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伝票算アスリート認定の創設
                     伝票算検定委員会　委員長 大西　信二

　平素は近畿珠算団体連合会の事業運営に温かいご支援とご協力をい
ただき誠に有り難くお礼を申し上げます。
その事業の一環として実施している伝票算検定試験は近畿各単位連盟・
会員諸兄の積極的な支援により早や１２年を経過しました。
伝票算検定実施に伴い年々伝票算練習による教育効果の評価が高まり、
さらに伝票暗算検定による暗算技能の高揚など珠算教育の振興につな
げることになりましたのは 誠にご同慶の極みです。
２０１０年度から年三回施行するごとに受験者数が増加して本年度ま
でに７万人を突破、その伝票算・伝票暗算検定の合格者は、延べ人数

５万人を超えることになり、また受験生の伝票算計算能力も年々上昇し、最高峰の伝票算十
段位５６名、伝票暗算十段位７４名の合格者を輩出することになりました。
　珠算教育振興の一環として実施しました伝票算検定試験制度がこのように大きく花を開け
ることができましたことは、日珠連のご後援と共に近団連会員各位の積極的なご支援とご尽
力のお陰であります。委員会一同 心から感謝いたしております。
　また今年度の第３５回検定から計算技能を一層、高めるために 十段位の習得者を対象に
した「伝票算アスリート認定」試験を実施しました。成績により「伝票鍊士」「伝票準教士」「伝
票教士」「伝票準範士」「伝票範士」の 5 つの敬称を認定し、卓越した高度な技能と努力を称
える制度です。本年度の第 1 回の認定試験では、準教士に１名、錬士に５名を敬称認定す
ることになり、伝票算アスリートにとっては、新たな最高峰の「伝票算 範士」をめざす指針
となり、今後の珠算教育の振興の一翼を担うことを願っています。
　この数年前から近畿圏以外からも受験される希望者も増え、門戸を拡げて近畿地域以外の
日珠連傘下の他府県団体からの受験を受付し、「日本伝票算検定協会」として実施することに
なりました。当委員会では今後とも各単位連盟、会員先生方のご支援とご尽力を得て本事業
を推進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

近畿珠算団体連合会
日本伝票算検定協会

- 1 - 

伝票算検定委員会ニュース   令和４年３月１日      第１２号 ( １) 

伝票算検定通信      近畿珠算団体連合会 

                                                    日本伝票算検定協会 
 伝票算アスリート認定の創設 
                     伝票算検定委員会 委員長 大西 信二 
 平素は近畿珠算団体連合会の事業運営に温かいご支援とご協力を

