
第8回

今年も
特典満載！

［お問い合わせ］
（公財）宝塚市文化財団 TEL 0797-85-8844　HP http://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・株式会社ジェイコムウエスト・宝塚阪急・JA兵庫六甲・株式会社神戸クルーザー

申し込み
受付期間

会　場 受検資格 どなたでも受検できます。ソリオホール ほか
（宝塚市栄町2－1－1ソリオ1・3Ｆ）

受検料 一般　3,000円　　友の会　2,400円　　大学生以下　500円

平成29年

1月10日（火） 10:00～ 2月28日（火） 

知れば
知るほど

トクをする
。

知れば知るほどオモシロイ。

平成29年3月20日 月
祝

午後1時30分
試験開始

※託児サービスもあります。
　詳しくは財団までお問い合わせください。

皆で楽しめる特別企画！

●「認定証」と「ピンバッジ」（100点満点の方には
「満点認定証」）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（5月20日（土）・宝塚文化創造
館）」への参加。豪華賞品が当たる抽選会もあり
ます！

●奨励賞は認定証と
「たからん・オリジナル缶バッジ」

●「武田尾温泉紅葉舘 別庭『あざれ』ペア宿泊
ご招待券（一泊二食付）」1名

●「宝塚歌劇ペア鑑賞券」1名
●「宝塚のお米（西谷産コシヒカリ）30kg」1名
●「ユニバーサルスタジオジャパン ペアご招待券」1名
●神戸 船の旅 「コンチェルト」乗船券
●「ウィルキンソンタンサン」ほか

合格特典 成績優秀者プレゼ
ント

最高得点者複数の場合は抽選。合格者の集いで授与。
95点以上取得者全員にもプレゼントあり。

❶参加資格 家族ペア（中学生以下１名を含む）
※複数ペアへのエントリーはできません。

❷対戦方法 ペアの合計点で競います。
※小学生は20点、中学生は10点加点して判定します。  ※関連企画の加点は加えません。

❸受 検 料 個人受検料１名分のみ（中学生以下1名無料）
※友の会割引の適用あり。

❹賞・表彰 上位ペアには賞状の他、黒豆収穫体験やコンサート招待などの副賞あり
『合格者の集い』で贈呈します。

参加方法

小中学生のお子さまやお孫さまともしくは兄弟で！？
家族で仲良く楽しいひとときを。
ぜひチャレンジしてください！

❶参加資格 １チーム３名以上１０名以内
※博士認定者は１チーム１人まで ※複数チームへのエントリーはできません。

❷対戦方法 チーム内の成績上位3名の合計点を競います。
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点加点して判定します。 ※関連企画の加点は加えません。

❸受 検 料 各自個人受検料と同じ。
※友の会割引の適用あり。５名以上の場合は団体割引適用。（2,700円／人）

❹賞・表彰 上位チームには賞状の他、エフエム宝塚ラジオ出演権など、チーム皆で楽しめる副賞あり
『合格者の集い』で贈呈します。

❺受検票と
　成績通知

受検票は代表者へ一括送付。
また成績通知はチーム戦の結果及び個人成績を送付。
成績上位チームの成績結果（チーム名、総合点、平均点等）は、
宝塚市文化財団のホームページなどで公表します。

❻結果の公表

仲良しのチーム皆で受検にチャレンジしてみませんか？
春休みの思い出に。会社や地域、クラブ、サークルなどの
仲間でぜひチャレンジしてください！

【ティーンズ賞】
高校生以下を半数以上含む
チームの、全員の平均点が
一番高いチームに贈呈。

1位
2位
3位

チーム名

広報たからづか
KKS

T－防災の会

上位3名合計点

286点
279点
279点

全員の平均点

88点
89点
79点

参加人数

6名
9名
6名

第７回 宝塚学検定チーム戦結果

※１人で「ファミリーペア受検」と「宝塚もの知りチーム決定戦」の重複エントリーはできま
せん。なお、お申し込み後のメンバー追加や変更、受検の取消はお受け出来ませんので、
ご了承ください。

一人より二人、二人よ
り三人以上が

さらにオモシロイ！

ウェブまたはエントリーシートによるお申し込みとなります。検定ウェブサイトにアク
セスして必要事項をご入力いただくか、専用の申込書（文化財団へ請求、もしくはホー
ムページからダウンロード）に必要事項をご記入の上、宝塚市文化財団へファックスも
しくはメールにて送付ください。後日受検料請求書を代表の方に送付いたします。

