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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

Ⓐ 城北川　　Ⓑ 江野川　　Ⓒ 大宮川

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「○○」(正式名称は、樋管統一水路)が流れていました。○○に当てはまるものは何
でしょうか。

４
Ⓐ キク　　Ⓑ スイセン　　Ⓒ ハナショウブ

旭区の区の花は○○です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

６
Ⓐ １年程度　　Ⓑ ３年程度　　Ⓒ ５年程度

城北ワンドに生息する国の天然記念物イタセンパラの寿命は何年程度でしょうか。

７

Ⓐ 1,000　　Ⓑ 5,000　　Ⓒ 10,000

「旭区の魚」で、国の天然記念物の「イタセンパラ」は、平成２５年(２０１３)の稚魚放流後、毎年繁
殖を繰り返した結果、今年は○○匹を超える稚魚が確認され、これまで生息が確認できなかった
ワンドでも稚魚が見られるなど、「イタセンパラ」の棲みやすい環境が広がってきました。○○に
当てはまるものは次のうちどれでしょうか。

２ 城北運河の開削が完了したのはいつでしょうか。

　Ⓐ 明治44年(1911)　　Ⓑ 大正10年(1921)

　Ⓒ 昭和15年(1940)

３ 城北公園にある城北菖蒲園が開園されたのはいつでしょうか。

　Ⓐ 明治33年(1900)5月20日　　Ⓑ 大正8年(1919)5月20日

　Ⓒ 昭和39年(1964)5月20日

５

Ⓐ 板船腹　　Ⓑ 板千原　　Ⓒ 板鮮腹

国の天然記念物、「イタセンパラ」を漢字で書くと次のうち
どれでしょうか。
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８

Ⓐ オランダ　　Ⓑ アメリカ　　Ⓒ ドイツ

淀川は明治時代に大規模な河川改修工事が行なわれました。○○の技師、ヨハネス・デ・レーケ
氏による治水工事は川の両岸からＴ型の石積みを突き出し、水流を制御するというもので、現在
では城北ワンドとして残っています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

10

Ⓐ 旭映画劇場　　Ⓑ ミリオン座　　Ⓒ 江南キネマ

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、角座がありました。現在は一軒も
残っていません。一番最後に閉館したのは次のうちどれでしょうか。

1１

Ⓐ 大正薬品　　Ⓑ シオノギ製薬　　Ⓒ 沢井製薬

ジェネリック医薬品（後発医療品）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(１９２９)に薬局として旭区赤川で創業され、その後昭和２３
年(１９４８)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。その会社は次のうちどれでしょうか。

９ 旭区北部を流れる淀川は、琵琶湖から流れ出る唯一の河川である瀬田川を経て、宇治川、淀川
と名前を変えて大阪湾に流れ込みます。また、琵琶湖に流入する河川や木津川などを含めた
淀川水系全体の支流（支川）数は965本で○○です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 日本で一番目に多い　　Ⓑ 日本で二番目に多い　　Ⓒ 日本で三番目に多い

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

【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。

12

Ⓐ ルナアリタ　　Ⓑ ルナウェア　　Ⓒ エナジーウェア

平成３０年(２０１８)に「旭区ブランド」に認定された「コドモエナジー株式会社」の○○は、有田焼
４００年の伝統技術に蓄光機能を融合した世界初の商材です。電気を使わない○○は、災害やエ
コなど幅広く活躍する新素材で、避難誘導の看板やタイで少年らが洞窟に閉じ込められた際など
にも使用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。
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13

Ⓐ 陶器　　Ⓑ 上皿天びん　　Ⓒ ガスバーナー

今年度「旭区ブランド」に新たに認定された、旭区赤川２丁目にある「株式会社村上衡器製作所」は、
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作、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。

14

Ⓐ 新森小路　　Ⓑ 古市　　Ⓒ 新森

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会ですが、森小路駅の東側は何商
店街でしょうか。

16

Ⓐ 千林まいど館　　Ⓑ 千林おいで館　　Ⓒ 千林ふれあい館

平成２７年(２０１５)にリニューアルされた千林商店街にある千林商店街振興組合が運営している
レンタルスペース（有料）、交通はOsaka Metro谷町線千林大宮駅１号出口より徒歩１分、
京阪電鉄千林駅より徒歩８分、面積は約１５坪のこの場所は何という名前でしょうか。

17

Ⓐ 鳴門巻　　Ⓑ 師走巻　　Ⓒ うず潮巻

旭区新森に関西事務所や大阪工場をもつ、「旭わがまちお宝」に認定されている「株式会社古市庵」
は、百貨店や量販店など全国約１３０店舗にて持ち帰り寿司店を運営していますが、その商品の中
でも年間６０万本を販売し、１２種類の具材を巻いた人気No.１商品の「○○」があります。○○に当
てはまる商品名は次のうちどれでしょうか。

15 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Osaka Metro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。

