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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 明治時代の水制工の設置等河川改修でお世話になったデレーケとは、どこの国の方でしょうか。

Ⓐ アメリカ　　Ⓑ イギリス　　Ⓒ オランダ　　Ⓓ フランス

 

2 淀川の水制工は何のために作られましたか。

Ⓐ 魚を釣るため　　　　　Ⓑ ワンドを作るため
Ⓒ 堤防を保護するため　　Ⓓ 航路を確保するため

 

4 明治の淀川改良工事が完成するまでは、淀川左岸堤防は、現在の○○のあたりにありました。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 大阪工業大学　　Ⓑ 大宮小学校　　Ⓒ 千林大宮駅　　Ⓓ 旭区役所

 

7 昭和１０年（1935）頃　城北公園に「城北公園○○館」が建てられ、戦況の悪化に伴い、戦
時中は閉鎖。収蔵標本は、昭和４８年(1973）に自然史博物館に移管されました。○○に当
てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 動物　　Ⓑ 昆虫　　Ⓒ 鉱物　　Ⓓ 植物

8 昭和○○年１０月に旭区の花に、「ハナショウブ」が選ばれています。
アヤメ科アヤメ属の一種で、日本に自生するノハナショウブから改良
されたものです。名前の由来は、葉がショウブの葉に似ており美しい
花をつけるところからです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ ３３　　
Ⓑ ４３　　
Ⓒ ５３　　
Ⓓ ６３

9「中村」では、湿地を利用して「○○」が収穫され、薬物問屋に出荷されて、健胃・強壮・止血な
どの妙薬の薬種として重宝されていました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 菱　　Ⓑ 杜若　　Ⓒ 蓮　　Ⓓ 河骨

5 城北川（城北運河）が出来たのはいつでしょうか。

Ⓐ 明治４５年　　Ⓑ 大正５年　　Ⓒ 昭和１５年　　Ⓓ 昭和２２年

10 戦後、闇市により流通が混乱する中、昭和２５年に消費生活の安定と商業道徳の回復をめざし
旭区商店会連盟が結成されました。結成時の加入商店会数はいくつでしょうか。

Ⓐ ７商店会　　Ⓑ １１商店会　　Ⓒ １５商店会　　Ⓓ ２１商店会

12 昭和３５年（1960）の旭区の住宅地図に載る映画館の数は８軒あり、旭映画劇場、大宮東宝
劇場、ミリオン座、森小路東映、江南キネマ、千林松竹、千林劇場と○○がありました。現在は
一軒も残っていません。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 大映　　Ⓑ 角座　　Ⓒ 南座　　Ⓓ 吉本

11 昭和３５年（1960）の旭区の住宅地図に載る市場の数は１７軒あり、桜市場、赤川公設市場、
生江市場、オリエンタル・マート、大豊市場、旭市場、厚生市場、森小路中央市場、森小路公設
市場、千林市場、食料百貨市場、銀座市場、新森小路市場、清水市場、三興市場、高殿市場と○
○がありました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 百年市場　　Ⓑ 千日市場　　Ⓒ 万才市場　　Ⓓ 漫才市場

3 明治１８年（1885）の淀川大洪水を契機に明治３０年（1897）から淀川改良工事が始まりま
した。この工事で新淀川が開削されました。いつ完成しましたか。

Ⓐ 明治３５年　　Ⓑ 明治３７年　　Ⓒ 明治４３年　　Ⓓ 大正１４年

6「○○」(正式名称は、樋管統一水路)が流れていました。現在の阪神高速道路守口線は、昭和
４６年（1971）に開通しましたが、この高架下は灌漑用水路としての「○○」が流れていまし
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　　Ⓓ 柳川
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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。
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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。 【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。

15 千林商店街はいつ頃できたでしょうか。
Ⓐ 明治　　Ⓑ 大正　　Ⓒ 昭和　　Ⓓ 平成

14 商店街は昔の街道にそって発展してきました。千林商店街の場合は何街道でしょうか。
Ⓐ 京街道　　Ⓑ 熊野街道　　Ⓒ 野崎街道　　Ⓓ 杉山街道

23 旭区内を通る京街道は有名ですが、他に街道と呼ばれるものが３つありました。野崎街道と杉
山街道、もう１つはどこでしょうか。

Ⓐ 剣街道　　Ⓑ 竹内街道　　Ⓒ 阪奈街道　　Ⓓ 熊野街道

18 明治３０年に旭区で最初の近代工場が今市１丁目で開業されました。何をつくる工場だったで
しょうか。

Ⓐ 織布　　Ⓑ ネジ　　Ⓒ 建築材　　Ⓓ 鉄鋼

19 清水１丁目にある『株式会社五藤』が日本で初めて作った製品はどれでしょうか。
Ⓐ 意匠（デザイン）便箋　　Ⓑ ボールペン　　Ⓒ シャープペンシル　　Ⓓ 消しゴム

24 次のうち、現在の「旭通り商店街（別名　花しょうぶ街道）」の通りに面しない旧村はどの村で
しょうか。

Ⓐ 江野村　　Ⓑ 南島村　　Ⓒ 中村　　Ⓓ 森小路村

25『日本書紀』によると、仁徳天皇の頃、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「○○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。

