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50 大阪市旭区内に存在する鉄道（地下鉄含む）駅はいくつあるでしょうか。（駅の一部が他の区
や市にかかるものも含みます。）

Ⓐ 5　　Ⓑ 7　　Ⓒ ９　　Ⓓ １1

53 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。
Ⓐ 東京～大阪　　Ⓑ 京都～大阪　　Ⓒ 京都～福岡　　Ⓓ 名古屋～神戸

49 阪神高速道路１２号守口線の高架下にあり、守口市外島町までの３．５ｋｍの○○。統一した
街路樹、木製のベンチなどがあり、木の温もりが感じられる場として、
散策やジョギングに最適です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 城北川遊歩道　　Ⓑ 江野川筋遊歩道　　
Ⓒ 大宮遊歩道　　   Ⓓ 柳通遊歩道

      こう　 か 　した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぬく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

        さん  さく

【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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

48 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）を建立したといわれています。あるモノとは何でしようか。

Ⓐ 白馬　　Ⓑ 白蛇　　Ⓒ 白ガエル　　Ⓓ 青竜

【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。

43 城北公園のとなりにある淀川堤防に“千人つか”がありますが、これは何のために建てられた
ものでしょうか。

Ⓐ 淀川大洪水の時流された人びとの慰霊碑
Ⓑ 淀川大改修時の犠牲者の慰霊碑
Ⓒ 淀川改修時に地域から千人が動員された記念碑
Ⓓ 第二次世界大戦時の犠牲者の慰霊碑

よど がわ  てい ぼう

い　れい　ひ

だい かい しゅう じ　       ぎ  せい  しゃ     　い   れい  ひ

かい しゅう じ　　    ち   いき                       　　どう いん　              　き  ねん  ひ

                                         ぎ  せい  しゃ     　い   れい  ひ

44「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。

Ⓐ ナス　　Ⓑ カボチャ　　Ⓒ ニンジン　　Ⓓ キュウリ

みなみじま むら    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  てい しっ  ち      　　 しつ でん　　　　　　　　 べい さく　　　　　　　だい しょう ひ   ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかく

　さか　　　　　　　　　　　 さく   つ      　　　ぜん  こう  ち                        し                                        け    ま

　　　 　　な  たね　    めん  じつ　  なし

    　　　                            

45 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3尺（約９０センチ）、長さ3間（約５．４メートル）の小回り舟を自在に
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。

Ⓐ 一枚岩　　Ⓑ 二枚舌　　Ⓒ 三枚板　　Ⓓ 四万十

　　　　　　　　のう  そん  ち  たい　　                                    い     じ   がわ                                                     　　　よう  すい  ろ                                    はっ  たつ

                                                             はば     しゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けん

あやつ                                                                                    　うん ぱん　                                           おう  らい　　　　

いち まい いわ　　                 に  まい じた　                  さん    ま  いた                   　し  まん   と

46 旭区に○○小学校はありますが、大阪市編入時地名変更で旭区から「○○」の町名が消えました。
現在、城東区に地名が残っています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 今市　　Ⓑ 古市　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 高殿

へんにゅう  じ    ち  めい  へん こう

47 清水３丁目にある八幡大神宮は、火災と悪疫を防ぐご利益があるといわれています。さて、この八
幡大神宮の別名は何でしょうか。

Ⓐ 不焼宮　　Ⓑ 消防宮　　Ⓒ 防犯宮　　Ⓓ 防火宮

はち まん だい じん ぐう　       　か  さい    　あく  えき　　　　　　　　　  り  やく　　

やけずのみや　　　　　　　　　しょうぼうのみや　　　　　　　  ぼうはんのみや                    ぼう  かのみや

51 旭区は、大阪市内でも有数の千林商店街をはじめ、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。交通の便も良く、鉄道では京阪電鉄や地下鉄○○・今里
筋線が通っています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 御堂筋線　　Ⓑ 谷町線　　Ⓒ 堺筋線　　Ⓓ 長堀鶴見緑地線
み  どう  すじ せん　　               たに まち せん              　　さかいすじ せん　　　             なが  ほり つる  み りょく  ち  せん

52 地下鉄今里筋線の開業はいつでしょうか。
Ⓐ 平成６年１２月　　Ⓑ 平成１２年１２月　　Ⓒ 平成１８年１２月　　Ⓓ 平成２４年１２月

かい ぎょう

54 新森中央公園のすぐ前には、大阪市内でもめずらしい「六差路の○○」があります。それは交
差点の一種で、交差点内が周回道路となっていて、基本的には信号によるコントロールが不
要の場所です。さて、○○の中に入る言葉は何でしょうか。