　Ⓐ 160メートル　　Ⓑ 660メートル　　Ⓒ 1,600メートル

18「旭わがまちお宝」にも認定されている「○○木馬」は、自転車を売るだけではなく、スポーツ走
行のノウハウやメンテナンスを教えたり、琵琶湖一周など年間十数回のイベントを開催し、楽
しみ方や遊びも提供する、ユニークなスポーツバイク専門のプロショップです。○○に当ては
まるものは次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 回転　　Ⓑ バク転　　Ⓒ 旋回
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20

Ⓐ 章一　　Ⓑ 正一　　Ⓒ 昭一

平成10年(１９９８)の第２３回全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞を受賞し、「旭わがまちお宝」に
も認定されている「いちご大福」で有名な城北公園近くにある和菓子屋「松福堂○○」。○○に当て
はまる名前は次のうちどれでしょうか。

26 豊臣秀吉が大阪城築城の際、天守閣の棟が上がらず困っていたところ、秀吉の夢枕に大きな○
○が現れ「城北の大楠の主である」と告げられ、調べてみると見たこともない大楠があるとわか
りました。そこで秀吉は「神のたたりだったか」と鬼門除けの祈祷を行い、その大楠の場所に神
社（今は宝龍寺）を建立したといわれています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 白馬　　Ⓑ 白蛇　　Ⓒ 白竜

19 平成30年(2018)に「旭区ブランド」に認定された「くのか」は、旭区内の和菓子屋さん6店舗
が、○○をモチーフとして、各店舗の和菓子に共通の○○の焼き印を押して、区のお菓子「くの
か」として製造販売しているものです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 朝日　　Ⓑ 花菖蒲　　Ⓒ しょうぶちゃん

21
Ⓐ 徳川家康　　Ⓑ 織田信長　　Ⓒ 豊臣秀吉

旭区内には、大阪と京都を結ぶ「京街道」が通っていますが、この街道を築いたのは誰でし
ょうか。

22
Ⓐ 今市　　Ⓑ 清水　　Ⓒ 大宮

京街道は、高麗橋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。

23
Ⓐ 玄昉　　Ⓑ 行基　　Ⓒ 道鏡

橋寺廃寺は、奈良時代に○○によって建てられた高瀬橋院（橋本寺）の跡とも言われています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

25
Ⓐ 宝倉楼　　Ⓑ 太鼓楼　　Ⓒ 座禅楼

「旭わがまちお宝」の「常宣寺」は、応永４年(１３９７)に開基した浄土真宗本願寺派のお寺で、○○
が目をひきます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

24
Ⓐ 約300年前　　Ⓑ 約600年前　　Ⓒ 約800年前

大宮神社の創建は今からおよそ何年前でしょうか。

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。

とよとみひでよし

あら

じゃ いま ほうりゅうじ

はくば しろへび はくりゅう

こんりゅう

しろきた おおくす ぬし つ しら み おおくす

おおさかじょうちくじょう さい てんしゅかく とう あ こま ひでよし

ひでよし かみ きもん きとう おこな おおくす ばしょ じんよ

ゆめまくら おお

あ なん

あさひくない

あさひ

ほくらろう たいころう ざぜんろう

たから じょうせんじ おうえい かいき てら

め

じょうどしんしゅうほんがんじはねん

とくがわいえやす おだのぶなが とよとみひでよし

おおさか きょうと きょうかいどう

きょうかいどう

はしでらはいじ た

あ

あ

なん

なん

たかせばしいん はしもとでら あと いならじだい

こうらいばし かいどう きてん げんざい かたまち がもう せきめ もりぐち ひら

かた はしもと ふしみ へ きょう いた けいろ あ なん

なんねんまえ

やく ねんまえ やく ねんまえ やく ねんまえ

おおみやじんじゃ そうけん いま

いまいち

げんぼう ぎょうき どうきょう

しみず おおみや

むす とお かいどう きず だれ

かん もんだいれ き し もっと てきとう おも なか えら

へいせい

あさひ はなしょうぶ

てんぽ

かくてんぽ わ が し きょうつう や いん お く か　し

せいぞうはんばい あ

あ

なまえ つぎ

なん

ねん

へいせい

しょういち しょういち しょういち

しろきたこうえんちか わ が し や しょうふくどう

ないかくそうりだいじんしょう じゅしょう たからあさひ

だいふくにんてい ゆうめい

だい かいぜんこくかしだいはくらんかいねん

あさひく あさひくない わ が し やにんてい



5

27 昭和２６年(１９５１)頃まで、現在の「常翔学園」の正門の前に、戦後まもなく、戦災で家を失った
人々のために、○○を利用した市営住宅がありました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 防空壕　　Ⓑ 木炭バス　　Ⓒ 陸軍兵舎の廃材

29 明治時代、淀川を船が安全に航行できるように「○○水制」（水の流れを制御する為の構造物）と
いう工事が行われました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ モップ　　Ⓑ ヒップ　　Ⓒ ケレップ

28 約二千年前の弥生時代に中国から朝鮮半島を経由して入ってきた農耕文化により、人間は山地
の狩猟から農耕の低地へと移り、『河内湖』や淀川に近く、水利の良い自然堤防上の現在の○○
に人が住み始め、ムラができたと考えられています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 太子橋　　Ⓑ 赤川　　Ⓒ 森小路