Ⓐ 出雲　　Ⓑ 武蔵　　Ⓒ 駿河　　Ⓓ 大和

Ⓐ 昭和　　Ⓑ 大正　　Ⓒ 明治　　Ⓓ 慶応

17「旭わがまちお宝」に認定されているうなぎ店についての出題です。高殿4丁目にある、○○
３年創業以来、備長炭で焼く“手焼きうなぎ”にこだわり続け、美味しい蒲焼で有名なうなぎ店
『魚伊』。○○にはいる年号は次のうちどれでしょうか。

16 旭通り商店街は菖蒲園の開園時期にあわせ、城北公園等で市民が育てた花菖蒲を通りに飾っ
ています。このことにより「旭通り商店会」を別名何というでしょうか。

Ⓐ しょうぶ通り　　Ⓑ 花しょうぶ街道　　Ⓒ 花街道　　Ⓓ 花商店街

22 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した。森小路遺
跡でもこの地で行われた事を示す石包丁(稲の穂を摘み取る石器)や鍬・臼などの農具をはじ
め、籾跡の見られる土器などが出土しています。また、弥生時代には戦争があったと言われて
おり、森小路遺跡でも当時の武器と見られる○○や石槍をはじめ、戦争か祭に使用したと思わ
れる磨製の石戈も出土しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 石斧　　Ⓑ 石釜　　Ⓒ 石鏃　　Ⓓ 石刃

21 新森中央公園を中心に森小路遺跡が発見されました。発見されたのはいつでしょうか。
Ⓐ 昭和６年　　
Ⓑ 昭和４６年　　
Ⓒ 昭和５３年　　
Ⓓ 平成３年

20 昭和８年（1933）に、日本で初めて本格的な電熱体としてシーズヒーターの生産以降、次々
と工業用電熱体を開発し、工場などの熱源普及に努めている電熱体専門メーカーが旭区新森
にあります。さて、その会社は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 石原ヒーター製造　　　　Ⓑ 石田ヒーター製造
Ⓒ 石山ヒーター製造　　　　Ⓓ 石井ヒーター製造
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13 旭区内の和菓子屋さんたちが、旭区の花である「花しょうぶ」をモチーフとして、区制８０周年を記
念した、お菓子づくりの取り組みをされました。それらのお菓子を総称して何というでしょうか。

Ⓐ あさひ　　Ⓑ くのか　　Ⓒ しろきた　　Ⓓ しょうぶ
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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。

27 大宮八幡宮時代より近隣７社が合祀され、大宮神社と称するようになったのはいつでしょうか。
Ⓐ 明治１５年　　Ⓑ 明治２５年　　Ⓒ 明治３５年　　Ⓓ 明治４５年

28 その八幡大神宮は、藤原氏が春日大神を“産土神”として祭ったのが始まりといわれています。
それは次のうち何年代でしょうか。

Ⓐ ６００年代　　Ⓑ １２００年代　　Ⓒ １６００年代　　Ⓓ １８００年代

29 赤川寺(別名○○)は、いつのころからか廃寺になってしまい、伽藍の正確な位置がわからなく
なってしまいました。しかしお寺の僧であった覚賢が写した大般若経が残っています。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 大徳寺　　Ⓑ 大覚寺　　Ⓒ 大金剛院　　Ⓓ 金剛峰寺

30 旭区わがまちお宝の「常宣寺」。1397年開基した浄土真宗本願寺派のお寺で、○○の直筆
の掛け軸４幅が所蔵されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 豊臣秀吉　　Ⓑ 法然上人　　Ⓒ 親鸞上人　　Ⓓ 蓮如上人

31 もとは○○村と呼ばれた清水４～５丁目辺りには、後醍醐天皇が京都の大徳寺の大灯国師を
迎えて建てたと言う大きなお寺があったと言われています。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ 誓願寺　　Ⓑ 西光寺　　Ⓒ 重誓寺　　Ⓓ 般若寺

32 大正時代、当時相撲協会が関東相撲と関西相撲に分かれていました。関西相撲では最高位が大
関でした。上辻村出身の大関○○関がいました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 琴ヶ浜　　Ⓑ 双葉山　　Ⓒ 松乃音　　Ⓓ 潮風

26 大宮神社は源義経が平家追討のため通りかかったところ霊光があり、その地に社を建てたと
されています。それは、どの天皇の時代の頃でしょうか。

Ⓐ 推古天皇　　Ⓑ 桓武天皇　　Ⓒ 鳥羽天皇　　Ⓓ 後鳥羽天皇

33 江戸時代以後、新田のいたるところで水利や運搬のため○○と言う水路が掘られ、昭和３０年
（1955）頃迄は、豊かな農産物を積んだ小舟が行き交っていました。○○に当てはまるものは
何でしょうか。

Ⓐ 今川　　Ⓑ 古川　　Ⓒ 大川　　Ⓓ 井路川

34 淀川堤防上「千人つか」　昭和○○年６月７日の大阪大空襲で、市内いたるところに身元不明の
遺体が多数放置されていました。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、千数百体の遺体がだびに付されました。「鬼哭啾々　黒煙天に柱し、三日三晩に及ぶ」とい
われて、その冥福を祈って区民の方が庭石に「千人つか」と刻んで安置されました。○○に当て
はまるものは何でしょうか。

Ⓐ １６　　Ⓑ １８　　Ⓒ ２０　　Ⓓ ２２

35 旭区には旧淀川の河川敷に多くの学校があります。４校セットでお答えください。
Ⓐ 大宮中・大工大・今市中・城北小　　
Ⓑ 今市中・大工大・太子橋小・淀川工高
Ⓒ 淀川工高・城北小・太子橋小・大宮小　　
Ⓓ 大工大・大宮小・大宮中・生江小
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