Ⓐ サークルロード　　Ⓑ サイクルロード　　Ⓒ ロータリー　　Ⓓ フリーウェイ

ろく　さ　 ろ

55 戦前からある城東貨物線淀川橋梁（通称：赤川鉄橋）、三角形に鉄骨を組み合わせたトラス型の
古いもので、人と列車が渡る珍しい鉄橋です。トラスの数から通称○○鉄橋と呼ばれています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。（平成２５年１０月末に人道部分は閉鎖されました）

Ⓐ 二重　　
Ⓑ 十五体　　
Ⓒ 十八門　　
Ⓓ 三十三間

じょう とう   か  もつ  せん  よど がわ きょうりょう　　つう しょう　あか がわ てっ きょう

                  　　　　 わた   　めずら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へい   さ

ちく じょう　　　　　　　てん しゅ  かく　　  むね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なん こう　　　　　　　　　　さい　　　　　　　　　ゆめまくら

                    おおくすのき　　ぬし　　　　　　　　　　　  つ
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66 広報紙「広報あさひ」は、毎月１日の新聞朝刊に折り込みでお届けしています。また、旭区ホー
ムページでもご覧いただけます。新聞を購読されていない方で、配送をご希望の場合は、お申
し出下さい。点字版もあります。申し込みは区役所○○課（広聴広報）電話６９５７－９６８３ま
でお申し出ください。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 保健福祉　　Ⓑ 窓口サービス　　Ⓒ 総務　　Ⓓ 市民協働

63 旭区の花のデザインマークには、３種類あり、○○色とみどり色を使用しています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ むらさき　　Ⓑ きいろ　　
Ⓒ あお　　     Ⓓ ピンク

70 旭区にある小学校の数は○○校です。○○に当てはまるものは何でしょうか。
Ⓐ ８　　Ⓑ ９　　Ⓒ １０　　Ⓓ １１

71 旭区内には市立中学校が、４校あります。今市中学校、大宮中学校、旭東中学校と○○中学校
です。○○に当てはまるものは何と言う中学校でしょうか。

Ⓐ 旭揚　　Ⓑ 旭陽　　Ⓒ 旭昜　　Ⓓ 旭洋

60 旭区の面積は次のうち、どれでしょうか。
Ⓐ ２．３k㎡　　Ⓑ ４．３k㎡　　Ⓒ ６．３k㎡　　Ⓓ ８．３k㎡

65 旭区役所は日曜日でも開いている時があります（一部の業務に限る）が、それは基本毎月いつ
でしょうか。

Ⓐ 第１日曜日　　Ⓑ 第２日曜日　　Ⓒ 第３日曜日　　Ⓓ 第４日曜日

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

 【行　政】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。

【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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。 【行　政】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。

56 大阪市で最初の有料道路橋（人と自転車は無料）として淀川にかかっている橋、『菅原城北大橋』
は通称、何とよばれているでしょうか。

Ⓐ 百円橋　　Ⓑ 便利橋　　Ⓒ 金喰い橋　　Ⓓ 夕日橋

すが はら  しろ きた おお はし

かね　く

58 旭区の区名の由来は次のうちどれでしょうか。
Ⓐ 朝日が大阪で一番美しかった　　Ⓑ 夕日が大変大きく見えた
Ⓒ 日の出ずる東部　　　　　　　  Ⓓ 日の出ずる西部

ゆ　らい

59 旭区は大阪市の東北部に位置し、北は淀川を境に東淀川区と、西はJR城東貨物線を境に都
島区と、南は国道１６３号線を境に城東区と、東は大阪府の何市と接しているでしょうか。

Ⓐ 守口市　　Ⓑ 東大阪市　　Ⓒ 摂津市　　Ⓓ 門真市

さかい

61 旭区の人口は○○人（平成２５年１０月１日現在　推計）です。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ ６１，０２７　　Ⓑ ７１，０２７　　Ⓒ ８１，０２７　　Ⓓ ９１，０２７

すい けい

62 住居表示『〇〇丁目△△番□□号』の配列は、ある場所に近いところから順番に配列されていま
す。その基準となる場所はどこでしょうか。

Ⓐ 大阪駅　　Ⓑ 戎橋　　Ⓒ 大阪城　　Ⓓ 通天閣

じゅう きょ ひょう じ　　　　　                                                             はい れつ

                      き  じゅん

えびすばし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つう てん かく

こう ほう   し　　                                                                      しん ぶんちょう かん