30 旭区内にある鉄道の駅は全部で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
ますが、複数路線で同じ名前の場合は１つでカウントします。）

　Ⓐ ７駅　　Ⓑ ８駅　　Ⓒ ９駅

32 昭和27年（1952）、北清水町を発着する市バスが開通しました。当時の大人の市バス乗車料
金はいくらだったでしょうか。

　Ⓐ 15円　　Ⓑ 25円　　Ⓒ 50円

31 昭和10年代に城北公園前を通っていた交通機関は何でしょうか。
　Ⓐ 市電　　Ⓑ 市バス　　Ⓒ トロリーバス

【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。

33 今年（2019年）3月16日に開業した「おおさか東線」が通る「赤川鉄橋」には、貨物船と同時に、人が
歩いて渡れる人道橋の「赤川仮橋」が○○まで存在していました。○○に当てはまるものは、次のうち
どれでしょうか。

　Ⓐ 平成25年(2013)10月31日　　Ⓑ 平成27年(2015)10月31日

　Ⓒ 平成30年(2018)10月31日

あさひくない

しょうわ

しでん し

ねんだい

しょうわ

ことし

へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち

へいせい ねん がつ にち

ある わた じんどうばし あかがわかきょう そんざい あ つぎ

ねん がつ にち かいぎょう ひがしせん とお あかがわてっきょう かもつせん どうじ ひと

きん

えん えん えん

きたしみずちょう はっちゃく し かいつう とうじ おとな し じょうしゃりょうねん

しろきたこうえんまえ とお こうつうきかん なん

ふくすうろせん おなじ なまえ　　　　　ばあい

てつどう えき

えき えき えき

ぜんぶ えき いちぶ ほか く し ふく

しょうわ

やくにせんねんまえ

めいじじだい

こうじ

よどがわ ふね あんぜん こうこう すいせい みず なが せいぎょ ため こうぞうぶつ

やよいじだい

しゅりょう のうこう ていち うつ かわちこ よどがわ ちか すいり よ しぜんていぼうじょう げんざい

ひと すみ

たいしばし あかがわ もりしょうじ

はじ かんが

ちゅうごく ちょうせんはんとう けいゆ はい のうこうぶんか にんげん さんち

ぼうくうごう もくたん りくぐんへいしゃ はいざい

げんざい じょうしょうがくえん せいもん せんご せんさい

ひとびと りよう しえいじゅうたく

いえ うしなまえねん ごろ

あ

あ

あ

なん

なん

なん

かんこう　つう もんだい もっと てきとう おも なか えら
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【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。

36 旭区の花のデザインマークは、広く区民の方々から募集のうえ、平成元年(1989)8月26日に開催さ
れた「市政○○周年旭区記念式典」において制定されたものです。まちづくりのシンボルマークとし
て広く活用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 100　　Ⓑ 150　　Ⓒ 200

34 大阪市では、ごみの分別収集で、資源ごみの収集時鳴らされている音楽は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 赤とんぼ　　Ⓑ 夕やけ小やけ　　Ⓒ 草競馬

37 広報紙「広報あさひ」は、毎月1日に発行しており、旭区ホームページでもご覧いただけます。（点字
版もあります。）配送を希望される方は、区役所○○課(広聴広報)電話6957－9683にお申込みくだ
さい。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 総務　　Ⓑ 企画総務　　Ⓒ 市民協働

38 旭区の人口は91,072名（平成30年10月1日現在　推計）ですが、これは大阪市24区中何番目に多
いでしょうか。

　Ⓐ 17番目　　Ⓑ 20番目　　Ⓒ 22番目

40 平成30年中(2018)の旭区における刑法犯罪認知件数は大阪市24区中、何番目に少ないでし
ょうか。

　Ⓐ １番目　　Ⓑ ５番目　　Ⓒ ９番目

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

39 淀川の城北ワンドに棲む国の天然記念物「イタセンパラ」のマスコットキャ
ラクターを旭区で公募し、区民投票の結果平成26年(2014)10月に決定し
ました。このキャラクターの名前は何でしょうか。

　Ⓐ イタッチ　　Ⓑ パラッチ　　Ⓒ イタリン

35 城北公園の地下には､災害に備えて､4万4000人の人が､3日間飲用できる量の飲料水を確保
した「飲料水用耐震性貯水槽」が設置されていますが､この設備が完成したのはいつだったでし
ょうか。

