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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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

【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。

 れき　　し かん もん だい もっと てき とう えら

25 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

うわ ざら

いく　え てら にし   か  がく  こう ぎょう

 さい しょ

し　けん かん

し　やく

きん もん　　　　　　　 ほん　ぽ

29 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年に株式会
社へと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 

 やっきょく　　　　　　　　　　　　　　　そう ぎょう

　　　　　　　　 はっ  てん い   てん

たい ほう さわ  い

24 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  こう ぎょう かぶ しき  がい  しゃ 　　　　　　　　　　　 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 赤川２丁目にある「株式会社 村上衡器製作所」、今日まで１００余年の永きにわたり、衡器専門業者
として各種の衡器を製造、販売し、特に○○の生産、販売においては業界
随一の実績を納めています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

 むら かみ こう　き  せい さく  しょ よ　ねん なが せん もん

 せい ぞう はん ばい ぎょう かい 

ずい  いち じっ せき

Ⓐ 上皿天びん　   　Ⓑ 試験管　　
Ⓒ ガスバーナー　　Ⓓ 試薬

27 生江にある「寺西化学工業株式会社」は、「？」のマークでおなじみの「マジックインキ」をマーキ
ングペンとして日本で最初に開発しました。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

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

23 城北商店街にある和菓子屋「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。（新森店もあります。）

Ⓐ 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 だい ふく

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

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。

 しょう てん がい つら あみ こう　さ

 ふ   きん おお  て

Ⓐ ６０ｍ　　Ⓑ １６０ｍ　　Ⓒ ６６０ｍ　　Ⓓ １，６００ｍ

Ⓐ イズミヤ　　Ⓑ ニチイ　　Ⓒ 長崎屋　　Ⓓ イトーヨーカドー

15 旭区の千林・今市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次のうちどれでしょうか。

22「旭わがまちお宝」に認定されている、慶応３年（1867）の創業以来、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お店が高殿４丁目にあります。何というお店でしょうか。

Ⓐ 魚正　　Ⓑ 魚清　　Ⓒ 魚忠　　Ⓓ 魚伊

 たから けい おう そうぎょう　い  らい びんちょうたん

 お　 い かばやき たか どの

17 千林商店街はいくつのお店で成り立っているでしょうか。
Ⓐ 約１００店　　Ⓑ 約2００店　　Ⓒ 約3００店　　Ⓓ 約4００店

18 千林商店街には「光あふれる 輝きと こぼれる笑顔に迎えられ 一、十、百、千、千林～～♪」で
始まるおなじみのテーマソングがあります。この曲を歌う全国的に有名なコーラスグループ
は次のうちどれでしょうか。　

Ⓐ 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

19 京阪電車森小路駅から西側の国道１号線までは森小路商店街です。では、森小路駅の東側は
何商店街でしょうか。

Ⓐ 新森小路　　Ⓑ 森小路駅前　　Ⓒ 古市　　Ⓓ 新森

20 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。
Ⓐ うどん屋　　Ⓑ 喫茶店　　Ⓒ お好み焼き屋　　Ⓓ 焼き鳥屋

そう　きにん てい きょう　　　　　 どう

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

30 昭和６年に新森中央公園を中心に○○遺跡が発見されました。○○に当てはまるものは何でしょうか。
Ⓐ 新森　　Ⓑ 森小路　　Ⓒ 新森小路　　Ⓓ 新森中央

い せき

かがや むか

もり しょう じ

きっ  さ この　　　 や          や
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37 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 

43 淀川堤防上に「赤川廃寺跡碑」があります。かつて、赤川寺(別名○○)というお寺がありまし
たが、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

38 淀川の大改修が行われることになった理由は次のうちどれでしょうか。
Ⓐ 明治１８年の淀川大洪水　                            Ⓑ 明治１２年の淀川大震災　　
Ⓒ 川が曲がりくねって船の運航がしづらかった　　Ⓓ 急流のため橋が流されることが多かった

40 豊里大橋ができる前には無料で対岸を往復する渡し舟があり、その名前は○○の渡しとい
いました。

Ⓐ 矢切　　Ⓑ 平田　　Ⓒ 豊里　　Ⓓ 太子　

41 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

い  れい   ひ

ふる かわ

だい とく  じ だい かく   じ だい こん ごう いん こん  ごう  ぶ   じ

い   じ  がわ

ち　いき

ぎ　せい  しゃ

42 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）頃までは、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　

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

だい かい しゅう

だい こう ずい

うん こう

とよ  さと  おお はし おう  ふく わた　　　ぶね

や   ぎり へい　た たい　しとよ さと

だい しん さい

 はい　じ   あと   ひ べつ  めい

 はい　じ が  らん せい  かく い    ち

 そう かく けん だい はん  にゃ きょう のこ

32 問３０の遺跡の主な出土品としては、土器・石器・木器・須恵器・土師器・製塩土器・玉類など
があり、出土品の一部は○○に展示されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 旭区役所　　Ⓑ あさひあったかセンター　　Ⓒ 旭区民センター郷土史料室　　Ⓓ 旭図書館

33 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。

Ⓐ 徳川家康　　Ⓑ 織田信長　　Ⓒ 豊臣秀吉　　Ⓓ 伊達政宗

 かい  どう ぶん ろく

　　 だれ

 す　 え    き は    じ    き せい  えん  ど    き ぎょく るい

 てん  じ

 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

34 京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

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

てら  かた かど  ま    し

よ え　 ど まっ  き まい

やま  ざき 　　　　　　　　 の   ざき                 　　き   の  さき                 　せん ざき

31 問30の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

　　　　　　　　　 い  せき　     おも　

じょうもん

 や  よい

あす  か

へい あん

きょう  ど   し  りょう しつ

36 　　　に　ほん  しょ   き   　　　　　　　　　　　　　 ち　すい  たい さく まん だの つつみ てい ぼう きず   

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けっ かい          　 ちく　てい　　　こん なん ゆめ む   さし

 こわ  くび　　　　 かわ  ち まむ  たのむらじころものこ かわ くず

  じょうじゅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つ ひとばしら えら ころものこ　　　 さく　　　もち             

  なん        のが                             　　こわ くび な 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(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
人強頸と、河内の人茨田連衫子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

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(甲州種)が作られていました。○○に当てはまるものは
何でしょうか。

Ⓐ キャベツ　　Ⓑ ハクサイ　　Ⓒ 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　　　ほか　　だい しょう ひ   ち　　　　　　　　　　　　　　 や　さい  　   しゅうかく

 さか　　　　　　　　　　　 さく   づ      　　　ぜん  こう  ち　　　　　わり        し                                        け    ま　　　　　　　だい こん         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

 な  たね　    めん  じつ　   なし　ちょうじゅうろう　　　　　　　　　　　　　　  こう しゅうしゅ

    　　　                            

しん でん すい   り うん ぱん すい　ろ ほ

 つ こ　ぶね ゆ　　　　か

ころ