                                 　　  らん　　　                                                 こう どく　　　                                            はい そう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         こうちょう こう ほう

68 区内の行事など、区長や各課が参加・実施した行事を紹介している旭区ホームページの
コーナー名は何でしょうか。

Ⓐ 旭区草子　　Ⓑ 旭区見聞録　　Ⓒ 旭区日誌　　Ⓓ 旭区のできごと

さん　か　　じっ　 し

そう　し　　　　　　　　　　　　　  けん ぶん ろく　                           　にっ  し

69 旭区役所のツイッターで毎日お伝えしている情報は何でしょうか。
Ⓐ 気象情報　　Ⓑ 防犯情報　　Ⓒ 窓口の混雑情報　　Ⓓ 円相場

こんざつ じょうほう　　　　　　  　　えん そう  ばき  しょうじょうほう

57 新庄大和川線（大阪内環状線）にある豊里大橋はその形式から、○○橋に分類されていま
す。○○には何が入るでしょうか。

Ⓐ ななめ　　Ⓑ 斜張　　Ⓒ アーチ　　Ⓓ 太鼓

しん じょう やま   と   がわ せん　　                                                           とよ  さと  おお  はし

しゃ ちょう　　                                                  たい  こ

64 旭区の区制８０周年を迎えるにあたり公募し、平成２４年１１月に公表した、旭区のマスコットキャ
ラクターの名前は何でしょうか。　

Ⓐ あさひちゃん　　
Ⓑ しろきたちゃん
Ⓒ しょうぶちゃん　  
Ⓓ はなしょうぶちゃん

むか　　　　　　　　　　　　　　こう　ぼ

67 旭区が発行している「広報あさひ」のかわいい子どもの写真を掲載するコーナー『すこやかあ
さひっこ』の対象年齢は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ ３歳未満　　Ⓑ ６歳未満　　Ⓒ １０歳未満　　Ⓓ 1２歳未満

  こう ほう      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい さい

たいしょう ねん れい
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【地域情報】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。

75 旭区民センターには、芸術創造館や図書館、○○を併設しており、地域コミュニティ活動の拠点
として広く区民の方々に利用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 旭備蓄倉庫　　Ⓑ 屋内プール　　Ⓒ 屋内球技場　　Ⓓ 屋内体育館

 　　　　　　　　　     げい じゅつそう  ぞう かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へい せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょ てん　　 

あさひ び  ちく そう   こ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きゅう ぎ じょう 

74  　　　　　　　　　りん  せつ 

 　　　　　　　　　おく ない たい いく かん 

旭公園グラウンドに隣接している旭スポーツセンターの地上部分は旭プールがあります。そ
の地下には○○があります。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ ゴルフ場　　Ⓑ ゲートボール場　　Ⓒ 屋内体育館　　Ⓓ ラグビー場

84 旭区の「旭」を漢字で書くと何画でしょうか。
Ⓐ ５画　　Ⓑ ６画　　Ⓒ ７画　　Ⓓ ８画

86 旭区では毎年８月末の土曜日に○○が行われています。○○に当てはまるものは何でしょうか。
Ⓐ 旭区民まつり　　　Ⓑ 旭区スポーツフェスティバル
Ⓒ 旭区民マラソン　　Ⓓ 旭ミュージックフェスタ

85 大阪市内２４区には、「あ」で始まる区名が旭区を含め何区あるでしょうか。
Ⓐ １区　　Ⓑ ２区　　Ⓒ ５区　　Ⓓ ６区

77 福祉施設として旭区内には６箇所の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）があります。開
設の一番古い施設は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 高殿苑　　Ⓑ 白寿荘　　Ⓒ 旭さくら苑　　Ⓓ ゆうゆう

ふく　 し    し  せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　しょ　　　  かい  ご 　ろう  じん ふく   し    し   せつ     とく べつ  よう  ご   ろう  じん

たか  どの  えん　　　　　　　　　はく じゅ  そう　　

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

80 平成２４年中、大阪市内おいて大阪市消防局の救急車で病院などに運ばれた人は約１７１，０００人
いました。その内、旭区内では、約何人いたでしょうか。

Ⓐ 約１，７００人　　Ⓑ 約３，７００人　　Ⓒ 約９，７００人　　Ⓓ 約２０，７００人

【行 政】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。

72 高殿５丁目の旭公園には、グラウンドをはじめテニスコート、スポーツセンター、○○などがあ
り、いろいろなスポーツが楽しめます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ プール　　Ⓑ 球技場　　Ⓒ 柔道場　　Ⓓ ボクシングジム
きゅう ぎ じょう　　               じゅう どうじょう 