　Ⓐ 第二室戸台風が襲来した1961年　　Ⓑ 阪神・淡路大震災があった1995年

　Ⓒ 東日本大震災があった2011年

あさひく

よどがわ

へいせい ねんちゅう あさひく けいほうはんざいにんちけんすう おおさかし くちゅう なんばんめ すく

あさひく こうぼ くみんとうひょう けっか へいせい ねん がつ けってい

なまえ なん

しろきた す くに てんねんきねんぶつ

おお

ばんめ

ばんめ ばんめ ばんめ

ばんめ ばんめ

じんこう めい へいせい ねん がつ にち げんざい すいけい おおさかし くちゅうなんばんめ

おおさかし

しろきたこうえん

あさひく

こうほうし こうほう

あ なん

そうむ きかくそうむ しみんきょうどう

まいつき にち はっこう あさひく らん てんじ

はいそうばん きぼう かた くやくしょ か こうちょうこうほう でんわ もうしこ

しせい

ひろ かつよう あ なん

しゅうねんあさひくきねんしきてん せいてい

はな ひろ くみん かたがた ぼしゅう へいせいがんねん がつ にち かいさい

だいにむろとたいふう ねん

ねんひがしにほんだいしんさい

ねんしゅうらい はんしん あわじ

ち　か さいがい そな まん にん ひと かかんいんよう りょう いんりょうすい かくほ

いんりょうすいようたいしんせいちょすいそう せっち せつび かんせい

ぶんべつしゅうしゅう しげん しゅうしゅうじな おんがく つぎ

あか ゆう こ くさけいば

かんぎょう　せ    い もんだい もっと てきとう おも なか えら

だいしんさい
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46 大阪工業大学の正門は初代理事長を務めた片岡安が実施設計した○○を模しています。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 日本銀行大阪支店　　Ⓑ 大阪市中央公会堂　　Ⓒ 旧大阪市庁舎

47 強豪校として知られる常翔学園高等学校ラグビー部。チーム名の愛称は○○です。○○に当て
はまるものは何でしょうか。

　Ⓐ メリーズ　　Ⓑ ネイビーレッズ　　Ⓒ ベアーズ

48 旭区では子どもたちの交流の場、また、一緒に食事ができる場として、NPO法人や個人の方々
により、区内○○箇所でこども食堂が開催されています（令和元年6月現在）。○○に当てはま
るものは何でしょうか。
　Ⓐ ３　　Ⓑ ５　　Ⓒ ７

42 旭区は淀川を隔てて、区内24区のうち東淀川区と接し、都島区、城東区、○○と隣り合っていま
す。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 鶴見区　　Ⓑ 東成区　　Ⓒ 淀川区

43 旭区には、子育て支援の充実をより図るために作られたカードがあり、乳幼児健診の状況や、幼稚園
・保育園の通園などの子育ての記録ができます。そのカードの名前は次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ あさひキッズカード　　Ⓑ あさひこどもカード　　Ⓒ あさひチャイルドカード

44 旭区では、妊娠中から子育て期までの切れ目のない支援体制として、フィンランド語で「相談・アド
バイスの場所」を意味する言葉、「大阪市版○○」の取り組みを進めており、妊娠期からの地区保健師

との信頼関係の強化や出生後の子育て家族の支援の充実などに取り組んでいます。○○に当てはまる

言葉は何でしょうか。

　Ⓐ ボウフラ　　Ⓑ ズボラ　　Ⓒ ネウボラ

45 今年度新たに「旭区ブランド」に認定された大阪工業大学と常翔学園中学校・高等学校を擁する学
校法人常翔学園は、2022年に創立○○周年をむかえます。○○に当てはまるものは何でしょうか

　Ⓐ 75　　Ⓑ 80　　Ⓒ 100

41 旭区が誕生したのはいつでしょうか。
　Ⓐ 大正8年(1919)　　Ⓑ 昭和7年(1932)　　Ⓒ 昭和14年(1939)

【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。

あさひく

あさひく

あさひく

あさひく

おおさかこうぎょうだいがくこんねんどあら あさひく にんてい

おおさかこうぎょうだいがく

にほんぎんこうおおさかしてん おおさかしちゅうおうこうかいどう きゅうおおさかしちょうしゃ
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じょうしょうがくえんちゅうがっこう こうとうがっこう よう がっ

ねん あ なんそうりつ しゅうねん

にんしんちゅう こそだ き き め しえんたいせい ご そうだん

ばしょ いみ ことば おおさかしばん と く すす にんしんき ち く ほ け ん し

しんらいかんけい きょうか しゅっさんご こそだ かぞく しえん じゅうじつ と く あ

ほいくえん つうえん こそだ きろく なまえ つぎ

こそだ しえん じゅうじつ はか つく にゅうようじけんしん じょうきょう ようちえん

つるみく ひがしなりく よどがわく

よどがわ へだ くない く ひがしよどがわく せっ みやこじまく じょうとうく とな

あ なん

なんことば

あ

たいしょう ねん しょうわ ねん しょうわ ねん

たんじょう

きょうごうこう

あさひく

くない かしょ しょくどう かいさい れいわがんねん がつげんざい あ

なん

こ こうりゅう いっしょ しょくじば ば ほうじん こじん かたがた

じょうしょうがくえんこうとうがっこうし ぶ めい あいしょう あ

なん
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49 今年度、新しく「旭わがまちお宝」に認定されたNPO法人で、心の問題を抱え生きづらい人た
ちの「働きたい」気持ちに答えることを目的として約15年活動しており、しょうぶちゃんクッ
キー等を製造し、各イベント等で販売も行っている事業所の名前は次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ あゆみ工房　　Ⓑ あゆみ製作所　　Ⓒ あゆみ事業所