いただき誠に有り難くお礼を申し上げます。 
その事業の一環として実施している伝票算検定試験は近畿各単位連

盟・会員諸兄の積極的な支援により早や１２年を経過しました。 
伝票算検定実施に伴い年々伝票算練習による教育効果の評価が高ま

り、さらに伝票暗算検定による暗算技能の高揚など珠算教育の振興につなげることになり

ましたのは 誠にご同慶の極みです。 
２０１０年度から年三回施行するごとに受験者数が増加して本年度までに７万人を突破、

その伝票算・伝票暗算検定の合格者は、延べ人数５万人を超えることになりました。また

受験生の伝票算計算能力も年々上昇し、最高峰の伝票算十段位５６名、伝票暗算十段位７

４名の合格者を輩出することになりました。 
 珠算教育振興の一環として実施しました伝票算検定試験制度がこのように大きく花を開

けることができましたことは、日珠連のご後援と共に近団連会員各位の積極的なご支援と

ご尽力のお陰であります。委員会一同 心から感謝いたしております。 
 また今年度の第３５回検定から計算技能を一層、高めるために 十段位の習得者を対象に

した「伝票算アスリート認定」試験を実施しました。成績により「伝票鍊士」「伝票準教

士」「伝票教士」「伝票準範士」「伝票範士」の 5つの敬称を認定し、卓越した高度な技

能と努力を称える制度です。本年度の第 1回の認定試験では、準教士に１名、錬士に５名

を敬称認定することになり、伝票算アスリートにとっては、最高峰の「伝票範士」をめざ

す指針となり、今後の珠算教育の振興の一翼を担うことを願っています。 
 この数年前から近畿圏以外からも受験される希望者も増え、門戸を拡げて近畿地域以外

の日珠連傘下の他府県団体からの受験を受付し、「日本伝票算検定協会」として実施する

ことになりました。当委員会では今後とも各単位連盟、会員先生方のご支援とご尽力を得

て本事業を推進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

       ２０２２年度 伝伝票票算算・・伝伝票票暗暗算算検検定定試試験験 
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 そろばん学習の究極は珠算式暗算を修得させることでしょう。
その暗算力を伸ばすには伝票暗算が最適です。
　伝票をめくった数を頭に定着させながら、次の頁の数を加算
する珠のイメージを定着して計算します。頭にイメージした数
を定着させながら 珠の桁数を拡げたり、珠のイメージを深め高
めることが重要なことです。
どの生徒にも、珠算式暗算で 3 桁、4 桁の計算ができるように
学習することが大切なことです。
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伝票算・伝票暗算検定満点十段に合格して
三原　智輝　（同志社中学校３年）

　今回、伝票算と伝票暗算の満点十段に合格することができ、
とても嬉しく思っています。僕は、伝票算を苦手に感じていて、
やり始めた頃は、めくるのにとても苦労しましたが、練習して
いくにつれて、だんだん慣れていき、今ではすらすらとめくれ
るようになりました。
　僕は、左利きです。右利きの人は、右手で答えを書いている
間に左手が空いているので、次の問題を計算し出すことができ
ますが、左利きは、右手を使わずめくるのも答えを書くのも全

部左で行っているので、右利きの人よりも時間をロスしていました。一度、右手
で答えを書くようにしてみましたが、さすがにその方法は無理でした。そのロス
を少しでも克服するために、初めの下３桁を書かずに覚えながら、上の桁を計算
して、それから答えを上の桁と一緒に一回で書くようにしました。そうすること
で、前よりも速く計算できるようになりました。
　満点十段の練習では、どちらも時間に余裕があり、ほとんど満点が取れていま
したが、やはり「満点」というものは難しく、間違える時もしばしばありました。
一枚飛ばして計算してしまったり、集中力がぷつっと切れて油断してしまったり
して間違えることが多いので、そこに気をつけて練習しました。本番では、良い
時のイメージをして、自分に自信を持って臨みました。その結果、どちらも満点
十段に合格することができました。
　これからは、この経験を活かして全国大会などで活躍できるように頑張りたい
と思います。

『伝票算満点十段合格』
木下　心　( 四天王寺高等学校 )

　今回、満点十段を取ることができてとても嬉しいです。私が
初めて九段を取った時は、次は絶対に十段を取りたいと思いま
した。しかし、学校生活が忙しくなり、練習時間が取れず、少
し期間を置き落ち着いた頃に十段に挑戦しましたが、やはり、
九段しか取れませんでした。この時私は、10 段の壁を越える
のは、9 段の壁を越えた時よりはるかに困難だと痛感しました。
それと同時に十段は無理かもという思いが頭をよぎるようにな
りました。しかし、そう簡単に諦めるわけにはいきません。し
ばらく期間を置いて再度受験しようと思いましたが、ここで期
間を置くと、十段を取りたいという思いが薄れていくと思い、

続けて受験し、練習しなければいけない状況に自分を追い込みました。そして限
られた時間で集中して練習した成果もあり、今回満点十段を取ることが出来まし
た。
　伝票検定を通して、ありきたりではありますが、コツコツ努力する大切さを実
感しました。これからも、何事にも前向きに努力を惜しまず取り組んでいこうと
思います。

木下珠算塾（木下三男子）日珠連　珠算六段　暗算八段

西京都学院（寺田剛大）日珠連　珠算十段　暗算十段
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伝票暗算満点十段に合格して
秦　修平 ( 立命館大学卒業、一般企業勤務 )