11チーム参加



博士の会

「博士と一緒に読書会」　

申込に関する注意事項 ●受検料納入後の返金はできません。 ●受検料の払込受領証、受検票等は合否発表まで保管しておいてください。 ●問題の内容、採点基準等に関するご質問には一切お答えできません。

塚歌劇や手塚治虫記念館で知られるこの街には、それ以外にもたくさん街の魅力が
あります。

電車に乗って大阪方面から来ると、宝塚は豊かな自然への入り口です。篠山や三田方面か
ら来ると、にぎやかな都市部への出口です。山間を、渓谷を形成しながら流れてきた武庫川
が一挙に大阪平野の北西角に流れ出して造った扇状地の扇の要のような地にある宝塚に
は、温泉も湧いています。市内には近隣で最も古い古墳・古代からの名刹や古社・中世源氏
の荘園・近世の宿場など興味深いテーマがたくさんあります。
宝塚学検定を通じて、さまざまな魅力をもつ宝塚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。

「博士」を一度取得された方は、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

※飛び級や途中級から
の受検は受付しません。
※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。

受検要項（詳細）

受検までの流れ

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

受付方法
《窓口申込》
（公財）宝塚市文化財団へ
お越しください。

(公財)宝塚市文化財団窓口、郵便局、セブンイレブンのいずれかで、申込後２週間以内に受検料をお支払いください。
※インターネットでのお申込の場合は、カードでのお支払いも可能です。

《インターネット申込》
［ホームページ］
http://takarazuka-c.jp
上記の検定サイトから
お申込ください。

1

受検料の支払い2

申込受付期間終了後、全受検者へ受検票が送付されます。
※試験日の1週間前（３/１４）までに届かない場合には、恐れ入りますがお問い合わせください。

受検票の受け取り3

平成２9年４月上旬に合否結果を郵送で通知します。
合格者には、「認定証」と「ピンバッジ」もお送りします。

受検票、身分証明書、筆記用具をもって会場へお越しください。

結果について5

当日会場へ4

平成29年3月20日（月・祝）

13：30試験開始
※受付時間は、12：00～13:10です。
　13:15から15分程度受検上の注意説明があります。

平成29年1月10日（火）10:00～2月28日（火）

ソリオホール（宝塚市栄町2－1－1ソリオ1・3F）ほか
※いずれも阪急・JR宝塚駅下車すぐ
※受検会場は主催者が指定します。

どなたでも受検できます。

◎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します。）
◎出題形式：マークシートによる４択の択一式。
 試験時間80分間　1問1点の100点満点
◎合格基準：初級・中級70点以上、上級80点以上、博士85点以上

※小学生の受検者は50点以上、
　中学生の受検者は60点以上取得で「奨励賞」を贈呈します！
※試験問題はお持ち帰りいただけます。

一般   3,000円
友の会   2,400円
大学生以下   500円※
※大学生以下での受検の場合、受検当日に学生証を呈示いただきます。

※宝塚まち歩き「歩こう！学ぼう！武庫川再発見」は２０１６年５月８日に終了しました。

【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

※阪急宝塚駅すぐソリオ1・3Fの（公財）宝塚市文化財団の窓口、ソリオホール、ベガ･ホール、文化創造館のほか、書店にて販売中です。

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

宝塚学検定セミナー

「合格へ最初の一歩」
試験対策講座

「ブラ宝塚 ～川からみた宝塚～」　
宝塚まち歩き

試験対策講座

講師

日時 11月5日（土）14時～16時（予定）
場所 ソリオホール

田辺 眞人
（園田学園女子大学名誉教授、
宝塚市大使）

2016

2016

2017

日時 11月23日（水・祝）10時～12時30分（予定）

集合 宝塚文化創造館
お話 佐々木 良作さん

（株式会社建設技術研究所 
大阪本社 神戸事務所 顧問）

参加費 ［一　般］500円
［友の会］400円
［高校生以下］無料

参加費 ［一　般］500円
［友の会］400円
［高校生以下］無料

参加費

日時 2017年2月18日（土）
場所 ソリオホール

講師 足立 勲（宝塚市自然保護協会会長）
河内 厚郎（文化プロデューサー）
直宮 憲一（日本考古学協会会員）

［一　般］500円
［友の会］400円
［高校生以下］無料

加点
3点

加点
3点

加点
3点

加点
3点

「まちかどモニュメント巡り
　　　　　　　　～もっと知ろうアートな作品～」

宝塚まち歩き

試験直前集中講座（仮）

日時 / 場所 

①9月  13日（火） 18時30分～19時30分 ソリオ会議室307
②10月15日（土）   9時30分～10時30分 ソリオ会議室307
③11月15日（火） 18時30分～19時30分 ソリオ会議室307
④12月17日（土）   9時30分～10時30分 ソリオ会議室306
⑤2017年1月10日（火） 18時30分～19時30分 ソリオ会議室307
⑥2017年2月25日（土）   9時30分～10時30分 ソリオ会議室3072016/2017