50 旭区では平成30年度より、毎月第3木曜日には旭区役所の１階正面玄関ロビーにて、また、毎
月第1金曜日（5月・10月・1月を除く）には○○にて、区内障がい者施設による物販活動を行
っています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 千林ふれあい館　　Ⓑ 千林くらしエール館　　Ⓒ 旭区民センター前

53「音楽の○○」は、1982年にフランスで生まれた〈Fete de la Musique〉を原型に、「音楽は
すべての人のもの」という基本精神に基づき、全会場入場無料で、毎年夏至の日に世界各地で

開催されるものです。旭区では、普段、音楽に接することの少ない方でも気軽にお越しいただ

き、楽しんでいただけるようにと、毎年身近な旭区民センターで「音楽の○○inあさひ」を開催

しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 祭日　　Ⓑ 祝日　　Ⓒ 祭典

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

51「旭区ブランド」である1000ピースプロジェクトは、平成24年(2012）
から千林界隈の暮らしをもっと楽しくするプロジェクトとして活動を開
始し、地域と商店街全体を同時に盛り上げるイベントの企画やフリーペ
ーパーを発行してきました。その活動の一環として、今年11月9日には
東洋きもの専門学校と協働し、誰でも気軽に着物に触れることができる
イベント「第2回＃○○」を開催しました。○○に当てはまるものは、次の
うちどれでしょうか。

　Ⓐ キモノキテ　　Ⓑ キモノミテ　　Ⓒ キモノキテミテ

52 平成25年(2013)から始まり、毎年ハナショウブが咲き誇る6月ごろ
に地ビールと全国のグルメ、豪華なステージイベントを楽しめる区内
の一大イベント城北公園フェアが行われています。今年は6月1日、2
日に開催し、区の内外から、2日間で約○○人もの方々にご来場いた
だきました。〇〇に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 14,000　　Ⓑ 34,000　　Ⓒ 54,000

おんがく ねん う ふぇっと ど ら みゅじーく げんけい おんがく
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しろきたこうえんいちだい おこな ことし がつ にち
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あ なん

ごうか たの くない

せんばやしかいわい たのし かつどう かい
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せんもんがっこうとうよう きょうどう だれ きがる きもの ふ

がつ か

く

へいせい ねん
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こんねんど ひと

など せいぞう かく など はんばい

こうぼう せいさくしょ じぎょうしょ

おこな じぎょうしょ なまえ つぎ

はたら き　も こた もくてき ねんかつどう

あたら あさひ たから にんてい ほうじん

やく
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54 森小路の地蔵さんとして親しまれている「朝日地蔵尊」は、歯痛にもとても効くそうで、だまっ
て１週間お参りをすれば治るといわれています。願いがかなったら、お礼としてこのお地蔵さ

んの好きな○○を供えるそうです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 塩　　Ⓑ お酒　　Ⓒ お茶

55 2011年に「汀の砂」で小説家デビューを果たした、大阪市旭区出身の小説家の名前は、次のう
ちどれでしょうか。

　Ⓐ 青桃　　Ⓑ 赤桃　　Ⓒ 黄桃

56「旭高校・大阪工業大学」があるところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ⑩・②　　　Ⓑ ⑩・①　　　Ⓒ ⑪・①

57「光陽支援学校・大宮西小学校」があるところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ⑤・⑨　　　Ⓑ ⑭・⑧　　　Ⓒ ⑭・⑨

59 昭和22年(1947)、戦後の学制改革で「新制中学校」が発足しましたが、その年に旭区で最初にで
きた「新制中学校」は、旭陽中学校とある中学校でした。ある中学校の場所は、どこでしょうか。

　Ⓐ ③　　Ⓑ ⑦　　Ⓒ ⑬

60 この学校は、部活動が盛んで、平成7年（1995）までに過去13回、全国大会出場を果たすなど、か
つてはラグビー部が大阪代表の常連校でしたが、近年は吹奏楽部が全国トップクラスの実績を誇っ
ています。この学校の場所は、どこでしょうか。

　Ⓐ ②　　Ⓑ ⑥　　Ⓒ ⑬

58 太平洋戦争直前の昭和15年(1940)、世の中が戦争一色に染まっていく中、からだやこころに
障がいを持った子たちのための学校が、全国に先がけてこの旭区に誕生しました。その学校の

現在の所在地は、次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ ②　　Ⓑ ④　　Ⓒ ⑤

【総 合】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）以下の56～60の問題について、別紙の「総合問題マップ（先生）」をご覧の上、お答えください。
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あさひ、だいすき♪『旭区検定』

