
【定価】1,300円（税抜）
【編著】田辺眞人監修 宝塚市文化財団編
【判型】A5判

※ソリオホール、ベガ・ホール、文化創造館のほか、書店にて販売しています。

宝塚の街の歴史・自然・文化・風土・
生活文化などが一冊に。

～宝塚学検定 公式テキスト～
宝塚まちかど学 新版 【定価】各500円（税込）

過去問題集

※ソリオホール、ベガ・ホール、文化創造館のほか、書店にて
　販売しています。

過去の受検問題から過去問題集も
取りそろえております。

【定価】500円（税込）

サブテキスト

※ソリオホール、ベガ・ホール、文化創造館のほか、書店にて
　販売しています。

宝塚の産業や商業に焦点をあて、「ものづくり」を
テーマに、宝塚市内の企業を紹介しています。

公式テキスト新版

もの知りチーム
決定戦

専用のエントリーシートでのお申し込みください。宝塚市文化財団にご請求いただくか、
下記のウェブサイトから専用の申込書をダウンロードしてください。

※注意事項 ・お申し込み後のメンバーの追加・変更、受検の取消はできません。
 ・博士認定者は、人数に制限なく参加できますが、1人10点を減点した点数で判定します。

 お問い合わせ
（公財）宝塚市文化財団

住所  665-0845 宝塚市栄町2丁目1-1 ソリオ1・3F
TEL  0797-85-8844   HP  https://takarazuka-c.jp

●主催：宝塚市・（公財）宝塚市文化財団
●後援：宝塚市教育委員会・エフエム宝塚・宝塚商工会議所・宝塚市国際観光協会
●協賛：アサヒ飲料株式会社

申込期間

会　場 宝塚ソリオホール ほか
2019年1月10日（木） 10:00～ 2月28日（木） 

どれだけ知ってる？

宝塚

2019年

3月21日 13：30試験開始

●「認定証」と「ピンバッジ」を進呈。
●認定証、クーポンによる市内店舗での割引など
●「合格者の集い」への参加。

・宝塚のことを知ることができて、楽しく
勉強することができました。（40代）

・まち歩きや読書会など、関連企画も多
く、毎年楽しみにしています。（60代）

・満点をとるために、毎年、次も頑張ろう！
と思っています。（60代）

第10回

木・祝

受検者の声合格特典

【実施部門】 【参加資格】

【対戦方法】

【 受 検 料】

【申込方法】

ファミリー部門
一般部門

ファミリー部門    2名以上（小中学生とその家族）
一般部門    3名以上
※複数チームへのエントリーはできません。

ファミリー部門    大人と子どもそれぞれ最高点の合計点で競います。
一般部門    チーム内の成績上位3名の合計点で競います。
※どちらの部門も合計点が同点の場合は、チーム全員の平均点で判定。
※小学生は20点、中学生は10点を加点し判定。　※博士認定者は、10点を減点した点数で判定。

2,500円／人（中学生以下1名無料）
※友の会割引の適用あり。

【HP】 https://takarazuka-c.jp/kentei/

ご家族・ご友人と楽しめる特別企画。

上位チームには、　 賞状と副賞を贈呈　 します。

ぜひご参加ください。

地域文化の質向上を願い、（公財）宝塚市文化財団の行う
文化事業の支援を目的としてご寄付をいただきました。

寄付者の
ご紹介

株式会社ジェイコムウエスト、宝塚阪急、JA兵庫六甲、アピア名店会、占いサロン「風雷堂」、うろこ、au ショップ宝塚、
カトマンドゥーカリーPUJA、カフェ・ド・プリミエール、Coffee Canon、甘味処一休、杵屋 宝塚ソリオ店、串カツ酒場 清荒神店、こうじんさん鍼灸接骨院整体院、
さん志ょうや本家、サンマルク宝塚店、シネ・ピピア、信州そば処 そじ坊 宝塚ソリオ店、すてーき食堂A-CHI-CHI、そば処 三佳、宝塚市立中央図書館、
宝塚市立手塚治虫記念館、宝塚ホテル、宝塚ワシントンホテル、たこやき幸じん、ノニヤ薬局、花きよ、B＆V ノニヤ、美容室K・T PARMS、
ブックランドサンクス 宝塚ソリオ店、フロイライン、へっついや、ホテル若水、みさご珈琲、参福（みふく）、ゆめびとカフェ、ラーメン工房 あ 宝塚店、来夢、
レストランこむず、六軒茶屋、ロッジ、ろばた「なかむら」

宝塚歌劇ペア鑑賞券、宝塚のお米（西谷産コシヒカリ）、
「ウィルキンソンタンサン」などをプレゼント！

さらに、成績優秀者には・・・

宝塚学検定協力団体・協力店

New!

宝 塚 発 祥 、
1 0 0 年 の 歴 史。



宝塚歌劇や手塚治虫記念館で知られるこの街には、それ以外にも豊かな自然、歴史や文化を感じる古墳や名刹・
古社、まちなみなどがあり、興味深いテーマがたくさんあります。
当検定は、このような宝塚の魅力についての知識を広め、宝塚への愛着を深めてもらうことを目的としています。

初級から受検をスタートし、初級取得後、１段階ずつ上がるステップアップ方式です。
博士取得者も何度でも続けて受検出来ます。
※飛び級や途中級からの受検受付はありません。
※試験問題は、毎回変更しますが、初級～博士まで同一とします。