　自分は元々伝票そのものに苦手意識を持っていました。特に
紙をめくるという動作１つができずに、計算スピードと噛み合
わず、検定１ヵ月前になっても制限時間内に終わらないなんて
ことも練習ではしばしばありました。そんな中でも自分なりに
反省をしながら１回１回の練習に集中し、本番に臨みました。
満点十段が取れると思って余裕を持っていた前回の受検では簡
単な桁でのミスで満点を逃しました。もうあの時のミスはしな
い。できたという感覚があっても油断せず最後まで１問１問見
直ししました。伝票が苦手で半分諦めていた満点十段でしたが

取得した時はやはり気持ちのいいものでした。伝票に対する苦手意識は満点十段
の取得がきっかけでなくなりました。自分の中で苦手だと思っても、諦めずに取
り組むことで、達成することができるとわかり、満点十段合格というのは他の種
目の練習にも良い影響を与えました。
　今の私は大学生から社会人になり、以前と比べてそろばんに費やす時間が少な
くなってしまいました。ですが、まだまだ自分の中で成長できると思っています。
そんな思いを持つことができたきっかけこそ、私にとっては伝票暗算満点十段合
格だと思っています。合格することをゴールとするのではなく、そこからまた新
しい目標に向かってスタートを切れるように日々の練習を大切にできる人間であ
りたいと思いました。

かしはら計算スクール Nexus（太田陽一郎）　
日珠連　珠算八段　暗算九段

大阪山本速算会清水道場（寺脇敏志）　
日珠連　珠算七段　暗算九段

伝票算検定満点十段を取って
𠮷川　大樹 ( 橿原市立畝傍東小学校 6 年 )

　伝票を初めてめくった時は 1 枚ずつめくる事が出来ず、苦戦
しました。先生から「使わなくなった教科書等を使ってめくる
動作に慣れる様に。」とアドバイスを頂きました。
普段は殆ど練習する事がない伝票算だったので、先生から「伝
票算検定があるから受けてみる？」と言われた時は気軽な気持
ちで受けました。
八段ぐらい取れるかな？と思っていましたが、当日は調子が良
く時間に余裕があり、見直しも出来たので、十段取れるかも！？
と思っていました。結果は何と満点十段！とても驚きましたが、

嬉しかったです。伝票算は大きな大会でも行われていますし、もっと速くめくれ
る様にし、今回の経験を活かしていきたいです。
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第 34 回伝票算検定　満点十段
井上　栞那　（宝塚市立末広小学校６年）

　私は今回伝票算満点十段を取れてすごくうれしかったです。練習
では時間に余裕がなかったし、数字を書くのも難しかったので、本
番はむだな時間を使わないように気をつけて計算しました。紙をめ
くる時も、やり直しをしないようにしました。数字を書くのは、解
答欄を見ながら１文字ずつていねいに書きました。でも色々考えす
ぎると計算を間違えるし、時間もなくなってくるので、止まること
や、やり直しはしないようにしました。本番は少し緊張したけど、
落ち着いてめくれました。全問書けました。

　　　　　　　 これからも頑張っていきたいと思います。

「満点十段の道程」
尾下　萌音（宝塚市立西山小学校６年）

　私は伝票のめくりの速さが遅かったので数が入らないことがあ
りました。だけど大会の伝票での練習や先生がアドバイスをして
くださったおかげで、めくりが速くなったと思います。
　「満点は日頃から取らないと本番でも取れないよ」と言われてい
たのですごく不安でいっぱいでした。伝票は自分のペースでめく
り、計算をすることができるので、「はじめのほうはゆっくりして、
調子がついてきたら速くめくる」というような工夫をしてめくっ
ていました。
　そして念願の満点を取れてほっとしました。この教訓を活かし
て今後の検定も十段を目標にしていきたいです。