3回以上
参加で

皆で新テキストを音読します。参加費無料。申込不要。

要事前
申込

要事前
申込

要事前
申込

※（公財）宝塚市文化財団の窓口、ソリオホール、ベガ･ホール、
　文化創造館にて販売しています。

「まち歩き」「試験対策講座」「読書会（3回以上）」にご参加
いただいた方には、宝塚学検定試験の得点にそれぞれ3
点プラスします。加点の上限はありません。

[1]手塚治虫記念館の建物前にあるブロンズ彫刻モニュメントは、
次のうちどれか。
Ⓐ火の鳥　Ⓑアンパンマン　Ⓒサイボーグ００９　Ⓓ忍者ハットリくん
［第1回出題 正答率99%］

[2]次のうち、宝塚市と市境を接していない市は次のうちどこか。
Ⓐ川西市　Ⓑ神戸市　Ⓒ芦屋市　Ⓓ西宮市
［第2回出題 正答率91%］

セミナー参加者には
第8回受検の際に得点を加点します！

※ただし、この加点分は合格認定のみに使用します。例えば、初級試験
が64点の方が、「試験対策講座」と「まち歩き」にそれぞれ1回ずつ参
加していれば、プラス6点で70点となり、「初級合格」と認定します。
（最高得点者や特別企画、満点認定証などの賞品授与は試験のみの点
数で判定します）

（公財）宝塚市文化財団
0797-85-8844 へお電話ください。

《電話申込》

申込受付中

申込受付中

申込受付中

日時 12月3日（土）10時～12時30分（予定）

集合 宝塚文化創造館

参加費 ［一　般］500円
［友の会］400円
［高校生以下］無料

要事前
申込

申込開始日 1月10日（火）10時～

誰でも参加OK

宝塚学検定とは？

宝

日 時 受検会場

受検資格
試験開始時間

申込・受付期間

受検料

出題範囲・
出題形式

ソリオ宝塚

●手塚治虫記念館

宝塚大劇場●
バウホール

至大阪・梅田

至三田
花のみち

阪急宝塚線

JR宝塚駅

阪急宝塚駅

阪
急
今
津
線

宝
塚
大
橋

宝
来
橋

武庫川

国道176号線

ナチュールスパ宝塚●

宝塚ワシントンホテル●

■JR・阪急「宝塚」駅下車すぐ
■周辺駐車場（有料） ソリオ第1（地下）駐車場
 花のみち駐車場
 阪急宝塚駅（屋上）駐車場
 ソリオ第4駐車場

ソリオホール
周辺マップ

※受付時間は10:00～17:00。
※日曜日・祝日は ソリオホール 9:00～17:00 0797-81-8200へ
※認定証があればスムーズに手続きできます。

＜特別企画＞

エントリーシートによる
申込となります。

詳細は裏面をご覧ください。

●ファミリーペア受検
●宝塚もの知りチーム
　決定戦 の申込

お話 辻 弘さん
（彫刻家、兵庫教育大学名誉教授）

ガイド 宝塚学博士の会まち歩きグループ

過去の受検問題からセレクトした
過去問題集も取りそろえております。

2016

出題例 受検者の声

加点
3点

宝塚学博士の会について

答えは右下欄外

出題例の答え：［1］Ⓐ 　［2］Ⓒ

◆ 初級合格 亀野惟加さん（小3）　初級合格
　社会の授業で自分が住んでいるまちについて勉強していた時、図書館のしおりに検定の問題が
のっていて、きょう味を持ちました。読書会に参加したり、友だちと問題を出しあったりして勉強して
いると、学校の授業でも検定の勉強したところがたくさん出てきてとても役に立ちました。また、宝塚
のまちがもっと好きになりました。これからも博士になれるようがんばります。

◆ 博士合格 亀井貴美子さん（89歳）　博士合格
　私は約80年宝塚に住み、市内史跡めぐりをしていたこともありました。偶然宝塚学検定のチラ
シを見つけて、楽しく検定が受けられそうだったので参加しました。80歳半ばからの受検は少しき
ついかと思いましたが、宝塚が大好きなので参加してよかったと思っています。ぜひみなさんも宝
塚市内をいっぱい歩いて頑張ってください。 ※学年、年齢は受検当時のものです。

公式テキスト