　太郎さんは令和の時代に入って間もない５月の連休に旭区に引っ越してきました。新

しく住むことになった我が町のことを学ぼうと、知りあいの花子さんに旭区を案内して

もらうことになりました。花子さんは旭区の生まれで旭区育ち、現在旭図書館で働いて

います。

　今日は、その1日目。Osaka Metro谷町線の関目高殿駅で待ち合わせをして、ここか

ら北の方へ向かって淀川の堤防を目指します。

　関目高殿駅の５号出口を出て、国道を西へ向かいます。

　信号を過ぎた所で、国道から斜め右に分かれる道があり、くねくねとカーブが続いてい

ます。このあたりの道は、豊臣秀吉が京街道を築く際に敵の侵入を抑えるためにわざと

カーブをつけたといわれ、（　61　）と呼ばれています。
　しばらく進むと右に分かれる道があり、ちょうど北へ向かっています。京街道から分

かれるこのあたりにかつて大宮神社の（　62　）があったといわれ、神社の古文書にも絵
が残っています。

　ここから大宮神社までまっすぐに参道が続きます。参道の両側にはかつて（　63　）の
並木が植わっていました。北へ進むと右手にうなぎ料理で有名な魚伊があります。

　さらに北へ進むと、しばらくは住宅地ですが、信号を越えたあたりから道の両側に学校

があります。左手には広いグラウンド、右手には正門が見えます。このあたりは、小・中

・高の学校が集まる文教エリアです。

　学校を過ぎると両側にマンションがあり、正面に高速道路が見えてきます。高速道路

の下には城北川（　64　）が流れ、（　65　）が架かっています。橋を渡ると、左側に地蔵
の祠があり、その後ろには、花子さんが働いている旭図書館が入っている大きな建物（　66　）
が見えます。

　橋から北へ進み柳通りに出ると、右手の角に（　67　）があります。旭区を東西に走る
柳通りは役所関係の建物が並ぶ通りです。

　柳通りを渡り北へ進むと、正面に大宮神社（　68　）が見えてきます。大宮神社の裏手
には公園があって、ここからは神社の建物がよく見えます。

　公園を出て北へ向かうと大宮小学校があります。学校の外周の鉄柵に案内板（　69　）
があります。

　さらに北へ進み、大通りを渡り、高速道路の下をくぐります。学校の横を抜けて淀川の

堤防に上がりました。堤防の上からは、淀川の流れが一望でき、左右に大きな橋（　70　）
が見えています。１日目は約３キロメートル歩きました。ここでゴールです。

（2）次の文章を読んで、以下の61～70の問題に答えてください。
コースについては別紙の「総合問題マップ（先生）」を参考にして下さい。

そうごうもんだい せんせい

つぎ よ い　かぶんしょう

べっし くださんこう

もんだい こた

たろう

きょう にちめ たにまちせんおおさか めとろ せきめたかどのえき

せきめたかどのえき

しんごう

みち とよとみひでよし きょうかいどう

きょうかいどう

おおみやじんじゃ

おおみやじんじゃ さんどう さんどう りょうがわ

なみき

きた すす じゅうたくち しんごう こ みち りょうわき がっこう

ひだりて ひろ みぎて せいもん み しょう ちゅう

こう がっこう

がっこう

しろきたがわ なが か はし わた ひだりがわ

ほこら

はし きた すす やなぎどお

やなぎどお

やなぎどお

こうえん

こうえん で きた おおみやしょうがっこう がっこう がいしゅう てっさく あんないばん

きた すす おおどお こうそくどうろ した がっこう よこ ぬ よどがわ

ていぼう あ ていぼう うえ よどがわ なが いちぼう さゆう おお はし

み にちめ やく ある

わた

む

じんじゃ たてもの み

わた きた しょうめん おおみやじんじゃ おおみやじんじゃ うらてみすす

やくしょかんけい たてもの なら とお

みぎて かど あさひく とうざい はしで

うし はなこ はたら あさひとしょかん はい

み

おお たてもの

じぞう

りょうがわ しょうめん こうそくどうろ こうそくどうろみ

した

す

あつ ぶんきょう

きた すす みぎて りょうり ゆうめい うおいう

つづ

じんじゃ こもんじょ え

のこ

わ

きづ さい てき しんにゅう おさ

よ

すす みぎ わ みち きた む

す ところ こくどう なな みぎ わ みち つづ

ごうでぐち で こくどう にし む

ま

きた ほう む よどがわ ていぼう めざ

あ

はなこ あさひく あさひくそだ げんざいあさひとしょかん はたらう

れいわ じだい はい ま がつ れんきゅう あさひく ひ こ あたら

わがす まち まな し はなこ あさひく あんない
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62 かつてここにあった鳥居の名前は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 一の鳥居　　Ⓑ 二の鳥居　　Ⓒ 三の鳥居

63 参道にかつてあった並木は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 桜　　Ⓑ 梅　　Ⓒ 松

64 大川と寝屋川を結ぶ、城東区、旭区、都島区の３区にわたって流れる城北川の全長は何キロメ
ートルでしょうか。

　Ⓐ 5.6キロメートル　　Ⓑ 60.5キロメートル　　Ⓒ 107.4キロメートル

68 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　　Ⓒ たこ

65 城北川に架かるこの橋の名前はどれでしょうか。
　Ⓐ 旭江野橋　　Ⓑ 西大宮橋　　Ⓒ 東大宮橋

66 旭図書館が入っている大きな建物に入っていない施設は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 旭備蓄倉庫　　Ⓑ 芸術創造館　　Ⓒ 旭区役所