第 35 回伝票算検定　満点十段
「満点十段で学んだこと」

小林　侑樹（宝塚市立宝塚中学校２年）
　ぼくは今回の検定が 4 回目の挑戦でした。初めて伝票算の検定
を受けたときは五段、六段を取れるくらいの実力でした。そのま
ま小学校を卒業してしまい、中学生になると部活にも入ったので、
家での練習量はもちろん減ってしまいました。その分教室ではよ
り集中し、アドバイスを受けたところはすぐに実行しました。
　満点十段に合格するには、少しの時間でも集中し、有効に活用
することが大切だと思いました。本当に満点十段を取れて良かっ
たです。これからも腕前が落ちないようにがんばります。

今井珠算塾（今井智子）日珠連　珠算八段　暗算八段

今井珠算塾（今井智子）　日珠連　珠算九段　暗算九段

阿部珠算教室（阿部綾子）日珠連　珠算八段　暗算十段
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柴田　航希　（兵庫県立伊丹北高等学校２年）
　今回の検定で伝票算錬士を取得する
ことが出来ました。従来の検定とは
違って時間がとても短く、伝票算を特
に苦手とする自分にとっては厳しいも
のとなりました。紙をめくることを速
くすればいいのに、どうしても出来な
い自分に腹が立つこともありました。
しかし練習を積むことで紙をめくる速
さは変わりませんでしたが、無駄な時

間を省くことでこのような結果が得られました。伝票
算は大規模な大会で使うことが多く、配点が高く、か
なり重要な種目となります。この検定で伝票算の能力
を上げて、別の所でもその力を繋げていけるようにし
ようと思います。

三井　怜祐（仁川学院高等学校 2 年）
　この度、私は初めて受けた伝票アス
リート検定試験で「伝票算 練士」の
資格を頂くことができました。御指導
頂いた先生方と 先輩に心から感謝申
し上げます。 アスリートの検定試験
は、通常の検定試験と内容は同じです
が 時間が異なり 10 分では無く 3 分
で行います。伝票は指の速さだ けで
はなく正確さも求められるため、ど

ちらも欠けることなく 集中するのが一番大変でした。
御指導いただいたおかげで、本 番では練習で難しかっ
た 120 点のレベルを超えることが出来ました。 次回
の受験では、次の段階を目指し「準教士」を獲得でき
るようさらに努力したいと思います。

錬士合格
藪内　颯人（立命館大学 1 年）

　私は小さい頃伝票算が得意ではな
く、苦手だというイメージを持ってし
まっていました。そのイメージを払拭
したいという思いはあったものの、伝
票算のある検定や大会はそう多くな
く、まとまった練習時間を確保するの
は難しいことでした。そんな時にこの
伝票算アスリート認定試験の存在を知
り、受けてみることにしました。9 桁

という桁数はさることながら、30 問を 3 分で解くと
いう今まで見たことのない問題に驚かされました。全
てを解ききる事は私には到底難しく、今までとは違っ
た新鮮な感覚で練習をすることができました。また 3
分と言う時間もちょうど良く、少し空いた時間があ
れば 1 回分計ることができました。最初は伝票算錬
士も取れない点数ばかりでしたが、次第に点数も伸
びていき、短い期間で上達が実感できました。
　伝票算が得意な方はもちろん、そうでない方にも
おすすめできる検定だと思います。

今井珠算塾（今井智子）

西　純平　（関西学院大学２年）
　この度は、伝票算アスリートを企画
してくださりありがとうございまし
た。伝票算十段を取得した後、伝票に
対する目標を失ってしまいどのよう
に取り組んでいくべきか悩みました。
その時に、この新しいアスリート検
定のお話を聞いてすぐ取り組むと決
めました。難易度は非常に高く、紙を
めくる技術と素早い計算が同時に求

められるので何度練習してもなかなか攻略すること
ができませんでした。結果としては目標点を取るこ
とはできませんでしたが、伝票算種目がある名人戦、
計算大会、全大阪オープンなど歴史ある大会につな
がるすばらしい検定だと感じました。今後も引き続
き全力で取り組み、いつかは満点を取れるようにが
んばりたいと思います。