宝塚学博士の会について
宝塚に関する豊富な知識を活かし、まち歩きや研究、ＰＲなど、
自主的に活動しています。
※受検料の割引有り

クラス
博 士
上 級
中 級
初 級

受検資格
博士・上級合格者
中級合格者
初級合格者

はじめての受検者

昇級イメージ

答え：❶B 　❷D

日時
2019年3月21日（木・祝）13：30試験開始（受付12：00～13：10）
※13：15から受検の注意事項等の説明を行いますので、必ず13：10までにお越しください。

会場
ソリオホール・ソリオカルチャー会議室（JR・阪急宝塚駅すぐソリオ1・3階）　※会場は選べません。
受検料
一般   3,000円
友の会   2,400円
大学生以下      500円　※当日学生証呈示
ペア割引（ご家族・ご親戚・お友達などお二人での受検の場合）  2,500円／人
※必ず2名様ご一緒にお申し込みください。（窓口申込のみ）
宝塚市内企業採用・宝塚市内在住2年以内（2017年4月～2019年2月）  2,500円
受検資格
小学生以上　※当日は託児サービスもあります。（1,000円／人・3/14（木）〆切）詳しくはお問い合わせください。
申込期間
2019年1月10日（木）10:00～2月28日（木）
申込方法
下記、いずれかの方法でお申し込みください。
①窓口で申込　右ページの「宝塚学検定申込書」に必要事項を記入のうえ、

受検料とあわせて、ソリオホール（宝塚市文化財団）窓口にお持ちください。（9：00～17：00）
②電話申込　　（公財）宝塚市文化財団 0797-85-8844 （9：00～17：30、日・祝休） までお電話ください。
 ※お客様情報をお聞きしますので、受付に多少お時間がかかります。
③インターネットからの申込    https://takarazuka-c.jp/kentei/ からお申し込みください。
受検票
受付期間終了後、申込時にいただきました住所に受検票を郵送します。
※3月11日（月）までに届かない場合は、お問い合わせください。

結果について
2019年4月中旬予定　※受検者全員に合否結果を通知します。合格者には、「認定証」と「ピンバッジ」も併せてお送りします。
その他
・受検料納入後の返金はできません。
・受検料は、お申し込み後、2週間以内にご入金ください。なお、入金の〆切りは2月28日（木）までです。
・受検料の領収書、受検票等は合否発表まで保管しておいてください。
・問題内容、採点基準等に関するご質問は一切お答えできません。

【出題範囲】宝塚の自然・風土・歴史・文化に関する知識　※宝塚学検定公式テキスト「宝塚まちかど学」新版の内容を中心に出題
【出題形式】マークシートによる4択の択一式 100問（1問1点の100点満点） ※試験時間は80分間 ※試験問題はお持ち帰りいただけます。
【 合格点  】初級・中級：70点以上　上級：80点以上　博士：85点以上

❶宝塚市に松尾湿原で見られる貴重な湿原植物は次のうちどれか。
A サツキ　B サギソウ　C オオキンケイギク　D クロユリ

【正解率72%】

❷2018（平成30）年3月に新名神高速道路の高槻ジャンクション～神
戸ジャンクション間が開通し、同時に宝塚（　　）サービスエリアが開
業した。
A 東　B 西　C 南　D 北

【正解率88%】

■ まち歩き、講座
・ 小林～仁川の秋をさがそう！　 11月4日（日）9:30開始
・ 安倉～鴻池の文化財を訪ねて　12月1日（土）10:00開始
・ 直前集中講座　2019年1月13日（日）10:30開始
料金（いずれも） 一般 500円　友の会 400円　高校生以下 無料

■ スタンプラリー
・宝塚学検定スタンプラリー　11月1日（木）～2019年1月31日（木）
市内各所で3色のたからんスタンプを集めよう！　

□一般3,000円　　□友の会2,400円　　□大学生以下500円　　□ペア割引2,500円　　□その他（　　　　　　　）円
ふりがな

名前

生年月日

友の会No.

郵便番号

住所

電話番号

受検回数

受検級

初級 ・ 中級 ・ 上級 ・ 博士西暦　　　　　年　　　　月　　　日

〒　　　　　　－

ご自宅： 携帯電話：

□初めて
□2回目以上（検定ID：TK　　　　　　　　　　　　　　　）※検定IDは合格認定証に記載されています。

※太枠部分をご記入ください。
※ペア割引での申込みの場合は、お二人分の申込書を窓口にお持ちください。

切り取り線

切り取り線

領収書
様 年　　　月　　　日

￥ 円

但し、第10回宝塚学検定　受検料として確かに領収いたしました。
公益財団法人　宝塚市文化財団

宝塚学検定とは？ 出題範囲・出題形式

宝塚学検定セミナー

宝塚学検定の仕組み

受検要項

第10回宝塚学検定申込書

出題例（第9回の問題より）

※セミナーの詳細は、チラシ・宝塚市文化財団のホームページをご覧ください。
※「まち歩き」「講座」「スタンプラリー」「読書会（3回以上）」の参加者には、第10回宝塚学検定試験の得点にそれぞれ3点加点します。加点の上限はありません。

宝塚学検定第10回を記念して、10大ニュースを募集！！
2009年から始まった宝塚学検定も今回で第10回！　第10回を記念して、この10年で、宝塚で話題になった「10大ニュース」を募集します。
詳細は、チラシ・宝塚市文化財団のホームページをご覧ください。

■ 読書会
・博士と一緒に読書会　新テキストを音読します。
①9月25日（火） ②10月13日（土） ③11月20日（火）
④12月8日（土） ⑤2019年1月15日（火） ⑥2019年2月16日（土）
火曜は18:30～19:30、土曜は9:30～10:30で実施します。
参加費無料　※申込不要

受付NO:　　　　　受付日　　/
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