69 学校の外周の鉄柵にある案内板は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 木犀の陣屋跡　　Ⓑ 淀川旧堤防跡　　Ⓒ 強頸絶間

70 左右に見える橋のうち右手（上流側）の橋の名前はどれでしょうか。
　Ⓐ 赤川鉄橋　　Ⓑ 菅原城北大橋　　Ⓒ 豊里大橋

61（　61　）に入る名前は次のどれでしょうか。
　Ⓐ へそ曲がり　　Ⓑ 七曲がり　　Ⓒいろは曲がり

67（　67　）に入る建物はどれでしょうか。
　Ⓐ 旭警察署　　Ⓑ 旭消防署　　Ⓒ旭区役所

なまえ

とりい なまえ つぎ

いち とりい に とりい さん とりい

さんどう

おおかわ ねやがわ むす じょうとうく あさひく みやこじまく く なが しろきたがわ

しろきたがわ

あさひとしょかん

おおみやじんじゃ

がっこう

さゆう み はし みぎて じょうりゅうがわ はし なまえ

あかがわてっきょう すがわらしろきたおおはし とよさとおおはし

もくせい じんやあと よどがわきゅうていぼうあと こわくびたえま

がいしゅう てっさく あんないばん つぎ

しゃでんまえ おお ふるき だいじん きはだ じぶん はだ こうご

ねが びょうき れいこう はい ことばごと

たてものはい

あさひけいさつしょ あさひしょうぼうしょ あさひくやくしょ

あさひびちくそうこ げいじゅつそうぞうかん あさひくやくしょ

おおはい たてもの はい しせつ つぎ

あさひえのばし にしおおみやばし ひがしおおみやばし

か はし なまえ

ぜんちょう なん

さくら うめ まつ

なみき つぎ

つぎ

ま ななま ま
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あさひ、だいすき♪『旭区検定』

２日目は、今年３月に新しく全線開通したJRおおさか東線の城北公園通駅で待ち合わせをし

て、ここから東に向かって進み旭区を横断します。

　城北公園通駅の東口を出て南へ向かい赤川１丁目の交差点を東に進みます。そのまま真っ

すぐ進み、信号を２つ越えると、左手に”えんじ色”の車体でおなじみのタクシー会社、日本

タクシー株式会社（　71　）の本社が見えます。
　そのまま直進し、交差点を左に曲がり北へ向かって大きな道路（　72　）の左側の歩道を歩き
ます。

　2つ目の信号を過ぎると、左手に寺西化学工業株式会社（　73　）のビルが見えてきます。
　ビルの南側の交差点から東へ向かって進むと、正面に高速道路が見えてきます。高速道路

の下は遊歩道（　74　）となっています。
　遊歩道を越えて、さらに東へ向かうと(　75　）です。大宮神社の前を過ぎてしばらく進む
と、左手に入ったところに神徳温泉（　76　）があります。
　Osaka Metro千林大宮駅を過ぎるとアーケードのある千林商店街（　77　）に入りま
す。商店街は京街道のところで、少し南にずれています。そこからさらに東へ進むと左