阿部　堅真　（伊丹市立伊丹高等学校 2 年）
　今回、僕は錬士に合格してとても嬉
しいです。その反面、準教士を目指し
ていたので悔しい気持ちもあります。
この検定は制限時間が 3 分で問題数
が 30 問という、どの大会よりも難し
い問題となっています。しかしその難
しさは絶対に自分の能力を向上させて
くれると思います。実際にこの検定を
終えてから伝票のめくるスピードが格

段に上がったと実感しています。この伝票アスリー
トという高い壁に立ち向かうことで、大会に出場し
た時、自分の成長を実感でき格段に点数を上げるこ
とができます。
　今回本当に受かりたかった準教士に受かることが
できなくてとても悔しいので、次は受かるように日々
精進していきます。

準教士合格
足立　鷲仁　（兵庫県立宝塚北高等学校１年）

　今回の伝票算アスリート検定では、
最初は「頑張ればすぐにできるだろ
う。」と思っていました。しかし、やっ
てみると、かなりの難易度で、頑張っ
てもできる題数が増えず、練習でと
ても苦戦しました。僕は、６桁一括
で計算するのですが、それを急いで
すると、計算の精度が落ちて、つまっ
てしまうことも多くありました。そ

して本番では自分の全力を出し切って、なんとか今回
の目標である準教士を取得することができました。
　この検定での練習はとても自分のためになったの
で、次の機会があれば一つ上を狙って練習していきた
いです。

阿部珠算教室（阿部綾子）

2021 年 8 月検定～実施 アスリート認定
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受験者数７万人突破！
アアススリリーートト認認定定試試験験にに11７７名名がが受受験験