73 高殿６丁目に城北市民学習センター・旭屋内○○・トレーニングルーム・おとしよりすこやかセ
ンター北部館を含む複合施設があります。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ プール　　Ⓑ 球技場　　Ⓒ 柔道場　　Ⓓ ボクシングジム
きゅう ぎ じょう　　               じゅう どうじょう 

76 旭区には、演劇、音楽など芸術表現を目的とした活動を支援する大阪市内でただ一つの市営施設
があります。その施設の名前は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ シンフォニーホール　　Ⓑ フェスティバルホール
Ⓒ 芸術創造館　　　　　  Ⓓ アートホール

えん げき　　　　　　　　　　　 げいじゅつひょうげん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し  えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し  えい  し  せつ 

げい じゅつそう  ぞう かん　

78 城北公園の地下に、市内初めてとなる４００トンの○○が設置されており、同園内に災害時用の緊急
用のマンホール型のトイレも五十数か所設置されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 飲料用耐震貯水槽　　Ⓑ 飲料用防錆貯水槽
Ⓒ 飲料用防音貯水槽　　Ⓓ 飲料用軽量貯水槽

どう えん ない　    さい がい  じ   よう　    きんきゅう

いんりょう よう たい しん ちょ すい そう                     いんりょう よう ぼう せい ちょ すい そう

いんりょう よう ぼう おん ちょ すい そう                     いんりょう よう けい りょう ちょ すい  そう

79 旭区内には平成２５年１０月現在、９８６基の○○が、火災発生時の消火活動の水源として道路な
どに設置されています。さて○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 消火器　　Ⓑ 消火栓　　Ⓒ 貯水タンク　　Ⓓ 防火用水槽

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すい げん

しょう か   き                　　しょう か  せん　                 ちょ  すい　　                              ぼう   か  よう  すい そう

81 旭税務署の管轄区域について、正しいのはどれでしょうか。
Ⓐ 旭区と都島区　　Ⓑ 旭区と城東区　　Ⓒ 旭区　　Ⓓ 旭区と都島区と城東区

あさひぜい  む   しょ　    かん かつ  く  いき

82 毎年７月に国税庁から路線価（同年１月１日時点での路線に面する宅地１㎡当たりの土地評価
額：相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となる。）が公表されている。旭区の最高路線価
は、３７０千円（平成２４年１月１日時点）であるが、次のうちどこでしょうか。

Ⓐ 大宮１丁目（旭税務署北側）　　Ⓑ 千林２丁目（千林商店街）
Ⓒ 中宮１丁目（旭警察署西側）　　Ⓓ 森小路２丁目（京阪森小路駅西側）

                                                            ろ   せん   か

　　　　 そう ぞく ぜい　　　ぞう   よ  ぜい　　 　か   ぜい  か  かく

あさひぜい  む   しょ きた がわ

あさひけい さつ  しょ にし がわ

87 旭区の夏を彩る「旭区民まつり」。パレードの音楽隊は毎年好評を頂いている○○が担当して
います。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 少年少女音楽隊　　Ⓑ 高校生音楽隊　　Ⓒ 大阪市消防音楽隊　　Ⓓ 大阪府警察音楽隊

いろど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おん がく  たい                 　こう ひょう　   いただ

83 以前に「旭区ブランド」や「旭あるきマップ」などを企画し、この『旭区検定』も企画した会議の
名前は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 旭区未来わがまちビジョン推進会議　　Ⓑ 旭区未来のこどものための会議
Ⓒ 旭区将来街づくり会議　　　　　　　　Ⓓ 旭ブランド会議

すい しん かい  ぎ
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89
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                いこ

各小学校区の社会福祉協議会などが中心となって取り組んでいる、地域の皆さんが気軽に集
まってお茶などを飲みながらおしゃべりをし、交流できる憩いの場を○○喫茶と呼んでいま
す。○○に当てはまる言葉は何でしょうか。

Ⓐ ふれあい　　Ⓑ おしゃべり　　Ⓒ なかよし　　Ⓓ だれでも 97 赤川４丁目にある日吉神社境内に行者堂があり、行者が履いていたとされる大小の下駄が
置かれています。大小合わせた重さは何キログラムでしょうか。