手に山下紙文具株式会社（　78　）が現れます。そのまま直進すると、京阪電車の千林駅
に突き当たります。

　駅の北側のガードをくぐり、しばらく進むと左手に特別養護老人ホームさくら苑があります。

さくら苑の前を通り過ぎてすぐの交差点を左へ曲がり、北へ進むと、正面に八幡大神宮（　79　）
が見えてきます。

　鳥居の手前の道を東へ向かい、大きな通りを越えて進むと八幡大神宮から400メートルほ

どのところに八幡大神宮御旅所（　80　）があります。御旅所とは、神社の祭の際に神輿が
巡業の途中で休憩または宿泊する所、あるいは巡業目的地をさします。

　2日目は、旭区を東西に横断するコースで、約５キロメートルの道のりでした。花子さん、

２日間にわたって案内していただきありがとうございました。

（3）次の文章を読んで、以下の71～80の問題に答えてください。
コースについては別紙の「総合問題マップ（先生）」を参考にして下さい。

つぎ よ い　かぶんしょう

べっし くださんこう

もんだい こた

かめ ことし がつ あたら ぜんせんかいつう ひがしせん しろきたこうえんどおりえき

しろきたこうえんどおりえき ひがしぐち で みなみ む あかがわ ちょうめ こうさてん ひがし すす ま

すす しんごう こ ひだりて いろ しゃたい がいしゃ にほん

かぶしきがいしゃ

ちょくしん

め

みなみがわ

ゆうほどう

ゆうほどう こ ひがし おおみやじんじゃ

せんばやしおおみやえきおおさか めとろ

しょうてんがい きょうかいどう すこ みなみ ひがし すす ひだり

て やましたかみぶんぐかぶしきがいしゃ

えき きたがわ

とりい

かめ あさひく とうざい おうだん みちやく はなこ

かかん あんない

てまえ みち ひがし おお とお すす はちまんだいじんぐう

はちまんだいじんぐうおたびしょ おたびしょ じんじゃ まつり みこし

じゅんぎょう とちゅう きゅうけい しゅくはく ところ じゅんぎょうもくてきち

さい

こむ

すす ひだりて とくべつようごろうじん えん

えん まえ こうさてん ひだり きた すす しょうめん はちまんだいじんぐう

み

まとお す

あらわ ちょくしん けいはんでんしゃ せんばやしえき

つ あ

す せんばやししょうてんがい はい

まえ すす

ひだりて しんとくおんせんはい

すむ

こうさてん ひがし む すす しょうめん こうそくどうろ こうそくどうろみ

した

しんごう す ひだりて みてらにしかがくこうぎょうかぶしきがいしゃ

こうさてん ひだり まが きた む おお どうろ ひだりがわ ほどう ある

ほんしゃ み

ま あ

ひがし む すす あさひく おうだん

そうごうもんだい せんせい
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72 この道路の愛称は次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 城北公園通　　Ⓑ 城北筋　　Ⓒ 大阪内環状線

75 この道は古くからの街道です。次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 京街道　　Ⓑ 野崎街道　　Ⓒ 熊野街道

77 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50店　　Ⓑ 約200店　　Ⓒ 約500店

73「旭わがまちお宝」に認定されている「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

74 高速道路の遊歩道の側には、今年度、新たに「旭わがまちお宝」に認定された、素材と製法にこ
だわる、地元の人々に愛されるケーキ屋「PATISSERIE garo」があります。地図上のア～ウの
中で、PATISSERIE garoの位置として正しいものはどれでしょうか。　　

　Ⓐ ア　　Ⓑ イ　　Ⓒ ウ

71 旭区には、日本タクシー株式会社と協働し、妊婦の方がご自宅・病院など
を事前登録することで、簡単にタクシーを利用できる○○（愛称）があり
ます。料金は通常のタクシー料金と同額、24時間365日対応で、万が一
のために防水シーツを配備しています。○○に入るのは次のどれでしょ
うか。

　Ⓐ 旭こうのとりタクシー　　　Ⓑ 旭ゆりかごタクシー

　Ⓒ 旭しょうぶタクシー

76 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。

　Ⓐ 直径２メートルの大時計がある　　　Ⓑ 年中無休の営業

　Ⓒ “美肌の湯”ともいう軟水を使用

どうろ あいしょう つぎ

しろきたこうえんどおり

てらにしかがくこうぎょうかぶしきがいしゃあさひ たから にんてい

こうそくどうろ

じもと ひとびと あい や ぱてぃすりー がろ

ぱてぃすりー がろ

ちずじょう

なか い　ち ただ

ゆうほどう

みち

しゃこうば

せんばやししょうてんがい

やく てん やく てん やく てん

みせ な た

せんとう あさひ たから にんてい しんとくおんせん

なつぎ

ちょっけい おおどけい ねんじゅうむきゅう えいぎょう

びはだ ゆ なんすい しよう

ふる かいどう つぎ

きょうかいどう のざきかいどう くまのかいどう

そば こんねんど あら あさひ たから にんてい そざい せいほう

にほん

うま ようもう かみけ

さいしょ かいはつ さき つぎ なに つか

しろきたすじ おおさかうちかんじょうせん

あさひく にほん かぶしきがいしゃ きょうどう にんぷ かた じたく びょういん

じぜんとうろく かんたん りよう あいしょう

りょうきん りょうきん どうがく じかん にちたいおう まん いち

ぼうすい はいび はい つぎ

あさひ

あさひ

あさひ

つうじょう
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78 今年度新たに「旭わがまちお宝」に認定された「山下紙文具株式会社」は、明治43年（1910）に
紙商として創業し、京阪電車○○停車場（路面電車）では、乗車券販売の補助業務も兼ねていま
した。○○に当てはまるものは、次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 森小路　　Ⓑ 新森小路　　Ⓒ 千林

79「旭わがまちお宝」に認定されている八幡大神宮は、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　　Ⓒ 防火宮

80 八幡大神宮御旅所の前を南北に走る道は古くからの街道です。この街道は剣街道と呼ばれる場
合もありますが、次のうちのどれでしょうか。

　Ⓐ 京街道　　Ⓑ 中高野街道　　Ⓒ 野崎街道

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

こんねんど　あら

はちまんだいじんぐうにんていたからあさひ

はちまんだいじんぐうおたびしょ

あい つぎ

きょうかいどう なかこうやかいどう のざきかいどう

まえ なんぼく はし みち ふる かいどう かいどう つるぎかいどう よ ば

やけずのみや しょうぼうのみや ぼうかのみや

かさい あくえき ふせ りやく

はちまんだいじんぐう なんべつめい

かみしょう

あ つぎ

もりしょうじ しんもりしょうじ せんばやし

そうぎょう けいはんでんしゃ ていりゅうじょ ろめんでんしゃ じょうしゃけんはんばい ほじょぎょうむ か

あさひ たから にんてい やましたかみぶんぐかぶしきがいしゃ めいじ ねん



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。

設問は令和年10月1日現在の状況をもとに作成しています。