伝票算・伝票暗算受験者数の推移
主催・近畿珠算団体連合会 日本伝票算検定協会

試験回数 実施日 受験者数 事業内容

第1回 (２０１０年 ６月) ９８８名 伝票算級位検定施行

第2回 (２０１０年10月) ８１１名 伝票算推進教室プレート作成

第3回 (２０１１年 ２月) ８５３名 伝票算通信第１号発行

第4回 (２０１１年 ７月) １１４８名 伝票算段位試験を同時施行

第5回 (２０１１年10月) １１２２名 伝票算段位合格(初段～十段 )シール発行

第6回 (２０１２年 ２月) １１４８名 ４回～６回試験３回連続 満点十段合格者

第7回 (２０１２年 ７月) １２４１名 伝票算通信第２号発行

第8回 (２０１２年11月) １１６２名 伝票算パスポート発行

第９回 (２０１３年 ２月) １１９５名 伝票算納付金を改定

第10回 (２０１３年 ４月) １２６０名 伝票算通信第３号発行

第11回 (２０１３年 ９月) １６３０名 伝票段位合格者掲示表発行

第12回 (２０１３年12月) １５８７名 伝票算通信第４号発行

第13回 (２０１４年 ４月) １７４７名 日珠連の後援にて実施

第14回 (２０１４年 ８月) １９０９名 「数学文化」に伝票算検定の報告

第15回 (２０１４年12月) １７９１名 実践発表会と伝票算通信第５号発行

第16回 (２０１５年 ４月) ２４２３名 伝票暗算を同時実施

第17回 (２０１５年 ８月) ２３７６名 初の伝票暗算満点十段

第18回 (２０１５年12月) ２２６９名 伝票算通信第６号発行

第19回 (２０１６年 ４月) ２７４０名 伝票算ホームページ

第20回 (２０１６年 ８月) ２６２７名 伝票算検定20回記念誌

第21回 (２０１６年12月) ２６７４名 少年院等の矯正施設で実施

第22回 (２０１７年 ４月) ２７４４名 伝票算通信第７号発行

第23回 (２０１７年 ８月) ２８５９名 伝票算アンケート実施

第24回 (２０１７年12月) ３０００名 伝票算指導者の意見発表

第2５回 (２０１８年 ４月) ２６４５名 主催日本伝票算検定協会

第2６回 (２０１８年 ８月) ２７００名 伝票算通信第８号発行

第2７回 (２０１８年12月) ２６１９名 外国人の伝票算１級合格

第2８回 (２０１９年 ４月) ２６７９名 伝票算通信第９号発行

第2９回 (２０１９年 ８月) ２５８４名 少年院で伝票算二段合格者

第30 回 (２０１９年 12月) ２５０１名 伝票検定３０回記念品作成

第3１回 (２０２０年 ４月) ２５０６名 伝票算通信第10号発行

第3２回 (２０２０年 ８月) ２４０２名 Corona感染防止対策実施
第3３回 (２０２０年12月) ２１８５名 COL活用して委員会リモート会議

第3４回 (２０２１年 ４月) ２３７１名 伝票算通信第11号発行

第35 回 (２０２1 年 ８月) 2,547名 アスリート認定を実施

第36 回 (２０２1 年12月) 2,313名 伝票算通信第12号発行

第1回～第36 回 合計 73,356名
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  コロナ禍で新入生が激減している中で、在籍生徒数を
確保するように教室運営をしなければなりません。
生徒の在籍期間を延ばすためにも常に新たな目標を設定し
て生徒の学習意欲を高揚させることが大切です。
珠算能力検定とともに伝票算・伝票暗算検定を教室の目標
設定し、小学高学年、中高校生にも受験を奨めてください。
珠算教育の振興とともに各教室の生徒在籍期間を延ばせる
ことになります。
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日本珠算連盟キャラクター　ソロピカ博士

Let’s Try!!

ホームページは
こちらからどうぞ

 ４　　　　10

 ８　　　　28

12　　　　11

 伝票算アスリート認定者
第 1 回伝票算アスリート認定試験
　　( 令和３年８月２８日 )
 準教士　足立　賢仁
 錬士　　藪内　颯人・阿部　堅真・
　　　　 三井　怜祐・柴田　航希・西　純平

第 2 回伝票算アスリート認定試験
　　( 令和３年１２月 1 ２日 )
 準教士　今井　理佐
 錬士　　米良　直樹・大平　優

２０２２年度伝票算ポスター

金 銅銀

直径（mm） 本体価格（税抜き） プレート・リボン記号

金 φ60 ￥1,900 A24,R2
銀 φ60 ￥1,900 A24,R2
銅 φ60 ￥1,900 A24,R2

■ 本体／亜鉛ダイキャスト製
■ 商品重量／約100g

L60メダル 
直径（mm） 本体価格（税抜き） プレート・リボン記号

金 φ60 ￥1,700 A24,R2
銀 φ60 ￥1,700 A24,R2
銅 φ60 ￥1,700 A24,R2

■ 本体／亜鉛ダイキャスト製
■ 商品重量／約100g

M60メダル 
直径（mm） 本体価格（税抜き） プレート・リボン記号

金 φ60 ￥1,400 A24,R3
銀 φ60 ￥1,400 A24,R3
銅 φ60 ￥1,400 A24,R3

■ 本体／亜鉛ダイキャスト製
■ 商品重量／約100g

P60メダル 

L60・M60・P60メダル
φ60㎜
原寸大

首掛けリボン・プレート付き ケース裏面（スタンド付き）

付属プラケースL-60
（ケース寸法：高さ151×幅103×厚さ30mm）

表面 裏面

( クリアケース 
スタンド収納例）

付属プラケースM-60

首掛けリボン・プレート付き

（ケース寸法：高さ230×幅90×厚さ18mm）

銅裏面
（プレートは金・銀・銅とも黒色です）

付属紙ケースP-60
（ケース寸法：高さ150×幅62×厚さ15mm）

裏面表面
首掛けリボン・プレート付き

（スタンド付クリアープラケース入） （スタンド付クリアープラケース入） （紙ケース入）

336 Medal L60・M60・P60（φ60mm）メダル

※表示の価格は、消費税を含まない本体価格です。

伝票算アスリート認定メダル


