざき                 　　き   の  さき                 　せん ざき

36 森小路遺跡は主に何時代のものでしょうか。
Ⓐ 縄文時代　　Ⓑ 弥生時代　　
Ⓒ 飛鳥時代　　Ⓓ 平安時代

もり しょう  じ    い  せき　     おも　

37 旭区内の施設の中で、森小路遺跡で発見された出土品の一部が展示されている施設がありま
す。それは次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 旭区老人福祉センター　　Ⓑ 旭区役所　　Ⓒ 城北市民学習センター　　Ⓓ 旭区民センター

し  せつ                       もり しょう  じ    い  せき　     はっ けん　　　　　　　　しゅつ ど  ひん      　　　　　　　　てん　じ

38 明治○○年６月に、折からの梅雨の長雨で大洪水が発生しました。この事が契機となって、淀川
の大改修が行われる事となりました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ ８　　Ⓑ １８　　Ⓒ ２８　　Ⓓ ３８

おり　　　　　　　　つ　  ゆ　     なが あめ     　だい こう  ずい　                                                                けい   き

だい かい しゅう　

39 大阪府出身の政治家で、大阪府を流れる淀川の治水に一生を捧げた○○は、内務大臣後藤新
平から「治水翁」の名を与えられました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 吉田茂　　Ⓑ 大隈重信　　Ⓒ 大橋房太郎　　Ⓓ 岩倉具視

　　　　　　　　　　　　　　　　　せい   じ    か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　すい　　　　　　　　　　 ささ                     　　　　　 ない   む   だい じん　 ご   とう  しん

　　ぺい　　　　　　　ち  すい おう

よし　だ しげる　                 おお くま  しげ のぶ　　               おお はし ふさ  た  ろう　                  いわ くら  とも  み

40 旭区は京都と大阪を結ぶ水陸交通の要となる大切な所でもあり、江戸時代初期から○○とい
う船などが淀川を上り下りしていました。さて、○○に入る言葉はどれでしょうか。

Ⓐ ポンポン船　　Ⓑ 三十石船　　Ⓒ 屋形船　　Ⓓ ジェット船

すい  りく  こう  つう　    かなめ

さん じっ こく ぶね　　                 や  かた ぶね 

えん  ぽう 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わた　　　　　　　　　 ほっ  そく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し   がい  か                                きゅう ぞう  　　　　　　　　　　　　　とよ  さと おお  はし かい  つう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  と   せん　ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ   らい　

たい　し　ばし　　　　　　　　 とよ さと

42   　　　　　　　　　　　　　 ち　すい  たい さく      　　　　 きづ 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けっ かい         　 ちく　てい　　　こん なん 

                        　  む   さし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かわ  ち

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くず　　　　　　　　　　　　　　　 じょう じゅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つ

　　　　　　　　　　　　　 ひとばしら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さく　　　もち             なん        のが                            　　こわ くび   

　　　　　　　　　　　 つつみ

『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。

Ⓐ 仁徳天皇　　Ⓑ 聖徳太子　　Ⓒ 神武天皇　　Ⓓ 崇神天皇
にん とく てん のう　　　             しょうとく たい   し　　              　じん  む   てん のう　　             　  す  じん てん のう
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