Ⓐ １５ｋｇ　　
Ⓑ ３５ｋｇ　　
Ⓒ ７５ｋｇ　　
Ⓓ ９５ｋｇ

ひ　よし　じん  じゃ  けい だい　　  ぎょう じゃ  どう 　　　は

100 大阪市の「都市景観資源」として登録されているもので旭区で認定されているものは、『淀川
城北ワンド』と『千林の長屋』、あと1つはどれでしょうか。

Ⓐ 新森中央公園　　Ⓑ 旭区民センター　　Ⓒ 城北公園　　Ⓓ 千林商店街　　　　　　　　　　　

99「森小路の地蔵さん」として親しまれる『朝日地蔵尊』は、体のある部分が痛い時に“だまって”
一週間お参りをすれば治るといわれています。その部分とはどこでしょうか。

Ⓐ 頭　　Ⓑ 歯　　Ⓒ 腹　　Ⓓ 足

96 新森にある「中野こども○○」は、全国でも数少ない２４時間３６５日開いている、子どもを対象
にした民間施設です。さて、○○には何が入るでしょうか。

Ⓐ 託児所　　Ⓑ 病院　　Ⓒ 学校　　Ⓓ 遊技場

 　　　　　　　　

　　　　　　　 みん かん  し  せつ

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

95 旭区内にある救急指定病院は何院ありますか。
Ⓐ 1院　　Ⓑ ４院　　Ⓒ ７院　　Ⓓ １０院

【地域情報】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。

おつかれさまでした。
記入もれ、ズレなどないか、もう一度ご確認ください。

設問は平成25年10月1日現在の状況をもとに作成しています。

たく　 じ  しょ

98 大宮神社の社殿前にある大きなモチの古木は「○○大神」といわれ、木肌と自分の肌を交互に
なでて願い事をすると、あらゆる病気に霊効があるといわれています。○○に入る言葉はどれ
でしょうか。 

Ⓐ はだ　　Ⓑ いぼ　　Ⓒ もち　　Ⓓ たこ

しゃ でん　　　　　　                                 　　　　　　                                 　　　　　　                          き  はだ

　　　　　　                                 　　　　　　         れい  こう

と　  し  けい かん   し   げん 

88 旭区ではサッカーＪ１リーグチームである、○○と協働して「旭区民デー」などを開催していま
す。ではそのチーム名は次のうち、どれでしょうか。　

Ⓐ 清水エスパルス　　Ⓑ ガンバ大阪　　Ⓒ セレッソ大阪　　Ⓓ 阪神タイガース

きょうどう 

90『あさひあったかきち』とは、「あさひあったかきちまちづくり計画をすすめよう会」が推進・運営
しています。○○商店街のご好意により、空き店舗を利用して、地域のいろいろな人が気軽に集
い、出会い、交流の出来る場としてオープンしています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 新森　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 森小路　　Ⓓ 今市

　　　　　　                        すい  しん　うん  えい

91 毎月第２日曜日に旭区民センター玄関ロビー前で、11時半から恒例の「旭昼市」が開催されてい
ます。旭区と○○との「あさひ」つながりで行っている地域間交流事業で、新鮮な産地直送の野菜
や米などが購入できます。○○に入る地名とはどこでしょうか。

　　　　　　　　　　　　 こう れい

　　ち　いき かん こう りゅう  じ ぎょう　       しん せん 

Ⓐ 千葉県松戸市旭町　　　Ⓑ 滋賀県高島市新旭町
Ⓒ 大阪府泉大津市旭町　　Ⓓ 福島県会津若松市旭町

まつ  ど    し　　                                                  たか しま   し  しん

いずみおお   つ   し　　                                             あい  づ  わか まつ  し

92 旭区ブランドに認定されている書家、『橘　右一郎』さんが描く文字と関連する場所はどこで
しょうか。

Ⓐ 映画館　　Ⓑ 武道館　　Ⓒ 寄席　　Ⓓ 寺社
　　　　　　        よ　  せ

93 大阪工業大学には、赤煉瓦づくりの正門『片岡メモリアルゲート』があります。このモチーフとなっ
た建物はどれでしょうか。

Ⓐ 大阪城　　
Ⓑ 皇居　　
Ⓒ 国会議事堂　　
Ⓓ 大阪市中央公会堂

 　　　　　　                              あか れん  が

こう  きょ

こっ  かい  ぎ   じ  どう

94 大宮５丁目にある私立常翔学園高等学校は、あるスポーツで全国的に有名で、2013年全国大会
で優勝しました。そのスポーツの種類は何でしょうか。

Ⓐ バレーボール　　Ⓑ サッカー　　Ⓒ 野球　　Ⓓ ラグビー

し　りつ じょうしょうがく  えん こう  とう がっ  こう  
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